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類についても、泥が付着していて乾いその際、適宜、砂やカピを刷毛で除被災後1ヶ月半を経過した当時の釜国文学研究資料館(以下、国文研)

は、文化庁文化財等レスキュー「人間

19年前、埼玉県草加市の火災で被

ている箇所を小タワシ、スポンジ、マイク去したが、完全乾燥後に泥・砂がさらさ石市は、まだライフラインの復旧さえ十災した民間資料を真空凍結乾燥処理

ロクロス、刷毛の順に用いてクリーニンらととりやすくなるため、この段階では筒分ではなく、乾燥作業などは市の自力文化研究機構内チーム国文学研究資により救助・復元作業を行ってから、栃

グを実施した。単に実施した。で行える状態ではなく、公文書の整理料館J (国文研チーム)として活動する

に先立ち、被災地の支援と援助のため

木県西那須野郷土資料館、東京都清

今後、2011年11月-2012年3月の期

聞に文書の再生作業(クリーニング・フ

現地作業は5月6日-7月 13日の問に

行った。作業は国文研並びに関係機

関の職員とボランティア、雇用支援とし

や保存についての専門家の支援が必

要であった。海水の影響でカピの増殖の研究として「大規模災害における資

料保存の総合的研究J (西村慎太郎

瀬市立図書館、その後阪神・淡路大

震災、さらに高知市行政文書、千葉県

ァイル表紙交換・リストとの照合・元配架

順に並び替えた配置換え)を実施する

はなかったが、気温が上がった場合のいわし博物館、東京都国分寺市遺跡

て釜石市民を雇用(国文研チーム雇カピの繁茂拡大などがd心配されたため、研究代表:国文研)を開始した。

甚大な津波被災の岩手県・宮城県・

調査会資料、熊本県天草市行政文書

予定である。 2012年4月から文書の活用1ヶ月間)して進めた。その8日後の5月6日より作業を開始した。など、筆者が直接現地に赴いて被災支

用が可能な状態とすることを目指して完全乾燥までおよそ1年、 3年間はそここでの活動に当たり、筆者が窓口福島県においては、各県内の研究教援を行った博物館・図書館・アーカイブ

いる。

「人間文化研究機構内国文学研究

の後の経過を観察する必要がある。文

書の必要度や状況により、洗浄・乾燥、

になりレスキュー活動を進めた。国文研

チームと共に自治体の職員、また公文

育文化行政機関や文化財救援ネットワ

ーク(史料ネット}が博物館・図書館の

施設や民間所在の資料の救助活動を

ズ資料の事例は多い。ただ、この事例

は一部にすぎない。毎年何らかの災害集
唱
E

間

特
D
U

資料館チームの活動計画」工程表をま別の媒体への代替化などを検討する書の整理や保存についての専門家にによって多くの歴史文化情報資源が消 被災(下段に赤カピが繁茂)堆積している状況

とめたので、参照願いたい。ことにしている。一連の運営管理や作参加頂きながら、被災した文書の救助開始していた。滅しているのである。

業指示は国文研の現地担当者が管理と乾燥作業を実施した。また、多くの自治体の公文書が甚大
乙の活動の意義

公文書は行政上の基礎資料である

し、作業工程を見直しつつ計画的に進

行できるよう努めた。

市役所地下文書庫から近くの旧釜

石第一中学校校舎への文書の搬送・

な津波被害で消失したことが明らかに

なってきた(1役所を襲い、住民の暮ら

とともに地域・住民の記録であり、歴史

資料となるものである。但し、現用文書

7月2 ・ _3日に「東日本大震災津波被

害資料の復旧プロジェクト報告会」を

移動は、6月 10日に完了。総量は段ポー

ル箱換算で1 ，000箱程、推定20，000点

である。地下文書庫の文書リストは7月

しに欠かせない大切な記録を押し流し

てJ被災自治体岩手県陸前高田市・大

東日本大震災における津波被害の
歴史文化情報資源のレスキュー

は個人情報など公開できない情報が開催した。復旧プロジェクトは、東日本槌町・釜石市、宮城県南三陸町、女川町、
応急対応段階での圧縮袋への簿冊の封入瓦礁の中から救出した、ぐにやりと変形した

チューブファイル文書多く、職員以外は扱えない。自治体と支大震災により被災した文化財や公文13日に作成を終えた。朝日新聞、 110327) 。国文学研究資料館
援者との信頼を築くことの証として、本書等の救助復旧の促進を図るため、参

加者の方々と共に被災公文書等の救助・

乾燥作業を進めているところだが、そこで、庁舎の一部が被災した釜石

活動では守秘義務に関する誓約書を全体量が魔大であり、長期保存文書市に状況を問い合わせたところ、釜石

取り交わした。復旧活動に係る知識と技術を共有すの選定が困難な状況である。乾燥場市総務課が被災調査を受け入れ、4月

今回のように、被災自治体とともに外ることを目的とした。作業報告と実地作所は、電源及び水が使用できない環境26日・27日に被災状況の調査を実施し
激震・大津波、

その復旧活動

寄稿

青木睦
(国文学研究資料館研究部准教授) 部の支援者が行政文書の救助・復旧業、被災地の状況の巡見を含めた企であった。脱塩のための水洗は、カピのた(国文脈高橋実・青木睦・西村慎太朗。

釜石市役所は津波被害を受け、行政

文書が水損し、甚大な被害にあった(写

に携わる機会を得られたことの意義は画である。交通機関が整備されていな増殖をまねく危険性が高く、水洗して地域に伝えられた有形無形の文化

120mほどの教室での乾燥総兄

(乙の他に11教室で同様に乾燥を継続中)
変形を補整しながら整形し、吸水紙

(キッチンペーパー新聞サンド)を挿入後、
整形して縦置きにして乾燥している状態

大きいと思う。いため、チャーターパス移動とした。釜適正な乾燥場所が確保できないので財は地域の人々の生きた証である。そ

石市や大槌町、山田町の被災状況を実施しないことにした。

完全水損でカピが繁殖した文書(写

真1 ・ 2) 。地下にある文書庫は天井付の証のひとつでも多くの被災資料の救

多くの方々に知っていただき、今後の活

動の一助になればと考えた。

現在、復旧作業第1期 (5月6日-7月

真3) は、圧縮袋(座布団用)で空気を

近まで水没し、瓦礁に埋め尽くされた

大量の水損文書が発生し、職員でー

助を通じ、未来への証の継承を支援す

る目的で、文化庁の働きかけを契機に、 人間文化研究機構内国文学研究資料館チームの活動計画
釜石市大津波被災文書の復旧作業を中心に

13日)における作業の目標を達成し、復

旧作業第2期 (7月 14日-10月31 日)を

抜き(写真4) 、暗所に保管してカピの

進行を防いだ(パインダー編綴文書は

部のファイルを開き乾燥させている状況

であった。

国立文化財機構をはじめ幾多の文化財・

美術関係団体が4月1日に被災文化財

パインダーと本紙を分離)。カピ繁殖の行政文書は将来にわたり岡地域の等救援委員会(文化庁文化財等レス
新市役所構想に向けて7.14-10月末

終えた。この間は、乾燥を促進するた文書は、津波後すぐにカピが繁殖した貴重な歴史資料となることは自明のことキュー)を立ち上げた。

釜石市文書管理の
復興の遺成
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管理と活用

めに現状を維持しつつ継続乾燥を行ものであり、乾燥段階でのカピの増殖はである。釜石市長及び総務課に「復旧文化庁文化財等レスキューは、阪神・
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った。 8月24日-30日に乾燥状態を確あまり見られなかった。方策についてJ ※を提案説明し、提案

受け入れ後、復旧作業を行うこととなっ

淡路大震災時に、広く民間所在の史

認する作業を実施した。 10月14日-20部分水損(一部が乾燥)文書は、キ料を視野にいれ、文化遺産全体を救

助の対象とするということが確認されて
応
怠
対
応
段
階

日に、乾燥状態の観察のための水分計ッチンペーパーで新聞紙を包んで吸水た。この時、応急対応段階として簿冊

20冊ほどを吸水とカピの増殖を防ぐた
東日本
大震災
宛生

での計測、塩分・汚染物質の測定等を紙(キッチンペーパー新聞サンド)を問「等」が付けられた。今回の震災にお

実施しつつ、クリーニング作業を行い、

完全乾燥を促進させた(写真6) 。現用

紙にし、水分を吸着する作業を繰り返めに一部乾燥措置を行った。※復旧いては、歴史資料としての公文書・行

文書の内、図面類のクリーニングも優

先的に行い、ファイルに綴じられた図面

しながら、段階的に乾燥させた。平置き

の場合、下側の乾燥が遅くなるため、

縦置きにした。(写真5)

方策として、文書レスキュー作業工程(救

出・搬送・乾燥工程)・資材・人員、復旧

スキームを示す。

政文書、近現代資料、自然史資料等も

包括して救助対象とすることも共通の

認識を得た。



3.11の大震災では多くの尊い命

が失われました。御冥福をお祈りす

るとともに、未だ様々な形で不自由を

強いられている方々に一日でも早く

現状が改善されることを，心よりお祈り

申し上げます。この度の震災では官

民合わせた多くの復興活動が実施

されています。我々文化財保存に関

わる人聞ができる事は何か。被害の

あまりの甚大さに思考が停止しそう

になったこともありました地雷、4月にな

って実際の活動を開始することがで

きるようになりました。本稿では、これ

までに東北芸術工科大学が山形の
特集

文化遺産防災ネットワークと共に続

ロ2 けている文化遺産のレスキュー活
REPORT 

動について報告させていただきます。

束北地方・太平洋沖地震で被災した
文化遺産に対する東北芸術工科大学の

レスキュー活動

東北芸術工科大学
寄稿

米村祥央
(東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター)

東北芸術工科大学文化財保存

修復研究センター(以下、センター)

