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「予防する資料保存」をめざして 
―京都大学図書館機構所蔵資料保存環境アンケートまとめ― 

 
附属図書館研究開発室 
資料保存環境整備部会 

 
はじめに 
 アンケートの趣意書で述べたように当アンケートの対象としたのは、学内各図書館(室)のい

わゆる普通書庫である。 
 普通書庫は図書館職員のみならず利用者も頻繁に立ち入る環境にある。もし、現況がカビの

発生するような劣悪なものであるとすれば、この悪環境は資料と人間双方に悪影響を与え合う

ものとなる。資料に付着したままのカビは資料そのものを深刻に劣化させ、更に書架の近隣に

ある資料にカビを伝染させ、ホコリとともに害虫のえさとなり、害虫を呼び寄せる。ひいては

書庫環境全体を汚染する。また利用者、図書館職員の健康を害する要因となるし、書庫に立ち

入る人間はカビを発生させる栄養を外から書庫内に運び込んでしまっているかも知れない。 
 資料を保管している場所の環境保全は資料保存の観点ばかりでなく、図書館サービス、図書

館業務全般に関係する最も基本であり、最も有効な資料管理手段である。 
 今回のアンケートは書庫環境把握の第一歩として資料保存環境の極めて大雑把な状況把握

のために行った。アンケートのまとめでは、アンケート結果への対策案を提案する。更に今後

はテーマ別、学内各図書館(室)の抱える事情別に調査を進めたい。 
 
１．書庫についてお聞きします。 
 資料保存対策のひとつとして京都大学全学で管理対象となる書庫が何箇所であるかを聞い

た。 
１－A 書庫は分散していますか。 
 回答数 41 件のうち｢分散している｣が、34 件で、約 80%の図書館(室)が管理すべき書庫を複

数抱えている。しかも保存環境としては良好でないと推測できる地下書庫は 21 件、教室や倉

庫など図書館資料の保管を目的としていない場所を転用しているとの回答は 10 件で、｢分散

している｣との回答 34 件のうち 31 件が地下書庫と転用書庫で、良好な保管場所と考えにくく、

管理もしにくい分散書庫である。 
 このように全学の図書館(室)が管理すべき書庫の数は約 111 箇所に及ぶ。 
 
１－B 近い将来(5 年以内)に書庫の増築・改築・移転計画がありますか。 
 回答数 40 件の内、｢ある｣が 21 件で半数以上を占める。書庫の増築・改築・移転の際に資

料が仮置き場所に移転、移動され、保管の環境が激変することは予想に難くない。増築、改築

される新しい書庫の環境をどのようなものに整備するかについてのアドバイスや情報提供が

求められるのみならず、資料の仮保管状況への対策も重要である。 
  
１－C 書庫に空調設備がありますか。備えている機能について回答してください。 
 回答数 40 件の内、｢ある｣が 38 件、そのうち｢除湿｣が 27 件である。夏季にはカビなどの発

生を呼ぶ湿気への対策として、｢除湿｣は有効である。他に｢冷房｣が 25 件、｢換気｣が 16 件あ

り、｢ある｣と回答したところの大部分は高温多湿への対策がとれていると考えられる。回答｢な
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い｣は 2 件と少数である。その個所には、例えば除湿機設置などの対策が緊急である。 
 
１－D C で＜１．ある＞と回答した方にお聞きします。空調設備を管理しているのはだれで

すか。 
 １－C で｢ある｣と回答した 38 件のうち 29 件が図書館職員である。図書館職員にとって身

近な施設である書庫の空調設備の管理であるから自身で管理するのは当然であるが、設備の異

常を早期発見できる体制かどうかが問題となる。また図書系以外の職員による管理と回答｢そ

の他｣の｢管理していない｣を合わせると 11 件となり、38 件中 11 件は相当な割合を占める。管

理担当部署との連携を図り、空調設備管理を書庫管理業務の一環ととらえる視点を広めて行き

たい。 
 
１－E  C で＜１．ある＞と回答した方にお聞きします。温度や湿度を測っていますか。 
 １－C で｢ある｣と回答した 38 件のうち回答｢いる｣は 9 件である。そのうち自動データ計測

器で測定しているところが 3 件、温湿度計によるところが 7 件である。また定期的に測定し

ているところが 5 件、測定データを記録しているところが 4 件である。 
 空調設備でなんらかの保存環境の整備を行っているところでも、日常の環境を温湿度測定し、

記録することによって把握しているところはわずか 4 件、約 10%である。 
 書庫にカビが発生した場合などに継続的に計測した温湿度のデータを記録しておくことは

どのような環境改善策が必要なのかについての有効な判断材料となる。自動データ測定器を導

入し、さらに記録したデータを書庫の見取り図上にマッピングし、視覚的にデータベース化し

ておくのが良い。 
 

参考 「オンライン分析処理(OLAP)および平面図へのマッピングによる生物生息調査結果の

分析」園田直子、日高真吾、包国征治、勝本寛之『文化財保存修復学会第 26 回大会要旨集』

18-19 2004 年 

 
 
１－F  C で＜１．ある＞と回答した方にお聞きします。年間最高温度と最低温度は何度だ

ったでしょう。各々何月だったかも記入してください。 
１－G  C で＜１．ある＞と回答した方にお聞きします。年間最高湿度と最低湿度は何％だ

ったでしょう。各々何月だったかも記入してください。 
 集計結果に表としてまとめた。１－E で＜１．いる＞と回答した 9 件中 4 件は理学研究科図

書掛、人間・環境学研究科総合人間学部図書館、人文科学研究所、基礎物理学研究所である。 
 『IFLA 図書館資料の予防的保存対策の原則』によれば温度による紙資料への影響は“◆温

度が 10℃上がるごとに、．．．科学的劣化速度は 2 倍になるといわれている。”また“◆高温で

高湿な状態は、カビの生育を促し、虫や有害小動物の温床となる。◆低温（温度 10℃以下）

で高湿かつ空気の流れが悪い状態では、湿気が高くなり、ついにはカビが発生する。”さらに

湿度の影響としては“◆70%以上だと、低温であっても生物被害の危険性が高くなる。空気の

循環が乏しい場所では相対湿度 60%を超えてはならない。空気の循環がよくてもカビを生や

さないためには 65%を超えてはならない。”とある。上記 4 部局で最高温度、湿度はいずれも

8 月に 36.7℃、85%を記録している。最高温度を記録したのは人文科学研究所、最高湿度を記
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録したのは理学研究科図書掛であり、1 箇所で最高値を記録したのではないにしても、表のデ

ータは人文科学研究所を除く 3 部局で 8 月、7 月に年間での最高値に近い高温多湿状況を示し

ている。このデータはまさにカビなどの生物被害の危険性が極めて高い状態であることを示し

ている。 
 表によれば、温度差は 33.6℃、湿度の差は 62％である。温度差については人文科学研究所

において最高、最低温度を記録している。同一書庫内の記録であるかどうかはアンケートから

は判明しがたいが、同一部局内であるところから、書庫環境はかなり温度の変化が激しいので

はないかと思われる。最低湿度を記録した人間・環境学研究科総合人間学部図書館も自己最高

湿度 84％を記録している。温度、湿度とも紙資料にとっては非常に劣悪な厳しい環境に置か

れている。 
 

参考 『IFLA 図書館資料の予防的保存対策の原則』では温度と湿度の変化が及ぼす影響に

ついて、“◆室内の水分量が一定ならば、室温が急に下がると湿度が急速に上昇し、結露が生

じる。場合によってはカビが発生したり、過剰な水分により別な問題が引き起こされたりす

る。”とあり、望ましい温度と湿度については“◆一般に、図書館資料を保管・利用する環境

は、暑すぎず寒すぎず、湿度が高すぎることも低すぎることも無いような安定した状態がよ

い。 ．．．◆もし温度が 20℃以上に上昇した場合は、湿度が望ましい水準を超えたり、低く

なり過ぎたりしないようにすることが非常に重要である。”としている。 
 また、 気象庁ホームページの京都 2006 年（月ごとの値）によれば最高気温が 20℃を超

える日があった月は 4 月～11 月の 8 ヶ月に及ぶ。 
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/ （2007.11.18.） 

 
 
１－H. E で＜１．いる＞と回答した方にお聞きします。担当者を決めていますか。 
 １－E.で温度や湿度を測っていると回答したところは 9 件である。そのうちでも担当者を決