では、かねてから文化財の防災に

関する活動の準備をしてきました。

その一つが山形県文化遺産防災

ネットワーク(以下、山形ネット)の立

ち上げに向けた活動で、同ネットワー

クは2008年に発足しました。当時そ

の3年後にこのような大きな災害が

発生するとは誰も想像していなかっ

たはずです。文化遺産保存分野で

防災の意識がいっそう高まったのは

1995年の阪神淡路大震災が一つ

のきっかけです。その後、福井豪雨

での洪水、2004年の新潟中越地震 等に向けて、当センターが被災文化

など、災害ごとに文化遺産レスキュ 遺産を受け入れる準備があること、

ーの活動が進み、担当者同士の情 専門家の存在、大型真空凍結乾燥

報交換、学会での文化遺産防災を 機等を駆使した作業が可能である

主題としたシンポジウムの開催など、 旨を明記した声明文を作成し通達

問題意識も高まりつつあるところだ しました。また、山形県内の近隣に

ったと思われます。 ある企業に冷凍施設の一角を使用

今回の震災の特徴は津波による させていただけるよう協力体制を構

催災と、放射能汚染であるといえます。 築しました。

文化遺産に限れば、放射能に汚染

されたものに関しては、現段階で手
被災資料の受け入れ

を付けることができず、被災の状態 山形ネットとの共同作業により、 4

も全く明らかになっていません。まずは、 月25日に宮城県立農業高校から被

『救えるものから救う』考え方で文 災図書資料約1側点を搬入しました。

化遺産レスキューが実施されていま 同高校は、宮城県内で最も歴史の

す。 ある学校の一つであるため、江戸時

代や明治時代の書籍も多数被災し

発生から
ていました。その後、陸前高田市の

受け入れの準備まで
自然史系博物館から約4000点の図

震災直後、相当量の文化遺産が 書資料や研究資料を搬入しています。

被災していることを想定し、センター また、 5月には文化庁の要請により、

スタッフ間で活動が共有できるよう 美術作品の現地応急処置のため

検討しました。そして文化庁や学会 専門のスタッフを派遣し、その後作

品を受け入れてしぜす。 厚みの和書であれば、3~4日で乾

図書資料を中心とした
燥処理が終了しています (写真2) 。

乾燥が終了した資料はクリーニン

応急処置作業の実際
クを実施しています。今回の応急処

今回実施している、図書資料の 置の範囲でできる作業は物理的な

応急処置作業の工程は大きく分けて、 ドライクリーニングで、刷毛、筆、竹べ

乾燥、クリーニングです。まず、搬入 ら等を使用して一冊ずつ付着した

した際に、状態により資料を仕分け 泥を除去しています。また、付着した

ました (写真1) 。すでに乾燥が進ん ページ同士をはがして展開できるよ

でいる資料については、直ちに扇風 うにする(空気に触れさせる目的も

機で送風を続け、乾燥させました。 あります)作業も同時に実施してい

一方、搬入時点でも多くの水分を ます。このクリーニング作業が最も時

含み、乾燥作業中にカピの発生や 聞を要し、現在は学生、山形ネットの

腐敗が進行する恐れのある資料に 方々が週に2回、夕方から集まって

ついては、冷凍保存をしました。これ 実施しています。また、クリーニング

らの資料は順番に真空凍結乾燥処 作業は本学だけでなく山形大学、米

理を実施しています。真空凍結乾 沢短期大学、東北公益文化大学と

燥法は低温で、圧力を下げると氷か いった山形県内の大学に協力して

ら水蒸気へと昇華する水の物性を いただいています (写真3) 。

利用する方法で、液体の状態を経

ないためカピの進行や腐敗を妨げ
問題点と今後について

て乾燥させることが可能です。試料 ある種類の紙を表紙として使用さ

によって差はありますが1cm程度の れている本の表紙同士が完全に固

着してしまい、分けることができない

現象が生じています。このような場

合は、無理に剥がそうとせず、そのま

まの状態で作業を終了させています。

また、明治から昭和初期の古い地

方新聞の資料については、元来保

存に適していない新聞用紙であり、

さらに酸性紙が使用されている可

能性も高いため、上記と同様の方法

で作業が可能であるかはわかりませ

ん。現在、実験をしながら、方法を検

討してUぜす。

お預かりしている資料の数が膨

大であるため、この作業自体、数年

かかることが予測されます。息の長

い活動を可能にするため、無理せず、

確実に進めることが重要です。被災

地によっては、未だに文化遺産の被

災状況を把握できない場所もありま

すし、現地の簡易倉庫での一時保

管しかできていない資料も膨大にあ

り、更なる受け入れも検討しておか

なければなりません。資料を返却で

東北芸術工科大学/概要
・ 所在地/山形市上桜田3-4-5

・ T E L /023-627-2000C代)
• U R L /http://www.tuad.ac.jp/ 

きる状態になるまでに被災地が復興

するには数年を要するでしょう。その

問、コンタクトをつづけつつ、専門を

生かした復興活動として、被災地の

ために微力ながら今後も作業を進

めていきたしEと考えております。

最後に、甚大な被害を受けた震

災ではありましたが、整備された収

蔵庫内の被害は少なく、耐震の工

夫がされた美術作品も無事で、あっ

たものが多かったと報告されてしぜす。

低予算で可能な対策事例も紹介さ

れるようになっています。またいつ、ど

こで大きな災害が起こるかわかりま

せんので、少しずつでも文化遺産防

災の対策を施していくことが重要で

あると考えられます。
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[木本]新図書館が開館しました。

開館に至るまでの経緯についてお

話を伺し、ます。

[佐JIIJ はじめに平成6年に]R白河

駅前用地を取得後、市有地の利活

用について検討され、平成17年に

駅前用地利用の基本計画及び、図

書館の基本構想・計画が策定され

ました。中心市街地活性化法の指

定を受け、街づくり及び人づくりの

拠点として、複合文化施設として計

画が進みました。白河市は旧白河市、

西白河郡表郷村、大信村、東村の

合併により、新市制が発足され人口

6万人の都市になりました。図書館

としては4館が統合することになり、

中央館として機能が盛り込まれ、また、

震災を乗り越え新図書館の開館

白河市立図書館
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木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

産業支援センターや集会機能が付

加した複合施設になりました。

平成18年に設計者を公募型プロ

ポーザル競技により実施し、第一工

房(東京都)が選定されました。

覧席が10席しかなく、利用者がゆっ | 聞で読めるだけ借りられるようにしま

たりとしたスペースで閲覧ができま

せんでした。新館では大幅に増や

し250席です。

3つ目に雑誌の充実です。これま

で'30誌程度でしたが、 161誌に増や

しました。産業支援センターも隣接

した。

また、これまで業務は手作業でし

たが、 ICタグや自動貸出機、ウェフや

予約などの最新のシステムを導入

しました。サービスに関して、しっか

りとした信頼性があがったので、はな

されていますのでビジネス関連雑誌 | いかと，思っています。分館からも検

を含め、様々な観点で選書しています。 | 索ができ、貸出も迅速に行えます。

4つ目は、設計者との対話です。

設計者は建築・設備のプロですが、

私どもは運営面での意見を出して

これまでにないサービスの向上が、

利用者の方々より高い評価をいた

だいております。

反映していきました。運営としては

[木本]図書館計画においてのポイ | 基本的には利用者が借りやすく、ス

ントはどこでしたか。 I タッフが返しやすくでき、図書を書架

[佐川・田中]ポイントの lつ目が蔵 | の中でアピールできるようにしたいと

書数です。旧館では施設の老朽化 | 強い思いを持っていました。書架ゃ

をはじめ、収蔵スペースの狭陸化が | 家具類のデザインの重要性もその

課題になっていました。旧施設では | 時気づいた点でした。

11万冊でしたが、人口規模が同じ

公共図書館や近隣の図書館を参

考に、 25万冊の倍の蔵書数を設け

ました。

2つ目に閲覧席です。旧館では閲

[木本]開館してからの効果はいか

がでしょうか。

[佐川]図書館には多くの方々に来

館いただき、概ね良い評判をいただ

きます。登録状況として、市内をはじ

め県南一円、近接する県外からの

利用者もいらっしゃいます。近隣の

[木本]運営面ではいかがでしょうか。 | お店の方からも「お客様が増え、賑

[田中]できるだけサービスの敷居 | わいが戻ってきた」との戸もいただき

を下げたいと思いました。貸出利用

では2週間で5冊まででしたが、3週

ました。当初の狙いであった地域活

性にも効果がでできていると確信し

白河市立図書館/概要
. 所在地/福島県白河市道場小路96-5

・ T E L /0248-23-3250 
・ 開館時間/平日(火~金)10時00分~20時00分、土・日・祝日 9時30分~18時00分

・ 休館日/月曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)館内整理日毎月第一水曜日

(但し当該水曜日が祝日に当たる場合は翌日)
年末年始、特別整理期間

• U R L /http://www.city.shirakawa目fukushima目JP

ているところです。 い状況でしたので、メーカーとの調 家具の地震対策は重要です。「免 携も図り、アピールをしていきたいと

[木本]東日本大震災にて被災し、 整に約1ヶ月程度かかりました。電話・ 震書架」が注目されるのではないで 思います。

開館が延期になりました。当時の被 交通網・かノリン不足等が要因でした。 しようか。

災状況をお聞きします。 メーカーの安全点検後、当初 他にも連絡網については、携帯 [木本]本日は貴重なお時間をいた

[田中]白河市は震度6強を受けま 4/30のオープンが、 9月開館として 電話を使えてないので、ハンディ無 だきまして、ありがとうございました。

した。建物には大きな損傷はありま 最終的な開館準備に取り掛かりま 線の常備は必要だと思It)ます。

せんでしたが、被害としてはガラス した。その後、放射能の影響が明る また震度4から「書架から離れて

が割れたり、内装がずれたり、書架 みになり、子供たちは夏休み期間中、 ください」との館内アナウンスを徹底

の固定ボルトが緩んだ箇所もありま プールも外でも遊ぶ場所がなくなり するようにしています。

した。また開館準備の終盤でしたの ました。そこで開館を早め7/24にオ

で配架された多くの図書が落下し 一プンすることになりました。 [木本]最後に展望について伺いま

ました。 す。

次に建設関係の業者との連絡 [木本]今回の震災での教訓はな [田中]できるだけ多くの方々に来

が取れませんでした。書架の固定も んでしょうか。 てもらい、利用していただきたいと思

不安定な状態でしたが、メーカーの [佐JIIJ もし開館中に地震が発生し います。現在、人口の10%程度の

安全点検の要請にも連絡が取れな た時のことを考えると、書架や造作 登録状況です。今後は学校との連
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[木本]高崎市立中央図書館が開

館しました。開館までの経緯について、

お話を伺います。

[大島]はじめに経緯について2点

ほどお話しします。まず1つ日が施

設の老朽化です。中央館ではこれ

まで旧高崎女子高等学校校舎を

利用して来たため、施設の老朽化

対策が急務でした。また、近年では

利用者数や蔵書数の増加とともに

建物全体が手狭となっていました。

このような状況により図書館建設

計画へ着手することになるのですが、

高崎市が平成23年4月の中核市へ

の移行に伴い、保健センターとの複

合施設として、新中央図書館の建

設が進み、平成23年4月に開館いた

しました。

滞在型図書館を目指し、
新中央図書館の開館

高崎市立中央図書館

話し手

大島 勇人(高崎市立中央図書館庶務係長)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

[木本]新図書館の特長について、

お話を伺います。

[大島]新図書館では、図書資料に

ICタグを貼付し、自動貸出機や予

約棚、自動仕分機などの導入により、

利便性の向上に取り組んでいますD

この背景には、利用者プライバシ

ーへの配慮や作業のスピードアップ

が目的でしたが、これらは日頃の窓

口業務の中で、その必要性を感じ

ていたものです。

また、公共の図書館で視聴覚資

料を45千点所蔵していることが言

えると思います。 6Fには視聴覚の

専用エリアを設け、視聴ブースを充

実しており、多くの市民に大変好評

をいただいているところです。

[木本]開館してからの利用者の反

応はいかがでしょうか。

[大島]統計的には9月時点の利用

者数は平日約2300人、土日約3300

人の方が来館され、旧館に比べ通

常の約1.5倍に増加しています。

利用者の声をお聞きすると、非常

に高い評価をいただいております。

広く落ち着いた空間の中で、ゆったり

とくつろげる滞在型図書館として、

満足いく多くのご意見をいただいて

います。今回、図書館における空間

づくりについては、書架閑スペース

を大きくとり、ゆったり感を演出しまし

た。また家具もソフトで高級感のあ

るデザインに配慮し、細かな部分に

までこだわりました。建物は免震構

造で、書架は耐震設計です。メーカ

ーの社内実験場にて耐震検証を

確認しました。 3.1 1の東日本大震災

時は、高崎市は震度5強です。感覚

的にはもの凄く揺れを感じましたが、

配架していた図書は1つも落ちませ

んでした。多くの市民が利用する図

書館は、免震・耐震の地震対策は

必須です。今回は早速効果が表れ、

大変安心しています。

[木本]最後に、展望についてお話

を伺います。

[大島]これまでの図書館は、大ま

かに図書の貸出をはじめ、利用者

サービスが一般的でしたが、図書

館機能だけでいいのかと考えてい

ます。例えば、本施設は中心市街

地や駅前に立地していること、図書

館は公共的な集客力のある施設で

あること、そういった賑わいを創出す

る拠点として、周辺地域への活性

化にも影響を与えます。地域と連携

高崎市立中央図書館/概要
・ 所在地/高崎市高松町5-28

• T E L/027-322-7919 

・ 開館時間/火曜日~金曜日は、 10時00分~20時00分
土曜日、日曜日、月曜日、祝日は、 10時00分~17時00分

・ 休館日/館内整理日(月 1 回)特別整理期間(春・秋2回)

年末年始 (12月28日~翌年1 月4日)

• U R L /http://Iib.city目takasaki 目gunma.jp/

し、人の流れを作る。人が集う拠点

として、街づくりに貢献できるように

取り組み続けたいと考えてしぜす。

ますます複雑・多様化するニーズ

に対応するため、創意工夫を大切

にしていきたし叱考えています。

[木本]本日は貴重なお時間をいた

だきまして、ありがとうございました。

、、
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[木本]くまもと森都心プラザがオー

プンしました。再開発事業の視点か

ら経緯と位置づけについてお話を

伺います。

[倉永]はじめに、くまもと森都心プ

ラザの概要を申しあげますと、地下1

情報センター等の複合施設を整備

することになりました。

再開発事業の民間事業者は、公

募による事業提案競抜によって、森

ビル都市企画捕を代表構成員とす

るAbilityllグループに決定しました。

くまもと森都心プラザプラザ図書館/概要

- 所在地/熊本市春日 1 丁目 14番1 寺

・ T E L /096-355-7401 (代表)
・ 開館時間/月曜日~土曜日は、 9時30分~20時00分

日曜、祝日は、 9時30分~18時00分

・ 休館日/毎月第3水曜(祝日を除く)、年末年始、特別整理日 (7日以内)

・ U R L /http://stsplaza.jp/ 

定しましたが、議会の理解を得られ

ず平成19年3月に「情報交流施設

基本計画」を新たに策定し、新しい

図書館運営(設備・サービスも含む)

の具体策を検討しました。当時、全

国の先進館では IIT・システム化J I指

書館を視察し、運営状況に感銘を 民間事業者の提案はすばらしい内 定期ミーティングのなかで情報共有・ は多くの方々に喜んで利用いただ

受け、指定管理者の導入に正式な 容ばかりです。しかしながら、実際 課題解決に取り組んでいきたいと ければと思".ます。

ゴーサインを打ち出しました。応札 のサービス・運営に当たり、公の立場、 思います。 周辺地区の住民をはじめ、駅前

の結果、 6社の共同企業体が指定 民の立場にギャップがありました。 周辺の専門学校や予備校、JRを利

管理者として運営します。 熊本市では複合施設の指定管理 [木本]最後に、今後の期待・展望 用する学生やビジネスマン、熊本を

指定管理者の運営仕様書作り 者制度を導入したのは今回が初め について伺います。 訪れた方々の情報交流の起点とな

や応札、契約や打ち合わせの各プ てです。前例もなく、そのギャップを [倉永]平成23年10月に図書館、ホ り賑わいを創造し、熊本の地域力が

ロセスには、多くの課題にぶつかり 埋めていくのに、協議の積み重ねで ール、観光・郷土情報センターが開 体現できる場として期待しています。

ました。 解決していきました。 館し、平成24年春には民間テナント、 是非、熊本にお越しの際、くまもと森

今回の施設運営には市の駐在 35階建て高層マンションなどの再開 都心プラザへお立ち寄りください。

[木本]課題とはなんだったのでしょ 職員はゼロですが、指定管理者の 発地区全体がグランドオープンします。

うか。 チェック・モニタリングは定期的に実 正直指定管理問入に関して I ~木本]本日は貴重なお時蜘

[倉永]指定管理者の応募頂いた 施していきます。基本的には月lの 期待と不安はありますが、最終的に ただきまして、ありがとうございました。

階・地上6階建ての再開発ビルです。 | 施設の内装工事は、地元の建設業 | 定管理者J Iビジネス支援」等の運

約34万冊の収蔵能力を持ち、全国 | 者が請負っています。 I 営が進展し、それらの施設・運営を

初のビジネス支援センター併設の図 I I 視察することで、見識や知識を高め

書館や約500席のホール、駅前の I [木本]くまもと新都心プラザに新図 | ていき、具体的な計画立案の参考

玄関口としての観光・郷土情報セン

ターを配置してしぜす。

再開発事業については、平成16

年に組合施行から市施行に転換し、

駅周辺の整備については平成17

年に熊本県と熊本市が熊本駅周

辺都市整備計画を策定しました。

賑わい創造の再開発拠点づくり

くまもと森都心プラザ、

長室室
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木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

写真は、くまもと森都心プラザ提供

熊本駅東口の正面に位置する東A

地区では、市が事業主体となって

民間の活力を活かした市街地再開

発事業を進めることになります。

平成23年春の九州新幹線の全

線開業、政令指定都市の指定を見

据えて、平成 19年3月に情報交流

施設基本計画を策定し、くまもと森

都心プラザの概要地雷まとまります。「人、

情報、文化が交流し、豊かさと活力

を生み出す情報交流拠点J を基本

コンセプトとし、訪れる人の好奇心を

くすぐる「知の拠点」を目指すことを

打ち出しました。この「知」をキーワ

ードに図書館とホール、観光・郷土

書館が開館しました。

[倉永]熊本市立図書館に言及す

ると、分館・公民館図書室を含める

と18箇所のネットワークを有します。

開館して約30年経ち、これまで市民

の皆様から新たな図書館整備につ

いての要望を受け、市議会にて議

論いただいていましたが、具体的な

計画には足踏みしていました。

平成18年3月に I (仮称)熊本市

図書・情報センター基本計画」を策

になりました。

[木本]今回の施設運営は、指定

管理者を導入されました。

[倉永]図書館の運営においては、

直営・業務委託・指定管理者の運

営手法について、市議会をはじめ

準備室においても多くの議論の時

間を費やしました。コストパフォーマ

ンスの比較を行いながら、最終的に

は熊本市長が東京・千代田区立図
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地震への備えと意識

[木本]本日は東北大学様にお伺

いしました。法政実務図書室のご

紹介をお願いします。

[渡辺]法政実務図書室は学部や

付属研究所にある部局図書室とし

て位置づけられています。新司法

試験のための法科大学院と公務員

等をめざす公共政策大学院専用

の図書室であり、 2004年に新設さ

れました。両大学院への授業支援

が主な業務になります。具体的には、

授業で使用する教科書や参考書

の整備と運用、学生からの問い合

わせへの対応などを行っています。

東北大学大学院法学研究科
法政実務図書室

話し手

渡辺順子
(東北大学大学院法学研究科法政実務図書室)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

[木本]専門図書室として、工夫は

ありますでしょうか。

[渡辺]法律の改正に伴い改版が

頻繁なので常に新刊情報をチェッ

クしています。また、授業担当の先

生方からは随時、指示が受けられ

るように連絡を密にしています。加

えて、学生からの希望図書にも配慮

しています。 1学年110名ほどの学

生がおり、授業期間中は、利用者へ

の迅速な対応を，心がけて'"ます。

[木本]きて、 3月 11日の東日本大震

災時の状況について伺います。

[渡辺]当日午後2時46分、開館中

に地震が発生しました。建物が免

震構造のため、ゆらゆらと大きく、長

く揺れました。室内に学生と職員合

わせて10名がいました。まずは安全

に避難させることが一番に頭に浮

かびました。ドアを開け避難通路を

確保し、揺れが収まった時に速やか

に外に全員避難しました。後に震

度7だったと分かり、体感した揺れ

が震度5くらいた、ったので改めて驚

きました。

本学の図書館・図書室のほとん

どは、大量の図書資料が落下し、大

きな余震もあって、完全復旧までに

はさまざまな困難がありました。法政

実務図書室では被害が軽微であり、

新司法試験直前のため、学習環境

を提供する必要があり、震災から4

日後の3月 15日から利用を再開しま

した。

被害が少なかった理由として、固

定書架においては、落下防止装置(震

度5程度の揺れで、書架上部3段が

奥へ傾斜するために図書が落下し

にくくなる)が作動したため、図書の

落下はほとんどありませんでした。

集密書架においては免震装置が

作動し、図書の落下はありませんで

した。また、ゴム付きのブックエンドの

使用など、地震に備えた設備が極

めて有効に働きました。

[木本]地震への備えが安全を確

保されたようです。

[渡辺]私は宮城県沖地震を経験

したため、普段から地震への意識

を高く持っておりました。

特に職場である図書窒は、大学

院教育にとって非常に重要な場です。

地震によって重い図書資料が落下

すれば、利用者は大きな危険に直

面します。書架が破損すれば、修

理や再配架などで復旧に時聞がか

かり、学習環境が損なわれます。学

生は将来の夢に向かつて勉強して

いるので、当然のことだと思います。

[木本]学内の図書館(窒)の地震 [木本]最後に、地震についての教

の情報共有は'"かがでしょうか。 訓を伺います。

[渡辺]附属図書館(本館)がコント [渡辺]まず1つ目には、利用者の安

ロールタワーになり、被害状況をー 全、状況確認です。現在、何人利

元的に集約しました。学内各図書 用しているのか、どこにいるのかを

館(窒)の開館情報は、インターネット 把握する必要があります。本図書

上で行い、被害状況や復旧状況の 室は規模が小さいので、目視確認

写真等も共有されました。 できますが、規模が大きくなると、大

きな課題となるでしょう。入退室者の

東北大学大学院法学研究科法政実務図書室/概要
. 所在地/仙台市青葉区片平2-1-1

• T E L/022・217・4858

• U R L /http://www.law.tohoku.ac.jp/library/katahira.html 

確認を正確に行うことにより、在室 ました。最後に、時間外聞窒担当の

者数を迅速に把握でき、避難誘導・ アルバイトを含む職員全員が地震

安否確認を行うことができます。 2つ 時に適確に対応する必要があります。

目には、避難通路の確認です。非 地震対応マニュアルの整備だけで

常灯や出入り口、窓の開閉構造等 はなく、普段の業務の中で、非常時

を事前に把握する必要があります。 の対応について繰り返し指導する

3つ目には、図書資料の落下防止で ことが重要だと思います。

す。書棚からはみ出す大型本もあり、 [木本]本日は貴重な時聞をいただ

地震後、滑り止めシートを貼ってみ きまして、ありがとうございました。
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新図書館計画から
開館まで
東京工業大学では、図書館機能の

高度化を目的として、平成20年7月に

図書館の新築が正式に決定した。調

査結果で旧図書館の耐震性能が十

分に確保できないとの理由もあった。

平成21年8月に着工、平成23年2月末

に竣工した。

そして平成23年7月4日正午に全面

開館を迎えた。これに先立ち10時から

オープニングセレモニーも執り行われた。

5月 16日から旧図書館を閉館しての移

転期間中には、試験を控えた学生の

学習を支援するため、新図書館の学

習棟 (2階と3階)のみ先行して学生に

開放していた。なお、3月の東日本大震

災で、老朽化した旧図書館で図書が

東京工業大学の新図書館

東京工業大学附属図書館

寄稿

小川 聡(東京工業大学附属図書館課長)

大量に落下したことや、安全確保と省

電力対策を重視して、当初予定の9月

26日から開館を早めた経緯がある。

設計は、本学大学院理工学研究科

建築学専攻の安田教授によるもので、

3本のV字柱が地面から宙に浮き上が

った印象の建築構造など、斬新かっ

機能的でキャンパスの雰囲気に調和

した地上3階、地下2階の建物として

仕上がっているO

新図書館の
将来構想について

新図書館が達成すべき将来構想と

して2項目を最重点に掲げている。

①先導的電子図書館の構築

②便利で快適な学習・調査空間とレフ

ァレンス機能の充実

上記の実現、とりわけ②のための

3項目として、

1.学習図書館機能(快適な学習・調

査空間の提供、情報ナピゲータであ

る図書館員による学習支援)

2.保存図書館機能(学術資料の保存・

検索の実現と電動集密書架による

収容力アップ)

3. リフレッシュ機能(気分転換の場、意

見交換やデイスカッションの場)の充

実を挙げ、人と情報が出会う図書

館を掲げている。

そして、建築計画に際して、この将

来構想や立地を考慮した以下の4つ

の設計上のコンセプトが盛り込まれた。

1.キャンパス内の動線の結節点となる

建築(プロムナードに沿う軸線と、正

門から線路に平行な軸線の交差点、

(2階)。⑤グルーフ噺究室の配置 (3階)。

園地下 1 階(図書館工リア)

学習棟のピロティの下が地下図書

館へのメインエントランスとなり、入口は

地下1階となっている。

①入口そば壁面の返却口。②東京工

業大学基金の寄附者名が刻印され

た銘板。③コンパクトで収容力のある

新聞コーナー。④カウンター、地下図

書館エリア、中央閲覧スペースを広角

に見通せるエントランスロビー。⑤図書・

閲覧スペースへのアクセスが容易な

受付カウンター、蔵書検索端末など。

⑥トップライトの下に設置された印象

的な三角形のテーブル。⑦一般図書

や参考図書を見通せる、開放的な4段

の低書架。

園地下2階(図書館工リア)

への配置) I ①天井の高い開放的な図書・閲覧ス

2. 地下図書館エリア(気温や湿度変 | ペースO 大量の製本雑誌、会議録等の

化が少なく図書資料の保存に優れ、 | 収蔵力を確保した8段の開架高書架。

静寂で落ち着いた閲覧スペース)と、 | ②和・洋の新着雑誌計約2，000誌を配

ガラスでできた地上の学習エリア(透

明感溢れるガラス作りで、軽快で開

放的な学習スペース)とのコントラス

ト

3. 緑の正に覆われた地下図書館(ソ

メイヨシノや大岡山周辺の植生を豊

富に取り入れた「緑の丘J)

4. 自然光や自然通風を考慮した空間の

創出(ワンルーム構成で快適なリビン

グ空間)

図書館各階の特徴と
機能について

各フロアは主に、以下に挙げた特徴

や機能を有する。

圃2階・3階(学習エリア)

①窓に面して配した大きな机とキャン

パスの景色を堪能できる透明感のあ

る学習スベ}ス。②ガラス面のパター

ンが直射日光を和らげる省エネ効果。

③最大30kWの出力が可能な側面及

び屋上面の太陽光発電パネル。④教

育用電子計算機システム端末の設置

架した、見通しのよい、開放的な4段の

低書架。③高い収容効率と安全を考

慮した電動集密書架。④教員用及び、

栄誉教授・名誉教授を対象に設置し

たブース。⑤全面ガラスのリフレッシュ

ルーム(気分転換・くつろぎの場。会話

やデイスカッションの可能な場)。⑥講習

会等を開催できるレクチャースペース(使

用時には防音カーテンで仕切り、未使

用時は一般閲覧席として提供)。

園地上 1 階

①外部とロピースペース及ぴ地上2階

と地下1階との重要なアクセスポイント。

②事務室への接続地点。

その他の建物の特徴
及び利用概要について

圃建物の特徴

建築面積が1 ，933.63ni、延床面積

が色587.部ni、敷地面積が137，060.64ni。

設計期間は、平成20年7月~平成21

年3月。工事期間は、平成21年4月~

本年2月。車椅子対応の乗用エレベ

ーター(15人乗り、45m/分) (学習スベ

ース)設置。

国利用概要

蔵書数は約65万冊(収容総棚数:

28，0∞棚)。座席数は721席 (2階・3階:

195席、地下図書館:526席)。貸出冊

数と期間は、学部生が5冊2週間、大

学院生と教職員が10冊4週間。開館

時間は、授業期が8:45~21:00 (土日

祝日 11:00-17:00)、試験期が8:45-

23:00 (土日祝日 9:00-20:00)、休業期

が8:45~17:00 (土11:00~17:00，日祝

休館)、となっている。

園施設・設備

①電動集密書庫

導入にあたっては、電動書庫内の

資料も全て開架とし、利用者が直接入

って利用することを想定したため、特

に安全性への配慮を重視した。人感

センサ、免震装置、非常停止ボタン等、

多重の備えで安全性を高めている。ま

東京工業大学附属図書館/概要

- 所在地/東京都目黒区大岡山2・ 12・ 1 ・L・ 1

・ T E L /03-5734-3221 
・ 開館時間 /8時45分~21 時00分

・ 休館日/図書館カレンダーを確認ください

・ U R L /http://www.libra.titech.ac.jp/ 

た、検索システムを有し、検索結果から (学習スペースと地下1、 2階)