めて温湿度を測っているところは 5 件である。 
 特定の個人を担当者に決める方法だけではなく、当番制にするなどして日常業務に保存環境

関係業務を組み込んで行きたい。 
 
１－I. 排水、空調のための配管の位置は確認していますか。 
 回答があった 35 件のうち、｢いない｣が半数を 1 件だけ超えている。学内において排水管の

事故が発生している。図書館（室）内の配管を知っておくことは配管の破損などが起こった時

の迅速な対応のためだけでなく、あらかじめ、事故の場合の影響を受けにくい配架をするなど

予防的な対策をとることができる。 
 排水、空調設備などの管理担当部署である経理掛や会計掛の担当者にも設備関係の資料への

影響が大きいことを理解しておいてもらえるよう図書館（室）担当掛からの働きかけが必要で

ある。 
 
１－J. その保全はどのように行っていますか。 
 回答数 32 件のうち｢定期点検｣を行っているのはわずか 6 件である。18 件は｢異常時に対応｣

と回答している。水漏れなどの事故が起こってからでは資料が水を被ってしまう等、その手当
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てには費用や時間がかかり、利用ができないなど様々な損失を被る。｢定期点検｣によって事故

の発生を未然に防ぎたい。 
 
１－K. J の結果は図書館（室）に報告されていますか。 
 回答数 29 件のうち 21 件は報告されている。設備の管理担当は経理掛や会計掛であるが、

資料保存環境の整備に関しては図書掛との連携が欠かせない。図書掛から書庫環境保全に関し

ても管理担当掛として責任を自覚してもらうような経理掛や会計掛への働きかけが是非必要

である。 
 
 
２．清掃についてお聞きします。 
 資料に悪影響を与え、劣化を起すカビの発生や生物被害の原因の一つはこれらの発生の元に

なる汚染物質の書庫への侵入である。資料保存環境を清潔に保つことは環境保全の基本であり、

書庫の清掃は最も有効な環境保全手段である。 
２－A. 清掃は定期的に行われていますか。 
 回答数 42 件のうち定期的に行って｢いる｣が 28 件、その内訳は月１回が 8 件、年 2 回と週

１回が各々5 件である。 
 清掃はホコリなどの悪影響から資料を保護するために定期的に継続して行わなければなら

ない。『IFLA 図書館資料の予防的対策の原則』によれば“週 1 回清掃する”とされている。 
 京大の現状では週１回の定期的清掃が最多回数で 5 件、回答数のうち約 12％である。 
 
２－B. A で＜１．いる＞と回答した方にお聞きします。どのような清掃ですか。 
 A で＜１．いる＞と回答した 28 件中｢2.チリ、ホコリの吸引｣が最多で 24 件、次が｢3.拭き

掃除｣で 14 件である。チリやホコリは資料への直接の汚染の他、カビや害虫を呼ぶ元にもな

るので、回答されたように吸引するのが望ましい。 
 
２－C. 清掃はだれが行っていますか。 
 回答数 38 件のうち｢1.図書系職員｣が最多で 26 件である。また｢3.清掃業者｣も 10 件ある。 
書庫を清掃することは資料の状態を知ることができ、資料劣化の早期発見やそれらへの対策も

たてられる。清掃業者による場合は資料への関与の方法、現状報告などについて清掃業者との

打合せが必要である。 
 

参考 『IFLA 図書館資料の予防的対策の原則』では“清掃プログラムには、生物的、科学

的劣化を早期に発見するためだけでなく、資料の置かれている場所全体の状況を把握するた

めにも、資料の点検を盛り込むべきである。書庫の床や書架の清掃は、蔵書に十分配慮し、

資料や書架には触れないという指示のもとなら、専門の職員以外に任せてもよい。”とある。

 
２－D. C の清掃はだれが管理し、指導していますか。 
 回答数 31 件のうち 25 件が｢図書系職員｣である。２－C 問で清掃を行っているのも図書系

職員が多いことから肯ける。清掃の管理指導は資料に関する専門的知識をもった図書系職員が

行うべきである。この際にも施設管理担当の会計掛、経理掛との協力体制が必要である。 
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参考 『IFLA 図書館資料の予防的対策の原則』では｢害虫と有害小動物の被害防止｣につい