利用者に配架場所を案内することが
最後に

可能である。

②省エネルギーへの配慮 新図書館機能が、教職員の研究や

学習棟の屋上には太陽光発電パ 学生の学習支援に貢献し、「学びJ I知

ネルが敷き詰められている。また、その の集積」そして「大学の顔」の役割を

壁画に1m間隔に取り付けられた日よ 十分に果たせるよう、図書館職員一

けルーパーとともに、その南面に太陽 同が、施設・設備やサービスの向上に

光発電パネルが組み込まれた。ルーバ 努めている。新しい取り組みとして、平

ーは将来、より発電効率のよいパネル 成22年度から「図書館サボーターJ と

が開発された際に容易に交換できるよ いう活動を開始している。目的は以下

う、特別に設計されたアルミ押し型材を の3項目である。

用いた。これらのパネルによる最大発 1.学生を雇用し、図書館業務に学生

電量は30kWで、学習棟の消費電力 の意見や発想を取り入れることで

の一部をまかない、 1階ロピーには、発 サービスの充実を図る。

電量を表示するパネルが設置されて 2. 学生が大学(図書館)についての

いるO また、学習棟屋上に降った雨水 理解を深める一助となる。

を集めて、丘の植栽への自動潅水やト 3. 図書館サボーター聞で情報交換等

イレの洗浄水の一部として活用してい の交流の場を持つことにより学生

る。 生活における豊かな交友関係の形

③東工大キャンパス無線LANの提供 成に資する。

幸いにも多数の学生から応募があり、

職員の意識向上・業務マニュアルの

見直し等にも効果を上げている。今

後は、学生サポーターによる学生相互

の学習支援等も検討していきたいと

考えている。

近年、理工系大学においては特に、

学術資料の電子化が進み、資料の収

集・提供はインターネットを通して行わ

れる傾向にある。そのような時代であ

るからこそ、「場」としての図書館の意

義が問われ、その存在感を示す必要

があるだろう。キャンパス内の恵まれた

立地を生かし、学生・教員が自ら集うよ

うな魅力ある図書館作りを目指し、将

来構想で掲げた「人と情報が出会う

図書館」を実現していきたいと考えて

いる。
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[木本]金沢大学自然科学系図書 | 約20万冊を自動化書庫に格納して

館では2005年4月の開館以来、自動 | います。書庫の収蔵可能冊数は約

化書庫を運用されていらっしゃいます。 I 47万冊なので、約半分が格納され

本日は導入から7年経った自動化書 | ていることになります。

際の資料には識別のために、天の

小口部分に「自動化書庫」と押印

しています。自動化書庫へ格納す

る資料のデータ登録は図書館シス

テム上で行い、その登録データを自

動化書庫の書庫管理システムの蔵

庫の運用状況などについてお話を | 次に利用状況ですが、年間入館

伺いますが、まずは自然科学系図 | 者数は約 12万人です。金沢大学

書館の位置づけについてお聞きし

ます。

[橋]金沢大学附属図書館は中央

図書館、自然科学系図書館、医学

系分館の3つの図書館と保健学類

図書室で構成されています。中央

図書館では主に人文・社会科学系

および一般教養関連の資料を所蔵

しています。自然科学系図書館で

は理学部、工学部、薬学部を対象と

附属図書館では一般市民の方も | 書マスタへ転送すると、登録作業は

利用者登録をしていただくと図書 | 完了します。前日にデータ登録作業

の貸出などの利用が可能になります。 | を行った新規格納予定の資料につ

当館では年間約1600人のご利用 | いては翌朝以降に入庫作業を行い

があります。年間貸出冊数は約3万 | ます。こういった作業がルーテイン化

冊ですが、当館では雑誌の貸出は | できています。

行っておりません。また自動化書庫 | 格納の際は、完全フリーロケーシ

では、 1ヶ月に約1000冊程度の取出

し要求があります。

雑誌については、発行後1年経っ

た物は製本し、 10年分を閲覧室に

自動化書庫の運用7年目

配架します。その後、自動化書庫へ

格納します。

ョン方式を採用していますので、資

料の種類やサイズを気にせずに格

納できます。出納ステーションではコ

ンテナ回転機能もあり、効率よく作

業できています。また、資料を格納

する際、バーコードの読み込みと同

時に1冊ずつの厚みも計測している

[木本]自動化書庫の運用につい | のでコンテナの収納状況を効率よく
金沢大学自然科学系図書館 てお話を伺います。

話し手

橋美穂
(金沢大学自然科学系図書館係長)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

[橋]利用者のほとんどが図書館蔵

書検索OPACを使い目的の資料を

した理工系専門課程関連の資料 | 検索しています。資料が自動化書
を所蔵しています。それぞれの図書 | 庫に格納されている場合は、

館の蔵書の特徴から各図書館では I OPAC画面にその旨が表示されます。

利用者層がはっきりと分かれています。 | 自動化書庫への取出し要求は、館

[木本]運営状況について伺います。 | 内にある専用端末3台から行うこと

[橋]当館の職員は5名で、平日夜 | ができます。また、資料の受け渡し

聞や土曜日は学生アルバイト2名ず

つで運営しています。主な業務は、

閲覧やレファレンスなどの利用者対

応です。選書については教員で構

成される選書委員会で決定してい

ます。当館では閲覧席 (583席)、利

用者用PC(約80台)グループ学習

室やAVホールなどが整備されてお

り、サービスポイントとなっています。

当館は研究室も含めると約35万

冊の資料を所蔵しており、そのうち

はサービスカウンターで行ってUぜす。

現在、自動化書庫に格納されて

いる図書は、主に発行から時間を

経たものやあまり利用頻度が高くな

いものなどです。また同じ図書が複

数ある場合は、 1冊を閲覧書架へ配

架し、それ以外を自動化書庫に格

納する場合もあります。

自動化書庫に格納する資料は、

事前に図書館システムにデータ登

録されたものに限定しています。実

把握できていると思います。

[木本]数点教えていただきたいこ

とがあります。①自動化書庫の資料

取出し要求端末が3台に限定され

ている点と②書庫内の環境につい

て伺います。

[橋]操作端末を限定しているのは、

自動化書庫の格納資料はサービス

カウンターでの受け渡しになります

ので、館外から出庫指示が行われ

た場合、サービスカウンターへ来て

いただくまでに時聞が経過し、誰が

出庫を指示したのか分からなくなり

ます。したがって、サービスカウンタ

ー近辺の端末に取出し操作を限定

しています。

また書庫内環境については温湿

度計測器が設置してあり、空調は

温湿度変化に応じて自動運転の設

定がされています。

金沢大学自然科学系図書館/概要
. 所在地/金沢市角間町

• T E L /076-264-6554 

・ 開館時間/平日8時45分~22時00分

土曜10時00分~17時00分

・ 休館日/日曜・祝日

• U R L /http://www.lib目kanazawa-u.ac.jp

[木本]自動化書庫の運用における | 模索しています。現在はあまり利用

課題についてお聞きします。 I 頻度が高くないと思われる資料など

[橋]現在、特に課題はありませんが、 | を格納していますが、自動化書庫で

強いて言えば、資料はコンテナに格 | は格納資料の利用頻度を統計的

納されるので、背表紙ラベルや背文 | に把握することができます。格納資

字などがコンテナの縁部分に隠れ | 料の再検討も含めて活性化させ、さ

てしまいます。現状では、タイトルで

判別しているか、 1冊ずつ持ち上げ

てラベルを確認したりしています。

次に、自動化書庫の導入は大型

の設備・システムの導入を伴います。

図書館システムとの連携も行Uミます

ので、初期導入時期には多少のエ

ラーやトラブル発生は否めませんで

した。しかし，現在は大きなトラブルも

なく概ね順調に運用しています。

[木本]最後に展望についてお聞き

します。

[橋]図書館の蔵書は増え続けま

すので、さらに自動化書庫の活用を

らに利用者サービスの向上につな

がればと考えています。

一方で、当館は自動化書庫を導

入している図書館として、本学の見

学者の案内コースの中に組み込まれ、

広告塔としての役割も担っています。

特に高校生や高校のPTA関係者、

海外からの来館者の方々には、見

学用の窓から見えるクレーンの動作

や出納ステーションにおけるコンテ

ナの回転動作などが大変好評です。

大学の絶好のPRの場にもなっており、

今後も金沢大学のシンボリックな存

在となることを期待しています。

[木本]本日は貴重なお時聞をいた

だきまして、ありがとうございました。
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[木本]はじめに、広島大学文書館

の位置づけについてお話を伺います。

[小池]広島大学文書館(以下、文

書館)は、広島大学50年史編纂に

て収集された様々な資料を整理・保

存し、法人文書(公文書)の管理を

念頭に、平成16年の国立大学法人

化と同時に設置されました。組織と

しては公文書室と大学史資料室の

二室体制で運営し、広島大学にゆ

かりの3つの特殊文庫も有しています。

文書館は、広島大学がその活動

の過程で作成した記録・文書のうち、

継続的価値を持つものを管理、保

存し利用に供するとともに、広島大

学に関係する史資料を収集・整理・

公開し、研究に資している学内共同

教育研究施設です。

文書を通じて過去・今・将来を司る

広島大学文書館

話し手

小池聖一
(広島大学文書館館長)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チーム チームリーダー)

平成23年 (2011) 年4月より公文

書管理法に基づく内閣総理大臣の

指定を受けて、国立公文書館同様

に公文書の保存・公開を行うことに

なりました。

[木本]広島大朝こおける公文書とは?

文書館の取組み・活動についても

詳しくお聞きしたいと思It'ます。

[小池]文書館における公文書とは、

大学が作成する法人文書(法人化

以前の行政文書も含む)であり、基

本的に組織的に使用する政策文書

です(組織共用文書)。

よく“歴史に学ぶ"と言いますが、

行政機関、独立法人における政策

立案の多くは、保存されている公文

書に基づく先例を基盤に行われて

います。このなかで、保存年限を過

ぎたものが、特定歴史公文書として

文書館で保存・公開されます。この

為には、まず、公文書を無暗に廃棄

されないようにする仕組みを作る必

要があります。文書館では大学の

財務・総務室総務グループと密接に

連携し、現用記録の段階から文書

管理に関与して、現用記録から特

定歴史公文書となるまでを統一的

に管理するシステムを構築してIt'ます。

現用記録にアクセスできることは、国

立公文書館を始め、他の国立大学

法人の政令指定機関とも異なる点

であり、広島大学だけの特徴です。

また、文書館では、文書管理者等

に対する研修を行うとともに、校友会

との連携や、公文書の利用促進を

図るために教養教育科目として「広

島大学の歴史」を開講、今では約

1000名の学生が受講する講義に成

長させるなどしてきました。大学院で

も文書管理企画演習を行い、年2回

の学内展示や公開講座等も行って

います。

東日本大震災では被災した古文

書や公文書の救出・修復が大きな

課題となりました。この度、文書館と

広島県立文書館との聞で「災害等

の発生に伴う史・資料保護に関する

相互協力協定書」を締結し、組織と

して対応する仕組みも作りました。

国立大学法人としてはもちろん、地

域としても、圏内初であり、先駆的な

事例になるものと期待してしぜす。

[木本]この度、公文書管理法でい

うところの「国立公文書館等」として、

政令指定機関に認定されましたが、

今後、行政や大学法人への参考情

報をご教示願It'ます。

[小池]内閣府の公文書管理委員

会によるガイドラインにそって整備し

てきたのですが、幾つかの課題も感

じています。その1つが、現用記録の

取り扱いです。私どもは文書館創設

時から現場での経験を通じて、公文

書管理の学内スキーム作り、現用記

録→非現用化→特定歴史公文書

といった流れを整備してきました。こ

の流れは、今ある歴史学のために

行うというより、今を未来に残し、未

来の歴史学に寄与することだと考え

ています。この点が公文書管理委

員会では閑却されているのでは、と

考え勺ハます。実際、文書館で世、1年・

3年・5年・ 10年・30年と保存期限が

設定されている現用記録が期限満

了の際、評価選別を行い、廃棄簿の

記録をチェックするとともに、作成担

当者と総務グループ、文書館の三者

で協議し、重要な記録・文書につい

ては、文書館へ移管し、特定歴史公

文書として保存しています。その際、

文書館長は、総括文書管理責任者

とともに、文書の最終的な廃棄権限

を有しています。

アメリカのアーキピスト・シュレンパ

ークは、現場を熟知し、実態に即し

た形での公文書管理を行It'ました。

私も“現場で、自らが考えて、行動を

起す"ことを強く意識しています。だ

からこそ、私たちは現場意識をもって、

限られた予算の中ではありますが、

「今」を将来に残し続けています。こ

れからの国立大学法人は、東大の

真似をして「牛後J としてのグローパ

ル化を追求するだけでなく、地域特

性に根差した・・・ローカルな力をもっ

て個性を発揮すべきだと考えていま

す。その根幹に位置し、同時に先例

等の蓄積により、業務効率をあげる

組織として文書館が必要であると

考えています。

政令機関認定に当っては、学内の

事務組織(業務組織)との連携による、

いいチームを作れたことがポイントで

あったと考えています。

[木本]最後に、今後の展望につい

てお話を伺It'ます。

[小池]公文書管理法はこれから5

年かけて、見直されます。単に、直

訳型の理想を強要するのではなく、

それを利用しつつも、日本固有の文

書文化に即し、現場の立場から、日

本型の文書管理・文書保存を作り

広島大学文書館/概要

- 所在地/東広島市鏡山1丁目 11

• T E L /082-424-6050 (代表)
・ 開館時間 /9時30分~16時30分

・ 休館日/土曜日・日曜日・年末年始

• U R L http://home.hiroshima-u.ac.jp/hua/ 

だしていく必要性があると考えてい

ます。公文書管理法の見直しは、公

文書館法・国立公文書館法の改正

とセットで、行うべきだと思っています。

文書館としては、公文書室による

特定歴史公文書の管理・保存を充

実させるとともに、大学史資料室・特

殊文庫を擁する学術的資料の充実

を通じて、大学の個性化に寄与して

いきたいと考えています。同時に、文

書館を外に聞かれた組織とし、大学

だけでなく、地域における教育研究

基盤としての整備も続けていきたい

と考えています。

[木本]本日は貴重なお時間をいた

だきまして、ありがとうございました。

(業務内容)