て“現在では、あらゆる資料保存プログラムにおいて、総合的害虫管理（IPM）を取れ入れる必要があると

理解されるようになっている。総合的害虫管理プログラムとは、具体的に次のようなものである。 

◆建物内に害虫や有害小動物がいないかどうか、定期的に観察する。 

◆清掃員から司書にいたるまですべての職員が、真新しい害虫被害痕や害虫の活動痕に注意を向け、発見し

たら報告するようにする。 

◆新規受入資料はどれも図書館内に入れる前に点検する。 

◆粘着性のトラップ(わな)を用いる。 ．．． ［以下省略］ 

◆生物学や虫・小動物の生態への理解を深めれば、害虫や有害小動物がいつどこで繁殖するのか、何を食べ

るのか、どこに住み着くのかといったことを推測するのに役立つ。 

◆被害のもとになりそうなものはすべて取り除くか、抑制する。― 理想的には、構内で飲食せず、建物内

に植物をいれないことが望ましい。 

◆清潔で、涼しく、乾燥しており、通気性のよい環境を維持し、害虫や有害小動物を導き入れない。 

◆害虫や有害小動物が建物内に入らないようにする。 ― ドアはきっちりと閉め、窓やドアには網戸を取

りつける。 

◆外灯にはナトリウム灯などの、虫を寄せ付けないものを使用する。 

◆清掃衛生プログラムを導入する。― ゴミは安全、適切に処分する。屋根裏部屋や地下室は定期的に点検

し、清掃する。”とある。 

 
３．図書館（室）所蔵資料の現状についてお聞きします。 
 ２問までは保存環境についての問いであったが、３問からは資料の現状についての問いであ

る。資料の劣化状況についてのアンケートであれば、酸性化、変色、破損など様々な問いが考

えられるが、今回のアンケートでは、近年の異常気象の影響もあってか、数年内に学内で資料

にカビが発生した部局が数箇所あったため、資料へのカビと鼠、害虫などの生物被害について

の回答を求めた。 

 
３－A. 過去数年以内にカビが発生しましたか。 
 回答数 40 件のうち｢した｣が 22 件で半数を超える。｢していない｣と回答した 18 件も過去に

おいてカビが発生し、菌が書庫内に存在していれば、少しの環境の変化でもカビが発生する可

能性大である。３－C.の問でも質問していることであるが、カビについては生息モニタリング

調査を実施して菌の書庫内での分布状況を把握しておきたい。 
 
３－B. A で＜１．した＞と回答した方にお聞きします。どのように対処しましたか。 
 回答数 22件中｢図書館(室)職員による除去・消毒｣と｢除湿機設置｣が各 13件で最多数である。

カビの生育条件の一つである湿気を除去するために除湿機設置は必須であるとの認識は浸透

し、実行もされている。他方、｢図書館(室)職員による除去・消毒｣の際、職員の健康を守る対

策はとられているのであろうか。各種のアレルギー疾患は近年増加傾向にあり、４０代以下の

年齢層に多いといわれている。 
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参考 厚生労働省大臣官房統計情報部が平成 16 年 6 月に発表した平成 15 年保健福祉動向調

査（アレルギー様症状の概況）によると「性･年齢階級別にみたアレルギー様症状の有無とそ

の診断があった者の割合」は 15～19 歳が 37.9%、20～24 歳が 36.4%、25～34 歳が 39.2%、

35～44 歳が 39.9%を示している。 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hftyosa/hftyosa03/kekka1-1.html （2008.2.27.）

 
３－C.  A で＜１．した＞と回答した方にお聞きします。カビ発生後、当該書庫の環境調査

をおこないましたか。 
 ＜１．した＞と回答した 22 件のうち、この質問への回答数は 18 件、そのうち｢行った｣と

の回答は 7 件のみである。カビへの対策の第一歩はカビの発生原因を突きとめることである。

そのためには環境調査が必要である。 
 
３－D.  A で＜１．した＞と回答した方にお聞きします。カビ発生後、書架移動を行いまし

たか。 
 ＜１．した＞と回答した 22 件のうち、資料の移動を｢行った｣のは 7 件である。資料に生え

たカビを除去、消毒した後は書架や部屋全体を乾燥させ、清掃を行ってから資料を戻さないと、

再びカビを発生させることになる。また、カビの発生しやすい環境であれば資料を他の場所へ

移動させる必要がある。 
 
３－E. 鼠、害虫などの生物による被害はありますか。 
 回答数 37 件のうち、｢ない｣との回答が 25 件で｢ある｣との回答を上回っている。しかし、

今後、資料内部に害虫の卵などがあるかどうかなどの精査を行ってより詳細に調査する必要が

ある。 
 
３－F. E.で＜１．ある＞と回答した方にお聞きします。どのように対処しましたか。 
 ＜１．ある＞と回答した 12 件の図書館（室）の内、未処置が 5 件で最多である。図書館に

おいて燻蒸剤として使われていた臭化メチルが 2004 年に使用禁止となった。以後生物被害へ

の対応は総合的害虫管理（IPM）を取るべきであるとされている。清掃などにより有害生物を

書庫へ侵入させない環境を整備することが必要である。清掃業者を入れる場合は図書館職員が

責任をもって清掃業者を指導することが重要である。 
 
４．意見･要望 
 18 図書館（室）から寄せられた。（）内の数字は同意見が寄せられた件数である。 
 主なものは 
１）書庫関係 
① 今回の調査を踏まえ、全学的な書庫整備の改修・移設・増設に関する具体的な要望を

とりまとめ、予算化に結びつける働きかけをしてほしい。（４） 
② 他の用途の建物を使用しているため環境が悪い。（３） 
③ 京大全体の保存書庫が必要である。（３） 
④ 除湿機や空気清浄機を設置すれば効果があるという具体的根拠がないので、研究室関

係の書庫には要求ができない。 



 7

⑤ 書庫環境について、どういうものが望ましいのか基礎資料が欲しい。 
⑥ 建物の構造上、完璧な湿度調整が難しい。せめてカビが発生しないような程度の空調

を心がけている。 
⑦ 保存環境整備がなかなか進まない。 

２）清掃関係 
① 経理掛と交渉して清掃契約を見直し、月一回の書庫の床清掃を盛り込んだ。契約に図

書館が関わってゆくことが必要だ。 
３）生物被害 
① 研究室書庫にカビを見つけ、点検を兼ねて図書館職員が一冊ずつ除去している。 
② カビ除去方法について、これで良いのか疑問をもっている。 
③ カビの大量発生時、専門業者に環境調査と実施方法の指導を依頼したところ、専門業

者に依頼するほど危険な作業を職員にさせるのか、というクレームがついた。 
４）その他 
① 京大ほどの大規模な蔵書を持つ大学図書館では学内の資料保存活動を先導し、何かあ

ったときに指導的役割を果したり、資料保存に有用な機材類の管理・提供を行う部署

が必要である。（３） 
② 移転予定があったが、無期延期になり、ダンボール箱に詰めた資料の状態が心配であ

る。（２） 
③ 現在、酸性紙化した貴重資料から順次脱酸処理を行っている。京大全体として予算を

取り、取り組むべきである。（２） 
④ 改修工事などのため資料を移転する際に資料への悪影響が心配。どのようにすれば良

いかアドバイスが欲しい。 
⑤ 環境保全のための予算も人力も獲得は困難である。 
⑥ 最低限取るべき対策を教えて欲しい。 
⑦ 学内の他館・室の被災経験や対策のノウハウを参照できるようにしてほしい。 
⑧ 他部局で取り組んでいる資料保存関連活動や関連の情報共有できれば自館の中・長期

的な保存計画に役立てられると思う。 
⑨ 資料による補修方法の指針が参考になる。 
⑩ 保存科学の分野は評価の定まっていない手法が多く選択の判断が難しい。 
⑪ 温湿度計、除湿機、掃除機、作業着、マスクなど環境保全に使用する機材について第

三者的な立場でのアドバイスが欲しい。 
⑫ 専門分野資料の国内センター的役割を担っているが、予算的、人的に及ばず苦慮して

いる。 
 
今後の環境保全への対策―結語に代えて 
 このアンケートには昨年度末の業務繁多時期にもかかわらず全学から回答をいただいた。 
この場を借りてご協力にお礼を申し上げる。 
 アンケートに寄せられた回答をまとめてみて、まず、感じたことは資料を保管している場所

の現状を把握する必要があるということである。予算要求の際などに数字として示すことがで

きるデータとして掴んでおきたい。 
 図書館(室)全体の移転、改築、耐震構造工事などのための一時的移転などで資料保存環境の

変化が京大全体でダイナミックに起きている。この際従前より少しでも良い資料保存環境を確
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保したいと考えても、具体的な設備や保管条件の要求をまとめることは簡単なことではない。 
21 部局が近い将来に書庫の増築･改築を予定していると回答している。図書館機構として資料