・法人文書の選別・整理

公文書室は、広島大学が作成した法人文書について、その重要度に基

づき評価・選別を行い、特定歴史公文書として保管・公開しています。

・大学関係資料の収集・整理

大学史資料室は、広島大学に関係する個人文書(学術的資料)や、広島大

学の沿革に関する記録、大学史にかかわる公刊行物等を収集・保存・公開

しています。

・利用者サービス

閲覧及びレファレンスサービスを行います。

・調査研究活動

特殊文庫「森戸辰男記念文庫J I平和学術文庫J I梶山季之文庫」を有し、

広島大学に関連する学術的資料を多角的に収集・保存し、一般閲覧及び

研究を推進しています。

・教育活動

自校史教育として広島大学において教養科目「広島大学の歴史」の講義

や大学院での文書管理企画演習等を開講しています。また、公開講座や

学内展示、各種研修を実施しています。
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[木本]本日は新図書館の経緯と

位置づけについてお話を伺います。

[林]聖徳大学は幼児教育を核に、

女性教育を行っている総合女性大

学で、附属幼稚園から大学院まで

の一貫した教育環境カ墾っています。

聖徳大学川並記念図書館は聖徳

学園創立75周年記念事業の一環

として新築されました。最新設備を

インのインテリアや家具は、居心地

の良さを追求しました。これらの選

定には、石井幹子デザイン事務所よ

り監修をいただき、学生からも好評

です。

館内にはこども図書館、聖徳博

物館、貴重書展示ラウンジ、カフェな

ど各種の諸室を複合し、これまでに

ない新しい図書館となっています。

聖徳大学川並記念図書館/概要
・ 所在地/千葉県松戸市岩瀬550

• T E L/047-365-1111 
・ 開館時間 /8時45分~21 時30分

・ 休館日/日曜日、祝日、創立記念日 (4月 27日)、聖徳祭関係の目、

年末年始 (12月 28日~翌年 1 月5日)

• U R L /http://www.seitoku.jp/lib/ 

図書の落下はほとんど見られませ

んでした。一方雑誌架や免震書架

ではない書架からの図書の落下が

あり、自動書庫システムが地震により

一時的に停止しました。

今回、図書の落下を最小限度に

抑えることができたので、翌日にはシ

ステムも含めて復旧し、利用者サー

ビスができるようになり、よかったと思

きましたが、多くの学生利用時の地 用やラーニングコモンズの充実により、 方新聞を取り寄せ配架しています。

震発生を想定した、避難誘導を的 図書館利用をさらに促進できるよう 地元への就職情報も配慮した新聞

確に行う必要があります。学生の安 努めていきたいと思います。 サービスは、学生からも高い評価を

全を確保するための避難経路の再 次に学生の参画です。現在約20 もらっています。こういった学生から

確認が重要だと感じています。 名の学生ボランティアがいて、選書 のニーズをくみ取り、さらに利用しゃ

や配架等の図書館業務をサポート

[木本]最後に、図書館サービスに してもらっています。選書した学生

おける展望をお聞きします。 が一口コメントを付けて展示配架す

[林]図書館としては、施設活用や る試みは、学生へのモチベーション

学習環境のハード面は整備できま の向上だけではなく、図書も多く手

したが、学生利用に向けたソフト面 に取られて貸し出されています。

の充実を図りたいと思います。具体 また聖徳大学は全国区から入学

的には、教職員と連携し、ICTの活 してきますので、学生の出身地の地

[木本]本日は貴重なお時間をいた

だき、誠にありがとうございました。

すい環境づくりに努めていきたいと

思います。

導入し、利用者の利便性や安全・ | 特に、こども図書館では幼稚園児を | います。

安心の環境づくりは、川並弘昭前 | はじめ、初等教育の学生や教員が、 I [木本]地震での教訓はなんでしょ

学長の図書館充実に対する長年 | 読み聞かせの教育実習を行える場 | うか。

の想いが実現されています。

現在、入館者数は 1 日当り約

2，000人で、以前に比べ2倍近くの

増加です。

利用者の利便性や、
安全・安心の図書館づくり

聖徳大学川並記念図書館

長
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として活用されています。また本だ I [林]免震書架の安全性は確認で

けでは学べない、実体験できる場と

して、「たいけんの部屋」と呼ばれる

部屋を設け、あそびを通じて学べる

ようになっています。

さらに、環境に優しい施設づくり

にも取り組んでいます。屋上緑化を

はじめ、トイレに雨水を再利用した中

水を使ったり、省エネのためのLED

照明の採用、C02削減のため館内

の冷暖房の熱源を都市ガスにしたり、

さらに外壁には太陽光発電を設置

するなど、環境に対して最大限配

慮しました。

[木本]図書館の特長について伺

います。

[林]当館では、非接触型ICカード

を用いた入退館ゲートや随所に防 I [木本]東日本大震災での影響は
犯カメラを配備しセキュリティ性を高

めました。また、地震対策として図

書の落下や利用者の身を守る免震

書架の採用、館内のOPAC検索機

から読みたい図書を要求すると自

動で出納する自動書庫等の最新

設備を導入し、利用者の安全や利

便性に最大限配慮された設計とし

ました。

館内はゆったりとした閲覧席や

個人学習席を大幅に増やしました。

ポップで女性の感性をくすぐるデザ

いかがでしたか。

[林] 3.11の当日は松戸市でも立っ

ていられないほど、大きな揺れを感

じました。学内では卒業式が行わ

れた後で、図書館利用者がほとん

と、、ない状況でしたので人災がなく

幸いしました。なお当日は館内にい

た多くの職員は、防災訓練通りに避

難できたので安心しました。

落ち着いた後に館内に入り、安

全確認を行いました。開架エリアに

導入した免震書架が効果を発揮し、
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正倉院の開封作業

テレピのニュースで、 10月の初め | は物理的損傷の有無や経年劣化 | い製作されているのか、あるいは銘

正倉院の宝庫にモーニングに身を | の進行状況の把握などである。正 | 文の有るものについては、何が書か

固めた行列が静々と入ってゆくシー | 倉院宝庫の空調運転時聞は通常 | れているのかなど、文化財としての

ンを見かけたことはないだろうか。そ | 期が1日3時間。暑い季節や開封期 | 宝物が内包する様々な情報に関して、

う正倉院西宝庫の御開封の儀式の | 聞などはこれを延長するが、それで | わずかな時間ではあるか、そこで会

ーコマである。正倉院ではこの日か | もせいぜい6時間運転である。土日 | 話が交わされる。文化財を守る上で

ら約2か月の問、ふだんは閉ざされ | や休日には空調運転はしない。庫内 | 最も大事なことは、対象となる文化

ている西宝庫 (1962年竣工)内で、

平日に一日4時間、保存課職員計14

名が一丸となって宝物に関する様々

な作業を進める。もっとも重要な作

業は宝物の点検であり、前年に宝

庫が閉まってから約10ヶ月の聞に、

何か宝物に異状が生じていないか

は、湿度については設定値が60% I 財に愛着を持つことであろう。そのよ

であるが、温度は外気の推移に沿 | うな意味でも、正倉院ではこのわず

わせているため、一年を通すと3t- I かな時間の積み重ねをとても大切に

30tの範囲で変化する。このため | している。

残念ながら庫内の温湿度環境は酷 I 11月の末に、西宝庫では御閉封

暑期には乾性徹の発生領域に入る。 | の儀が執り行われ、宝庫は再び閉ざ

したがって徹が万が一認められた

どうか、西宝庫にある全ての宝物に | 場合には、エチルアルコールによる

ついて確かめるのだ。 I 払拭等の処置を施すことになる。ま

1班は通常3-4人構成であるが、 | た防虫のための忌避剤は樟脳を用

特別大きな宝物に対しては6人ほど | いており、昇華して無くなったものに

-西宝庫における正倉院宝物の点検一

ついては、新しいものを補充する。

宝物の傍には点検カードが置かれ、

点検終了後は、その所見を記入し、

次年にその宝物を点検するであろう

誰かに情報を伝える。
宮内庁正倉院事務所

寄稿

成瀬正和
(宮内庁正倉院事務所保存課課長)

による構成となる。宝物によっては

一人で扱うことが可能なものも少な

くないが、複数で行うのは、異状の

発見および宝物の取り扱いに万全

を期すためである。

宝物のほとんどは容器に入って

いるが、扱いに問題のない宝物につ

いては取り出して、また染織品など

脆弱な宝物は蓋をはずした状態で、

それぞれ点検を行う。まず宝物をざ

っと見渡し、次には懐中電灯で照ら

しながら細部を丹念に見る。点検の

ポイントは新たな虫害や徽害あるい

宝物の点検は1点につき5分-20

分程度であり、ものによって所要時

間の差はある。点検の場は、実は教

育の場でもある。ふだんの上下関係

や所属部署に関係なく、ベテランの

職員が、経験の浅い若手職員に、個々

の宝物についての扱い方を具体的

に教える。丈夫そうな宝物でも1250

年の経年により、どこかが弱っている

ことが多い。また蓋ものなどでは、蓋

を聞けるのに相当なコツを要するも

のもある。

点検している宝物がどのような来

歴を持ち、どのような材料・技法を用

される。それまでに西宝庫にあるす

べての宝物の点検を終了し、また前

日には、保存課職員総出で、庫内の

環境を可能な限り清浄に保つため、

清掃を行う。普段は家で掃除をしな

いような職員も、この日は率先して掃

除用具を手に取り、作業に勤しむの

である。

なお西宝庫の秋の開封期間中、

このような宝物の点検は全体の作

業量の約半分程度である。他の時

聞は、奈良国立博物館に出陳され

る宝物の引き渡しと引き取りのため

の点検や、外部の調査員を交えて

の宝物特別調査あるいは模造品作

製事前調査、宝物の写真撮影、外

部依頼による調査や写真撮影の対

応などに当てている。

1959年までは、この点検作業は

実際に宝物が置かれていた正倉

院正倉で行なっていた。宝物は風

通しされ、また時として太陽光が庫

内に差し込むこともあり、「曝涼」と

呼ぶにふさわしい状況であった。現

在は、人海戦術を基本とする「曝涼」

時代の長所は引き継ぎつつ、空気

宮内庁正倉院事務所/概要
・ 所在地/奈良市雑司町129

• T E L /0742-26-2811 (大)
• U R L /http://shosoin.kunaicho.go.jp/ 

調和設備・空気浄化設備を有する 虫害、徹害などに関して様々な積極

宝庫で、以上述べたような点検を行 的対策を講じることが可能になりつ

なっている。 つあるが、宝物保存の現場での担

正倉院の保存課職員は、染織・ い手はいぜん保存課職員全員であ

工芸・文書・保存科学・修補・写真な ることに変わりはなしこのシステムが

ど各自専門を有するが、全員もっとも 維持できる限り、宝物は安全に次代

大切な仕事は宝物の保存に関する に引き渡すことが可能なのである。

ことと心得ている。正倉院にはじめ 筆者は、気が付けば30年近く正

て保存科学の専門職員が配属され 倉院宝物の保存にかかわる仕事を

たのは1973年のことであるが、このよ してきた。立派な設備や充分な予算

うな点検システムはそれ以前から作 があれば、それに越したことはないが、

り上げられていた。現在でこそ正倉 最後はやはり「人が守る文化財」、と

院の保存科学は3名となり、空気汚染、 いうのが実感である。
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九州国立博物館
ボランティア

九州国立博物館(以下、九博)