保存環境コンサルティングを各々の実情に合わせて行うべきである。 
 まず、資料保存環境保全の第一歩として資料保存環境の現状をデータとして示せるように温

湿度を自動計測によって把握することを提案する。全学に分散する 111 箇所の書庫は大小様々

であろうが、仮に 1 部屋に平均 4 個の温湿度自動計測器を環境条件の異なるところに設置す

ると、単価 3 万円の機器であれば 1332 万円の予算があれば全学書庫環境の科学的把握は可能

となる。 
 

参考 データロガー・おんどとり TR-72U 温度・湿度 各 1 チャンネルタイプ(USB) 
31,290 円（税込） 
（株式会社ティアンドデイホームページ http://www.tandd.co.jp/  2008.3.11.） 

 
 次に資料保存は図書館(室)だけで取り組むものではない。このことを図書系職員自身が自覚

し、図書館(室)の建物、設備などの管理担当掛職員への働きかけが必要である。図書館(室)資
料は一般書庫に収められている資料でも、将来へ伝える大事な文化財であることを理解しても

らい連携して資料保存にあたりたい。 
 要望にもあるように京都大学図書館機構としての資料保存への取組みが求められている。 
全学保存書庫と資料保存にあたる専門部署の必要性である。増築、改築などが頻発している現

在、新しい環境整備への対応に加え、工事中の資料の一時的保管をどうするのかに苦慮してい

る部局も多い。保存書庫の設立、保存担当部署設置など図書館機構でなくては実現しない全学

に渡る大事業である。 
 アンケート実施とまとめにあたって、附属図書館研究開発室調査研究員の指導の下に「図書

館資料の保存に関するワーキング･グループ」が設置された。アンケート結果は当ワーキング・

グループによって、まとめられた。このワーキング・グループが発展した形で今年度からは資

料保存整備部会が発足した。今年度からの資料保存整備部会の活動として「図書館資料保存環

境整備マニュアル」作成に取り組んでいる。すでにその一部は完成して、チェックリストによ

る調査を全学に対して行った。さらに、当アンケートにも要望が寄せられたカビ除去について

資料保存環境整備部会のメンバーが専門家による研修を受け、このメンバーが講師となり全学

のカビ除去研修会も検討されている。 
 資料保存を専門に担当する部署の設置が全学の図書館(室)、図書系職員から求められている

ことは先に記したが、現状では資料保存環境整備部会が、資料保存に関するさまざまな相談に

乗っている現実がある。京都大学における資料保存の取組みはすでに第一歩を踏み出している。

この歩みが止らないように、少しずつでも歩みつづけて行きたい。 
 
参考文献 
１）『IFLA 図書館資料の予防的対策の原則』 エドワード・P. アドコック編集 木部徹監

修 国立国会図書館翻訳 日本図書館協会 2003 年 
２）りーふれっと資料保存 ３基礎技術編 日本図書館協会資料保存委員会編・刊 2000

年 
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アンケート集計結果 
 
1. 書庫についてお聞きします。 
 
A. 書庫は分散していますか。 

 
1. いる 34

2. いない 7

 
（<1. いる>と回答した 34 件中。複数回答可） 

a: 図書館（室）と同じ建物内 18 

b: 地下書庫がある 21 

c: 教室・倉庫を転用している 10 

d: 貴重書庫がある 8 

e: その他 15 

 
 
<e: その他>のコメント 

文学研究科 ユーラシア文化研究センター（羽田記念館） 
教育学部 他部局の建物の一部を書庫として借りている〔2 箇所〕 
法学部 工学部 4 号館〔1 箇所〕 
経済学研究科 図書室と異なる建物内〔1 箇所〕 
理学部化学教室 理学部保存書庫・自然科学資料室 
理学研究科生物科学教室 別の建物〔2 箇所〕 
医学図書館 別棟（第一書庫・第二書庫）〔2 箇所〕 
農学研究科生物資源経済