ボランティアは、九博の開館に先立

ち2005年5月に発足いたしました。

展示解説・教育普及・館内案内(日

IPMの基本・考え方をはじめにしっ

かりと学びます。ミュージアムIPMを

効果的に採り入れるため、収蔵庫

に使う木材を一本一本目視点検な

されたことや建設時の清浄度維持

のためのさまざまなご配慮等、初め

本語・韓国語・中国語・英語・手話)・ | は「本当にそこまでしたの?J と思え

資料整理・サポート・イベント・学生・ | たことも、繰り返し行われた研修の

環境の8部会12グループがあります。 | 中で、開館に至るまでの多くの方々

どの部会も、九博の「市民と共に、自 | のご尽力を実感してゆきました。九

然と共に」ある取り組みを市民の立

場で体感し、地域や家庭にひろげ

ていくことも活動の一つです。原則

として3年の任期制で、 2011年度よ

り第3期に引き継がれています。

市民ボランティアの活動の場

博のガラス壁面に映る森、空の色。

それは、そのまま九博を包む環境の証。

これを守ってこられた方々の暮らし・

思いをも共に次へと紡いでゆきたい、

守るべきものは、博物館の内のもの

だけではなく、博物館を包むこの環

境共である。九博が目指したその

思いに、どれだけの方々がご尽力な

されたかを教えていただくにつれ、

そこに市民ボランティアが参画でき

る喜びと責任を感じました。

九州国立博物館

寄稿
そのなかで「ミュージアムIPMの

活動の基本
内田祥乃
(九州国立博物館ボランティア) 考え方で文化財を守る」お手伝い 環境ボランティアの活動の基本は、

をさせていただいているのが環境 「観察Ji記録」、そしてその「継続」

部会38名(10月現在)です。ボラン です。基本活動の柱となる日常の

ティアを始めるまで、どのような活動 観察を、九博では iIPMウォッチング」

をする部会なのか全く知りませんで と呼んでいます。館内の情報を集め

した。展示解説や館内案内のように るには、たくさんの人の目が必要です。

お客様と直接お話しするのはちょっ お客様のいらっしゃるエリアなら、市

と苦手、裏方で役に立てることはな 民ボランティアも参加できます。九博

いか、そう考えて、何もわからないま 学芸部博物館科学課をはじめ館

まこの部会を選んだ方も少なからず 職員の皆様のご指導を受けて、各々

います。 感性を活かし楽しみながら観察し、

確実に報告する、それが環境ボラン

活動を始める前に
テイアの活動の基本です。生物トラ

ボランティアが活動するための研修・ ップの交換もさせていただいていま

実習には、じっくりと時聞がかけられ すが、虫を捕まえるのが目的なので

ています。九博の理念やIPMの歴史、 はなく、「インジケータ」の呼称の通り、

これまでの取り組み等、ミュージアム 館内の状態を把握するためのもの

です。自記温湿度計の記録紙の交

換も同じです。メンテナンスもただき

れいにするのが目的なのではなく、

「今」の状態を観察し、記録に残す

ために行います。

活動の「目的」を
忘れないために

ウォッチングをはじめ環境ボランテ

イアの活動は結構地味なものです。

特に何も変わりがないのが文化財

にとっては一番良いこととわかって

いても、手応えがないと寂しくなります。

慣れてくるうち、活動自体が目的に

なって、大事なことを忘れかけてしま

うこともあります。

そうした時、繰り返し研修や関連

する講義を受けることの大切さを改

めて実感いたします。活動を始める

前に聴いてもわからなかったことが、

実践することによってわかるようにな

り、さらにまた研修を受けることでより

段階を踏んで理解できるようになっ

てゆきます。 2011年は特別展「よみ

がえる国宝J で、千年以上も人の手

で守られてきたものをすぐ目の前で

拝見することもできました。守ってこ

られた方々のお話も直接おうかがい

することができ、技やものを受け継ぐ

重みも教えていただきました。何の

ための活動なのか、守ろうとしてい

るのは何なのか、学びを重ねること

は大切です。

九博ではボランティアから地域へ

発信する機会もあります。知らせる

には自分が理解していないと伝わり

ません。ポスターや冊子を作製する

過程で、改めて活動の意味を自身

に問うことができます。

市民ボランティアの
ミュージアムIPM

環境ボランティアは、九博で誕生

いたしました。 2011年で7年目。まだ

まだ、環境ボランティアといえば「虫

退治」、ウォッチングは「虫探し」と思

っていらっしゃる方も多くおられます。

ミュージアムIPMは特別なことば

かりではありません。一見関係ない

と思われることも根底でつながって

いるものもあります。ミュージアム

IPMって何だろうと首を傾げていた

私どもも、教えていただくにつれ、そ

れぞれ仕事でやっていたことが名

称は違えど基本的に同じものである

とわかってきました。家事や趣味で

やっていることの中にもミュージアム

IPMにつながるものをみつけて嬉し

くなることもあります。江戸時代の地

方文書を読んでいますと IIPM(総

合的有害生物管理)J という言葉で

はもちろんありませんが、関連する

多くの記述が出てきます。何度も何

度も鰹の害や天災に見舞われた先

人は、その被害を少しでも予見し軽

九州国立博物館/概要
・ 所在地/福岡県太宰府市石坂4-7-2

・ T E L /092-918-2807 (代表)
・ 開館時間 /9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

・ 観覧料/一般420円・大学生130円(特別展は別料金です)

・ 休館日/月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日)

• U R L/httpゾ/kyuhaku.jp

丸州国立博物館市民ボランティア
滅するためさまざまな知恵を生み出

したことがわかります。日々の暮らし

の中で暮らしを守るために生まれ育

まれた技が、今のミュージアムIPM

につながる知恵でもあったことを知

るたび、これを伝えてゆくことの大切

さを改めて思います。

九博は、乙の地に暮らす多くの住民の粘り強い誘致を受けて誕生した。「市民と

共に」をコンセプトにする九博が、来館者サービスの充実とともに、生涯学習の推

進及ひ市民による博物館活動の支援を目的に導入。任期は3年。終了後1 年毎の登

録更新で最長3年まで活動の継続が可能。発足時の 1 期 (293名)に続き、 2008

年2期 (388名:うち登録更新151 名)、 2011 年3期 (393名:うち登録更新133名)

に引き継ぐ。新規募集も任期の切れる3年毎。

未来ヘ紡ぐために

文化財は先人の生きた証。大切

に思い、守り継いできた人がいたか

らこそ今ここにある、と知ることが始

まりでした。今日まで紡がれてきた技

とこころ、包む環境をも共に次世代

につないでゆくために、それぞれの

立場の人が各々に合ったやり方で

担っていく、それが「ミュージアムIPMJ 。

そこに市民ボランティアにもできるこ

ともあると教えていただいたのは大

きな喜ぴです。だからこそ、自分たち

の活動が文化財の脅威とならない

ように、専門の皆様のご指導のもとで、

楽しく息の長い活動を続けてゆきた

いと存じています。

写真ー丸州国立博物館提供
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[木本]花巻市総合文化財センター

の位置づけや特長について、お話

を伺'"ます。

[高橋]平成18年に1市3町が合併

した花巻市において埋蔵文化財保

護のための中心施設として、平成

23年に開館しました。まず花巻市

総合文化財センター(以下、文化財

センター)の建設計画の経緯につ

いてお話しますと、市町村合弁に伴

い所蔵する埋蔵文化財の登録方

法や保管状況がバラバラであった

こと、資料の整理作業を分散して行

って非効率であったことから埋蔵文

化財資料を集約して保管・収蔵し

整理・調査研究を行う施設として、

文化財センターの建設がスタートし

ていきました。

地域のアイデンティティを発信する

花巻市総合文化財センター

話し手

高橋信一郎
(花巻市総合文化財センター上席主任学芸員)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

文化財センターの特長としては、

1Fに展示室を設け、市内にある早

池峰山の動植物やユネスコ世界無

形文化遺産でもある早池峰神楽を

意識した展示をしているほか、埋蔵

文化財を活用した体験学習室が設

置されています。 2Fには収蔵庫を

設けました。収蔵庫の一部に見学

窓を設け、見せる展示を行っています。

なお収蔵庫には、現在、市が所有

する資料類約5000点(岩手県に預

けている文化財資料も含め)を収

蔵しています。

[木本]現在の日常業務について、

お話を伺"，ます。

[高橋]大きく2つほど紹介します。 1

つ目は、冒頭お話しました合併後の

埋蔵文化財の整理・台帳登録につ

いてです。 5000点余りの資料につ

いてデータベース化を進捗中であり、

できるだけ早期に構築したいと考え

ています。 2つ日は、発掘調査になり

ます。市内で行われる公共工事や

住宅建設時に埋蔵文化財を保護

するために確認を行い、必要に応じ

て記録保存のための発掘調査をし、

調査報告書を作成するための作業

を行っています。

[木本J3月 11日東日本大震災につ

いて、お話を伺います。

[高橋]当時私は外出していましたが、

尋常ではない揺れでした。地面は

波を打つように動いており、恐怖を

覚えました。ちょうど展示室工事が

終わる時期に地震が発生しました。

地震により物流が困難になったため、

職員をはじめ、工事関係者も全く身

動きが取れなくなったために、工事

は完全ストップしました。

収蔵庫の棚は落下防止対策や

棚の固定を施していましたので、ま

ったく大丈夫でしたし展示ケースの

被害もありませんでした。

しかし、展示工事がストップしてし

まったため、開館は当初4月2日から、

5月22日に延期になりました。開館時

期については、東北地方はまだ落ち

着いておらず、混乱している状況の

なかで、開館の是非について協議

されましたが、市長より「どこかが動

き出さないと始まらない。自粛ではな

く、復興に向け積極的にPRする」と

いったリーダーシップが開館を後押

ししました。

[木本]震災での教訓についてお

話を伺います。

[高橋]まず、収蔵資料の固定方法

花巻市総合文化財センター/概要
・ 所在地/岩手県花巻市大迫町大迫3-39-1

・ T E L /0198-29-4567 

・ 開館時間 /9時00分~17時00分

・ 入館料/一般200円、小学生・中学生・高校生100円

・ 休館日/年末年始 (12月28日から 1 月3日)

• U R L /http://www.citY.hanamaki 目 iwate.jp/culture/kyobunka/

を再検討していきたいと思います。 じました。

今回の地震では被害は最小限度 最後に、今回初めて緊急地震速

にとどめることができましたが、周辺 報のメール受信を経験しました。停

施設の被災状況も考慮すると、地 電やガソリン不足といった生活イン

震の揺れの方向では大きな被害が フラの確保が、生きていく上で改め

想定されます。次への備えが重要 て重要だと考えさせられました。個

だと考えております。 人的な地震の備えも大事だと強く

次に、近隣自治体(陸前高田市 感じています。

や釜石市、大槌町)への文化財支

援に携わりました。市博が津波被 [木本]最後になりますが、展望に

害を受けて、文化財をはじめ資料 ついてお話を伺It'ます。

台帳も流された状態での文化財レ [高橋]国・文化庁では、文化財の

スキューです。資料の管理体制や、 保存とj舌用に力が入っています。私

文化財関係の緊急時のマニュアル どもも、子供たちに実際の体験学習

作りも各方面の連携が重要だと感 を通じて伝えていく大切さを改めて

感じ、多くの方々に身近に感じてい

ただくような工夫や集客策を講じて

いきたいと思'"ます。

博物館等の文化施設の生き残り

の時代に突入したと言われていま

すが、地域の財産を保全し、地域の

アイデンティティを発信していく、花

巻市の歴史を知る入り口的な存在

になるよう、取り組んでいきたいと思

います。

[木本]本日は貴重なお時間をいた

だきまして、ありがとうございました。
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[木本]平成23年4月に龍谷ミュー

ジムが開館しました。経緯や位置づ

けについて、お話を伺います。

[熊谷]龍谷大学(以下、龍大)は、

僧侶の養成機関として1639年に創

設された学寮を起源とし、今日に至

るまで仏教を中心とする様々な学術

資料を収集してきました。現在では

国宝や国の重要文化財などを始め

とする文化財を多く所蔵しています

が、それらを常に公開する施設があ

りませんでした。そこで、 10年スパン

で計画・実行する第4次長期計画

(2000年-2009年)にて博物館構

[木本]龍谷ミュージアムの特長を | 計者とともに何度も京都市役所を

お聞きします。 I 訪問し、協議を重ねました。絶対条

[熊谷]1つ目は、静土真宗に限らず、 | 件とした展示室と収蔵庫のスペー

仏教を網羅的に分かりゃすく紹介 | スを確保するため、このような条件

する、世界初の仏教総合博物館と | のもとで検討を重ね、外観を含めて

いう点です。 2つ目は、龍大における | 決定するまでには多くの労を費やし

研究成果を公開するだけでなく、近 | ました。

隣地域の交流拠点として、住民と

共に多彩な文化的活動を展開する

地域に根ざした施設である点です。

敢えて龍谷大学博物館とせず、「龍

谷ミュージアム」と称したことも、一般

の方々に、少しでも身近に感じて頂

きたいという願いからのものです。

想を掲げ、大学と社会の接点として、 | 近隣の門前町界隈は、信仰の集う

生涯学習や研究成果の社会への | 街として、仏具や念珠、お香、茶道と

還元の場として、開設に向けた検

討を開始しました。

地域社会に根ざした大学ミュージアム

いった伝統工芸や文化が息づく所

です。龍谷ミュージ、アムが、さらに活

気溢れる街並みになるよう、住民と

共に様々な取り組みを行っていきます。

8月には、地下1階のエントランスホ

ールで、龍大学生による雅楽の演

奏会を行いました。多くの住民の方々

が、家族連れでお越しになり大盛況

でした。

龍谷ミュージアム

話し手

熊谷 睦史(龍谷ミュージアム事務部長)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

一方、学術審議会は、平成8年に

ユニパーシティ・ミュージアムの設置

を奨励する提言を表明しました。そ

れを受け、東京大学を始めとする国

立大学に博物館が次々に設置され

始め、追隠するよう私立大学も取り

組み始めていました。

[木本]今回の計画に当たり、ご苦

労のエピソードをお聞きします。

[熊谷]開設までには、大学内での

合意形成をはじめ、様々な局面で

問題や課題が多くありました。その

一つに、いわゆる京都市景観条例

多くの大学博物館はキャンパス | への対応がありました。建物の高さ、

内にあるのですが、西本願寺から | デザイン・配色の制限など、この条

正面の敷地を無償貸与していただき、 | 例には細かな規制があり、特に、世

「街に聞かれたミュージアム」の開 | 界文化遺産である西本願寺の正

設を目指しました。 I 面というこの敷地は、一番厳しい規

また、私は博物館の建築につい

ては全くの素人でしたので、 100件

以上の全国の博物館や美術館を

視察し、自分が見て・感じて・聞いた

ことをもとに、想、いを具体的に設計

制が敷かれていました。そこで、設 | 者に示し、理解を深めながら進めま

した。利用者としての視点に立つこ

とは、私が最も大切にした点です。

既設の博物館学芸員の方々を始め、

多くの方々のアドバイスが肥やしと

なりました。特に、当時の京都国立

博物館学芸課長であった森田稔さ

ん(現・九州国立博物館副館長)に

は、設計図面を何度もご覧いただき、

龍谷ミュージアム/概要
・ 所在地/京都府京都市下京区西中筋通正面下る丸屋町117

・ T E L /075-351-2500 
・ 開館時間 /10時00分~17時00分(入館は16時30分まで)

・ 常設展観覧料/一般500円、シニア400円、大学生400円、高校生300円、中学生以下無料

・ 休館日/毎週月曜日、祝日は開館(翌日は閉館)、その他展示替え等による休館あり

• U R L /http://museum.ryukoku.ac.jp/ 

的確なアドバイスを頂戴したことは に開催することが一番だと考えてい

貴重な財産となりました。 ます。また、多くの大学博物館は無

料ですが、龍谷ミュージアムでは観

[木本]今後の展望や取組みにつ 覧料を頂いています。有料であるか

いて、お話を伺います。 らこそ、しっかりとした展覧会を開催

[熊谷]開館してまだ半年しか経つ しなければなりません。今年度の目

ていませんが、リピーターを確保た 標来場者数19万人を掲げ、全国的

めには、魅力ある展覧会を継続的 にも広報活動を展開しています。当

館だけでなく、世界文化遺産である

西本願寺や文化や歴史の風情溢

れる門前町、京都市も含めた連携

を持ちつつ、地域全体でPRできれ

ばと考えています。

[木本]本日は貴重なお時間をいた

だき、ありがとうございました。

収蔵庫
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ホキ美術館の紹介
ホキ美術館は、2011年11月3日に、千

葉市緑区あすみが丘に開館した、日本

で初めての写実絵画専門美術館である。

東京駅から]R京葉線・総武線で約1時

間、外房線の土気駅が最寄り駅で、千

葉市最大の公園である緑豊かな昭和

の森に隣接しており、新興住宅地を抜

けていくと忽然と現れる最新鋭の美術

館だ。

写実絵画と一口にいっても、その定

義は難しいが、対象を見たままに描くこ

とを基本に、作家の意図や想いが具現

化された絵画である。所蔵作品は現在

300点を越す。 1部上場の医療メーカー、

ホギメディカルの創業者であり館長の保

木将夫のコレクションである。 10数年前に、

森本草介の描く美しい婦人像の作品

写実絵画専門美術館の開館

ホキ美術館

松井文恵
(ホキ美術館広報事務局)

に出合ったのをきっかけに、写実の中で

も特に細密画といわれる分野に特化し

て収集を進めてきた。作家はほぼ98パ

ーセントが日本の作家で約40人、しかも

ほとんどが現役で活躍している。館内に

は8つの写実絵画のギャラリーがあり常時、

約160点を展示しており、そのうち60点は、

半年ごとに企画展として展示替えを行

っている。これまで、「開館記念特別展」、

「静物と風景画展」を行u、次は人物画

の展覧会を予定している。

そもそも、ホキ美術館開館の構想に

至った経緯を振り返ってみよう。館長が

写実絵画のコレクションを始めた当時は

自宅に作品を展示し、社員を集めてとき

どき披露していたが、やがてそれらを一

般の方々に見ていただこうと考えた。そ

こで、自宅の隣を収蔵庫兼展示場に改

築し、年に2回公開することにしたのだ。

告知は、家の前に、 10月O目、公開しま

す。 J と貼り紙をしただけである。しかし、

一歩足を踏み入れてその作品の細密

描写のすばらしさに感銘を受けた人身は、

次々に携帯電話で人を呼ぴ、午後から

また人が増える。最初の年に200人の

来場者であったのが、年を追うごとに

400人、 600人、と増え、 1日1000人を超す

人々が集まるようになった。館長は、写実

絵画に対する人々の確かな手ごたえを

感じ、これはもう美術館をつくるしかない、

と思ったという。

ホギメディカルの赤坂の本社ピJレを手

掛けた日建設計の山梨氏に相談し、まず、

美術館の土地探しから始めた。自分の

足で候補地を回り、千葉の昭和の森の

そばでまだ造成されていない土地を決

めるに至った。 6年ほと清tのことである。

美術館の建物について、設計者に頼ん

だことは、「そばを通った人が入ってみ

たいと思うような建物を造ってください」。

館長のリクエストはただそれだけだった。

やがて2010年9月に竣工した建物は、

昭和の森に向かつてゆるやかにカーブ

を描いた回廊型の長い筒のような建物

を5つ組み合わせ、しかも後方に突き出

たギャラリーは30メートルが宙に浮いて

いるというユニークなものであった。住宅

地に隣接していることから高さは制限さ

れ、地上1階、地下2階の構造となった。

昭和の森側から来た人々は、その特異

な建物に引かれ、また窓があるギャラリ

ーは外から作品を垣間見ることもできる

ため、道行く人身の興味をそそる。また、

展示室はゆるやかなカーブをともなって

いることから、隣の絵が見えるようで見え

ない。 1点1点の作品に集中して鑑賞す

ることができるのだ。企画展示室ギャラ

リー1は建物が鉄板でできているため作

品は壁に強力なマグネットでつけられた

フックにかかっており、ピクチャーレール

やワイヤーなど、鑑賞の妨げになるもの

は何もない。あるのは白い壁と作品のみ

である。また特徴的なのは美術館として

は初めての全館LEDの採用である。し

かも赤系と青系の2種類のLEDを8000

台組み合わせ、一つひとつの作品に最

適な光を作り出している。さらに床には

足腰に優しいラバー素材を採用し、長

時間の鑑賞でも疲れないような工夫を

行った。また、ギャラリー1には昭和の森

側の低い位置にずっと窓があり、明るい

光を採り入れながら、遠くには緑が見え

るという、森と一体化したミュージアム環

境を創出しているのが特徴である。この

ように、鑑賞者が、写実絵画を存分に楽

しんでいただける工夫を重ねた建物に

なっている。

ギャラリー2以降は、常設展示室で、

森本草介から始まり、野田弘志、磯江毅

(故)など、作家ごとに作品が展示され

ている。中堅作家、若手作家と並ぴ、ギ

ャラリー5では、陶磁器作品も展示され

ている。ギャラリーごとに天井の高きや

展示スペースの回廊の幅が違い、雰囲

気の違いを味わっていただきながら、階

段を降りて地下2階までくるとクライマッ

クスは「私の代表作」のコーナーだ。こ

ちらは、開館2年ほど前に館長から依頼

を受けた15人の画家がこの美術館の

ために、自由なテーマで描いた100号以

上の大作ばかりを展示している。 5メート

ルごとにガラスのパーテーションがあり、

スイッチを押すと音声ガイドをお聴きいた

だけるようになっている。それぞれ作家

が制作にあたっての想いを文章にし、そ

れをナレーターが読んでいる。現役作家

のコメントをお聴きいただけるのもホキ美

術館の醍醐味といえよう。

また、 1階にはイタリアンレストラン「は

なう」とミュージアムショップを、地下1階

にはカフェを併設しているo 1はなう」は

東京・西麻布の有名店「アルポルト」の

片岡護シェフがプロデユースしており、

地元の旬の素材をふんだんに使った本

格的なイタリアンを提供している。レスト

ラン内にも写実絵画がかけられ、美術

鑑賞の余韻そのままに美しい料理をお

楽しみいただしこれもホキ美術館が目

指しているものだ。

ホキ美術館の
開館以来の取り組み

2010年に開館したホキ美術館が最

初に力をいれたのは、建物、コレクション、

そして展示はもとより、人々に認知してい

ただくための広報活動である。まず開館

半年前に、有楽町の外国人記者クラブ

で代表作家をまじえて、 100名ほどのマ

スコミ関係者の前で記者発表を行った。

報道資料の配布とともに、ホキ美術館と

マスコミをつなぐ「ホキニュース」の発行

も行った。開館直前には、交通広告をは

じめ、主要新聞での全面広告をうち、か

なりの認知を集めるに至った。また開館

前日にはプレスのための内覧会とレスト

ランの試食会を行い、東京からパスでご

案内した。また、同時に充実したホーム

ページを立ち上げ、最新情報を更新し

ている。こうした広報活動により主要テレ

ピ、新聞、雑誌の取材が相次ぎ、開館と

同時に多くのお客様にお越しいただくこ

とになった。 3月の大震災により、しばらく

来館者数は低迷したが、ゴールデンウィ

ークには1日2、 000人を超す日もあり、 10

月現在で来場者数は13万人を超えた。

ホキ美術館/概要
・ 所在地/千葉県千葉市緑区あすみが丘東3-15

・ T E L /043-205-1 500 (代表)
・ 開館時間 /AM10目00~PM5目OO(水・金土はPM6:00まで)

・ 休館日/火曜日(火曜日が祝日の場合開館し、翌日休館)

11/14~18、 12/30~1/1 、 5/21~25、 8月下旬

• U R L/h社p:llwww.hoki-museum.j口

このほかのホキ美術館の取り組みと

しては、まず特徴的なものの1つ目が、月

に1度行っている画家によるギャラリート

ークだ。作家の生の声が聞けるというこ

とで好評を博している。二番目に建築家

による建物探検セミナーで、これは美術

館の外や中を丁寧に解説し、建築家の

さまざまな工夫や意図を知っていただく

もので、やはり人気が高い。ホキ美術館

の建物は、 2009年にスペインの建築祭

の設計部門でベスト5に入賞しており、

建築界でも大きな注目を集めている。 3

つ目には、東京からパスで美術館までご

案内し、作品解説を行い、レストランで特

別メニューをご堪能いただき、東京まで

またパスでお送りするというツアーや、作

家とふれあう機会も創出している。4つめ

には、ミュージアムグツズの充実があげら

れる。開館以来、ミュージアムグッズは好

評で、展示作品のすべてをポストカード

にしているほか、作家の描き下ろしによ

るマグカップや皿、千葉県産のピーナツ

バターなど、こまめに変わるグッズを楽し

みに来館する方も多い。5つめには、ホキ

美術館年間パスポートなどの発行とともに、

美術館発信のツイッターも行い、美術館

からの情報発信と、来館者との交流を

深めている。

今後の展望

今後の展望として、館長が第一に考

えているのは何よりも「よい作品を収集し、

展示することJ 。来館者のために、よい

作品を、魅力的に展示していくことである。

半年ごとに展開される企画展として、現

在考えているものは、「ホキ美術館傑作

展J 。これは、ミュージアムショップで販売

しているポストカードにみる人気なども考

慮しながら選ばれた作品60点が並ぶこ

とになる。また、数人の人気作家の作品

のみで構成する三人展なども検討中で

ある。

これまで写実絵画は、画廊や、公募

展などの会場でしか一般の人々が鑑賞

できる機会はなかった。しかし、このホキ

美術館ができたことにより、一気に注目

が集まり、全国各地から多くの方々が写

実をご覧にいらっしゃる。それだけでは

なく、作家から美術館へ絵を展示しほし

いという依頼も後をたたない。作家同士

も、美術館に一堂に展示されることで触

発され、それまで以上に切礎琢磨し、よ

り技術を磨いてきているといえる。ホキ

美術館は、所蔵作家との交流を行いな

がら、また、新人作家の発掘を行いながら、

写実絵画の発展に寄与していきたいと

考えるとともに、新たな美術館のありか

たを模索していきたいと考えている。

ー- -
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[木本]静岡・三島駅前に、大岡信

ことば館が開館しました。はじめに、

経緯についてお話を伺It'ます。

[岩本]大岡信ことば館は、全国に

通信教育事業を展開している株式

会社Z会の持ち株会社である株式

会社増進会出版社の一事業部門

として位置づけられています。

三島市出身である詩人・大岡信

さんと弊社とのつながりは、増進会

出版社創立60周年記念「若山牧

水全集J (1992年)の監修をお願い

したところから始まりました。それか

ら正岡子規選集 (2001年)の編集

をお願いしたり、詩や評論をZ会の

学習教材に使わせていただいたり

とずっと良い関係が続いてきてしぜす。

ことばで遊び、学べるミュージアム

株式会社増進会出版社

大岡信ことば館

話し手

園・・ ,. 寸---- -__ ‘ 
¥ .1. 払 弓ゑ , 
唱~ ;;;，ιt 
1・・・・， - , 

岩本圭司

τ1 

(株式会社増進会出版社大岡信乙とば館館長)

聞き手

木本拓郎
(金剛株式会社企画チームチームリーダー)

大岡信さんは詩人でありながら

多くの美術家や様々な分野の方々

との交流があり、作家ご本人から作

品を寄贈されるなどして、長い年月

の聞に、四百数十点にものぼる美

術作品が氏の下に集まることとなり

ました。そしてこの度、弊社が]R三

島駅北口にZ会文教町ピルを建設

するに当たり、建物内にそれら美術

コレクションも展示できるような空間

を作ろうということになったわけです。

私はもともと造形家で、この文教

町ピルの建設に当たっては設計の

段階からアドバイザーとして関わっ

ていたんですね。そして大岡信こと

ば館設立に向けて、流れの中でと

いうか、その準備に関わっていくこと

になった訳です。具体的には設立

準備委員会を組織し、文学関係や

美術関係の先生方にも参画いただ

いて、およそ2年ほど運営協議を重

ねました。そんな中から生まれた基

本構想が、ここを単に大岡信さんの

美術コレクションを展示する場にす

るのではなくて、大岡さんは「ことば」

をとても愛してきた人なのだから、ぜ

ひ「ことI;f"で遊び、学べるミュージアム」

を目指そうということになりました。そ

してその後、具体的な展示方法や

建築設備、運営計画などを詰めて

いきました。

[木本] Iことばで遊び、学べるミユ

ージアム」の具現化はいかがでした

でしょうか。

[岩本]当館のもう一つの大きなコン

セプトが、「文学館でもなく、美術館

でもない、新しい形態のミュージアム

を目指す」ということです。一般的に

言って文学館や美術館は作家の

作品あるいは資料を「静的」に展示

することが、展示におけるその主な

内容になるのだと思いますが、当館

では各企画展ごと「ことばJ に向き

合い「ことぼと遊ぶ空間造り」をして

いくことが、とても重要な内容になっ

ています。そんな風に「ことばを真

剣に考えてみることは結構大変なこ

となのですが、実は案外楽しいこと

でもあるんですね。私どもスタッフも

多くのことばに向き合い掘り下げな

がら、毎回の企画を練り上げています。

来館者の方々にも私たちのそんな

熱意が伝わり、そこに「感性の連鎖

が創出できれば本当にうれしく思い

ます。展示室には座布団も用意し

であって、来館された方が展示室の

中で床に座ることもできますので、そ

の人その人の時間の中で、ゆったり

と「ことば」と向き合っていただけた

らと思It，ます。

企画展示はおおよそ4ヶ月ごとに

切り替えているのですが、展示ごと

の「ことば」に関わる造形物の制作は、

私を中心として当館のスタッフがそ

のほとんどを行っています。そのこと

でなかなか美術工芸社にはお願い

できないような様々な形態の展示が

可能になっているのだともいえます。

[木本]展示以外でも色々と活動さ

れていらっしゃいます。

[岩本]展示以外にも出版やイベント・

講演会などの活動があります。出版

に関して言えば現在大岡信さんに

関する詳細なデータベースを構築

中で、それをもとにこの12月には「大

岡信全軌跡 年譜・書誌J (400頁

+400頁程度)を出版予定です。そ

してその後も「大岡信データベース」

をもとに随時面白い出版をしていき

たいと考えています。

イベントに関しては、伝統的な能

楽と現代のことばをコラボレーション

した「戸の力・言葉の力」を何度か

開催しました。非常に好評だったこ

ともあり、今後も何らかの形で続けて

いきたいと考えています。また「こと

ばの広場」では小学生を対象に、

読み聞かせをもとにしたイベントを開

催していますが、こちらも多くの参加

をいただいています。

[木本]最後に、展望についてお話

を伺It，ます。

[岩本]現在、来館していた治ハた方々

にはアンケートをお願いしていて、展

示空間について高い評価をいただ

株式会社増進会出版社大岡信ことば館/概要
・ 所在地/静岡県三島市文教町1-9-11 Z会文教町ピル1 ・2F

・ T E L /055-976-9160 
・ 開館時間 /10時00分~17時00分

・ 入館料/入館料は展覧会によって異なります。

・ 休館日/水曜日(祝日にあたる場合は開館、翌日木曜日休館)

年末年始、展示入替期問、メンテナンス期間

・ U R L /http://www.zkai.co.jp/kotobakan/index.html 

いていることをうれしく感じています。

また大岡信さんは中高年以上の方々

には良く知られていて一定数の方

にご来館いただいているのですが、

最近徐々に若い来館者の方が増え

てきているのがやはりうれしいですね。

今後はもっともっと若い方に来館し

ていただけるよう努力していきたい

と考えてしぜす。

内容に関しても「ことば」をさらに

掘り下げ、「ことば」ともっと遊んで、

来館者に驚きをもって接していただ

けるような、そんな空間を提供してい

きたIt，と考えています。

ここは三島という地方都市ですが、

ぜひ「三島のことば館に行ってみな

ければ」と，思っていただ、けるような、

そんな活動を今後も展開していか

なければと強く感じているところです。

また東京から新幹線で一時間なので、

そんなに遠いところではないことも知

っていただきたいですね。

最後に、ことばは単に文学、文章

の中にだけあるのではなくて、美術や、

音楽や、舞踊のような身体表現も、

同じことばなんですね。私たちの周

りにはことばが溢れていると思It'ます。

そんなことばをもっともっと広い意味

で捉え直していくことで、私たちの

視野はずっと広がると思いますし、

何といってもそれ自身が楽しいこと

ですよね。

[木本]本日は貴重なお時間を頂き

まして、ありがとうございました。
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はじめに | あるIPM(総合的有害生物管理)も、

30年ほど前から、博物館資料に I preventive conservationとほぼ

対する保存の考え方は大きく変わ | 同じ頃に欧米を中心に始められた。

ってきた。すなわち博物館資料を展 I IPMとpreventive conservation 

示・保存する際に重要な空調、照明、 | は直接に関連しているものではない

空気汚染、防災、防犯などの要素を、 | が、背景にある考え方はよく似ている。

それまでは個別に考えてきたのに | ともちらも全ての問題を一挙に解決す

対して、 1980 年代頃から

preventive conservationと言う言

葉でまとめるようになった※1。これは

単に個別の要素を、新しい言葉で

ひとくくりにしたと言うことではない。

それまでconservation (保存)とい

うと、資料に被害が生じた後に、修

復を中心にして対策をとることをもっ

ぱら指していたのを、資料に被害が

生じないように環境を総合的に整え

て被害を予防する方向へと、資料

IPMから見た図書資料の保存

公益財団法人文化財虫害研究所

長事理所究開虫財
俊
批

定
臥団

輔
一
議

れはすでに病気になった材木だけ

を取り除き、ニレキクイムシが卵を産

みつけた木までは伐り倒さなかった

からである。また、伐り倒しても、春が

くる前に焼いてしまわないと効果は

ない。…ニューヨークの見虫学者は、

経験からそれ(病気伝搬の原因)

る方法ではなく、科学的に最先端の | が何であるかを学んだのだった。ほ

手法を用いるものでもないが、地味 | かは無視して、ひたすらこの危険な

で時間はかかっても「持続可能なJ I 原因を取り除こうと努力している内に、

手法を用いるという点が共通している。 | すばらしい成果が得られたばかりで

IPMはもともと農業分野で、病害 | はなく、衛生環境改善に使った費用

虫駆除のために殺虫剤に過度に依 | も、適当な幅におさめることカマきた。"

存していたことへの反省に立って

生まれた。そのきっかけとなった本『沈

黙の春』 の中で、著者のレイチェル・

カーソンはニレの木を枯らすオランダ

エルム病を伝搬するニレキクイムシ

『沈黙の春』 の中では、害虫を根絶

しようとして強い殺虫剤を使うと、周

辺の動植物や人間に悪影響を与え

てしまうので、回り道のようではあっ

ても害虫発生の原因を一つ一つて

の駆除について、次のように書いて | いねいに取り除いていくことが、最も

いる※3。“オランダエルム病防除の(殺 | 効呆的で経済的な方法であるという、

虫剤の)スプレーは1954年(ミシガン

州立)大学の構内からはじまった0

.・・最初に小規模なスプレーがあっ

た1954年は、べつに変わったことも

なくすぎた。…でも、やがて何か狂っ

ていることがわかりだした。大学の

後のIPMにつながる著者の考えが

くりかえし述べられている。

農業分野におけるIPMは、1.複数

の防除法を合理的に統合して使用し、

2.すべての農業害虫をゼロにするの

ではなく被害の経済的な許容水準

保存の考え方が切り替わったことを | 構内には、死んだコマツグミ、死にそ | を設定して、 3.その水準以下に害虫

示している。時期的には後になるが | うなコマツグミの姿が見られだした | の個体群をシステム管理するという、

図書館資料の保存においても、 90 I のだ。…1957年6月の末、いつもなら

年代末に同じ方向へと変化した約。 | ば少なくとも370羽の雛が見られる

日本では preventive

conservation は直訳して「予防保

存」あるいは「予防的保存」と訳さ

れることが多いが、その内容は資料

を安全に保存するため、空調、照明、

空気汚染、防災、防犯など保存環

境を整えることなので、私は「保存

環境づくりJ と呼んだ方が言葉の意

味をよく表していると考えている。

博物館・図書館に
おけるIPM

はずなのに、たった1羽雛鳥がいた

だけだった。"殺虫剤の散布により

このような生態系の破壊が起きた

一方、“(ニューヨーク州では)かが

3つの概念からできている。これに対

して博物館におけるIPMは、害虫だ

けでなくカピに対する対策も視野に

入れて、1.清掃や適切な温湿度管

理等の環境対策と必要に応じた化

学的防除処置など、複数の防除法

やかしい勝利がおさめられている。 I を合理的に組み合わせ、 2.収蔵庫・

…なぜまたニューヨーク州では、こ | 展示室など資料のある区画では、資

のようにすばらしい成果があがった | 料に加害する虫がいないことと、カピ

のだろうか。衛生環境を厳しく改善 | については資料に目に見える被害

したり、病気にかかった材木があると、 | が起きないことを目指して、 3.施設や

すぐにほかへ移したり、焼却してし

まう一こういう方法にもっぱらたよっ

てきたのである。もっとも、はじめのう

博物館資料の生物被害対策で | ちははかばかしくなかった。だが、そ

環境の管理を行うという、3つの概念

から成り立っている。図書館におけ

るIPMも博物館と同じである。

公益財団法人文化財虫害研究所/概要
・ 所在地/東京都新宿区新宿2.1-8 工スケ新宿御苑ピル6階

・ T E L /03-3355-8355 
• U R L /http://www.bunchuken.or.jp/index.html 

図書館資料の
虫・カピの発生原因から図書館

文化財IPM
そのような知識と技能を持った人

生物被害と対策
施設を考えてみると、博物館の収蔵

コーディネータの育成
を育てるために、私の文化財虫害

博物館資料が美術工芸品から 庫や展示室は外に向かつて開け放 博物館・図書館のIPMは、これま 研究所では今年度「文化財IPMコ

民俗資料、動植物標本までと幅広 しであることはなく、収蔵庫も断熱性・ での薬剤を用いた駆除のように、殺虫・ ーデイネータ」の資格を創設した。こ

い分野にわたり、その材料も紙、木、 調湿性の高い二重壁になっている 殺菌剤の専門家だけで実施するの の「文化財団Mコーディネータ」は

布、その他の有機物・無機物なと様々 のに対して、図書館は利用時間中、 ではない。学芸員、司書、施設・設 上にあげたIPMに係わる分野につ

で、いろいろな種類の虫による被害 外気がそのまま入り、書庫もコンクリ 備に係わる職員や作業者、それら いですべての専門家であることを目

を想定しなければならないのに対し ート壁だけで外気と接していること の業務を支援するボランティア、生 指すものではなく、それらの概要と

て、図書館における虫の被害は、シミ、 が多い。このため図書館は外から 物被害防除業務に携わる企業の 文化財IPM全体について正しい理

ゴキブリ、シパンムシなどによる紙や 虫が侵入しやすく、外気温が下が 技術者など、多くの人がそれぞれの 解を持ち、必要な時には適切に各

装丁の食害、カツオプシムシによる る冬期には書庫の壁の断熱が悪い 立場でIPMの目的に沿って仕事を 分野の専門家と相談しながら、文

羊皮紙などの食害、ゴキブリの糞に と、壁に結露が生じてカピや虫が生 することによって、より良い保存環境 化財IPMを実施あるいは指導・助

よる汚染などが代表的なものである。 育しやすい環境となる。もし施設が がつくられる。そのためには、資料 言して推進できる人を目指している。

カピによる被害は本だけでなく書棚 そのような問題を抱えている場合には、 に加害する虫やカピの種類・生態を 資格付与のための第1回講習会と

などにも見受けられる。ただし見つ 発生した虫やカピを薬剤で一度処 知り、資料の保存環境を把握して 試験を、今年12月 15， 16日に九州国

かる虫の種類が少ないと言っても、 理しでも、再び被害が発生する可 被害が生じないよう維持し、もし被 立博物館で予定しているので、もし

博物館に比べて図書館の生物被 能性は高い。そのため起きた被害 害が生じた時には早期発見、早期 関心を持たれた方は、文化財虫害

害対策が簡単というわけではない。 を処置するだけでなく、将来にわた 処置するための知識と技能が必要 研究所のホームページ (http:

施設内での虫発生の原因は、1. って被害が起きないように、資料が とされる。さらに多くの人が係わるの / /www.bunchuken.or.jp/) をご

出入り口や窓など関口部を通した おかれている環境を整備する(保 でIPMを実践する組織についての 覧下さい。

外部からの侵入、2.外部から持ち込 存環境づくり)ことがもっとも重要で 知識も欠かせない。

まれる資料について侵入、 3.施設内 ある。また被害が広がってから処置

のゴミからの発生のいずれかである。 するのは、時間も手間も経費もかさ 文献

また外気が入るところは一般にカピ むので、被害を早期に発見して早
※ 1 三浦定俊・佐野千絵・木川りか

『文化財保存環境学J(朝倉書店、 2004)

の菌数が多い。さらに虫やカピが発 期に処置できるような体制をつくる ※2 吉川也志保図書館における紙資料の実物保存、カレントアウエアネス、

生している場所は、湿気が高く空気 ことも、保存環境づくりとあわせて大 no.298、 pp.21-26(2008) 

がよどんでいたり、結露や雨漏り、漏 切である。
※3 レイチェル・力一ソン(青樹祭 訳)

『沈黙の春J(新潮文庫、 1974)pp.142-156

水が起きていたりすることが多い。

竺」
@シパンムシによる書籍の被害

@ゴキブリの卵鞘
@ゴキブリによる書籍の被害
@本に発生したカピ
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