学 
北部構内旧簿記研究施設書庫・学外に総合地球環境学研究所地下書

庫〔2 箇所〕 
人環・総人図書館 図書館と別の建物（地下）〔2 箇所〕 
エネルギー科学研究科 別の建物に研究室の書庫があり、図書室の書庫ではないが、実質誰

も清掃等しないので、図書室で行っている〔1 箇所〕 
人文科学研究所 別棟 
人文科学研究所附属漢字

情報研究センター 
3 建物に分散して書庫がある 

再生医学研究所 西館・東館 
原子炉実験所 プレハブの建物 
東南アジア研究所 別棟〔2 箇所〕 

【コメント】全学の図書館（室）の管理下にある書庫の総数は約 111 箇所である。 
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B. 近い将来（５年以内）に書庫の増築・改築・移転計画がありますか。 
 

1. ある 21

2. ない 19

 
<1. ある>と答えた部局名 

宇治分館 文学研究科 教育学部 
理学部地球物理学教室 理学部地鉱教室 理学研究科生物科学教室 
医学部保健科学 工学部地球工学科 工学研究科桂地球系 
農学研究科図書室 農学研究科生物資源経済学 人環・総人図書館 
フィールド科学教育研究セン

ター瀬戸臨海実験所 
フィールド科学教育研究セン

ター森林系 
人文科学研究所附属漢字情報

センター 
人文科学研究所 基礎物理学研究所 ウイルス研究所 
霊長類研究所 東南アジア研究所 地域研究統合情報センター 

【コメント】「ある」という回答が半数を占める。書庫の新設、改築にあたって設備や管

理についてのアドバイスを必要としている図書館（室）が全学の半数を占めていると考え

ねばならない。情報提供、コンサルティングは急務である。 

 
C. 書庫に空調設備がありますか。備えている機能について回答してください。 

 
1. ある 38

2. ない 2

 
（<1. ある>と回答した 38 件中。複数回答可） 

a: 冷房 25

b: 暖房 21

c: 換気 16

d: 除湿 27

 
 
D. C で<1. ある>と回答した方にお聞きします。空調設備を管理しているのは誰ですか。 

 
（C で<1. ある>と回答した 38 件中。重複回答 2 件） 

 

 
<3. その他>のコメント 

現在管理していない／無人の研究室書庫なので普段は誰も管理していない 
 

1. 図書系職員 29 

2. 図書系以外の職員 8 

3. その他 3 
※宇治：3（普段は自動運転、必要があれば図書職員や施設担
当が対応）→1,2 の重複回答にカウント 
※生態研：3（専門職員（総務担当）→2 にカウント

（※機種は別紙 1 を参照）
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E. C で<1. ある>と回答した方にお聞きします。温度や湿度を測っていますか。 
 
（C で<1. ある>と回答した 38 件中） 

1. いる 9

2. いない 29

 
（<1. いる>と回答した 9 件の詳細） 

a:自動データ測定器 3測定方法 
b:温湿度計 7

c:定期的に 5測定頻度 
d:随時 4

e:している 4記録 
f:特に記録していない 5

 
（a.自動データ測定器） 

人環総人：T&G おんどとり (TR-72U) 
人文研：温湿度データロガーおんどとり 
地域研：SK-L200THIIα 

【コメント】温度湿度計測･記録をしていると書庫にカビなどの異常事態が発生した場合

の処置に役立つ。書庫の温湿度計測･記録を普及すべきである。（特に自動データ測定器の

使用を推進したい） 

 
F. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。年間最高温度と最低温度は何度だったでしょう。各々

何月だったかも記入してください。 
 
G. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。年間最高湿度と最低湿度は何％だったでしょう。各々

何月だったかも記入してください。 
 
（E で<1. いる>と回答した 9 件中 4 件） 

 温度 湿度 

理学研究科図書掛 
28 度 8 月 

22 度 9 月 

85% 8 月* 

60% 9 月 

人環･総人図書館 
28.7 度 8 月 

9.7 度 1 月 

84% 7 月 

23% 12 月* 

人文科学研究所 
36.7 度 8 月* 

3.1 度 1 月* 

74% 11 月 

36% 8 月 

基礎物理学研究所 
26 度 7 月 

22 度 9 月 

82% 7 月 

35% 8 月 

*：最高最低値 

【コメント】最高･最低の差は驚異的な値である。G.湿度についても同様である。 
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H. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。担当者を決めていますか。 
 
（E で<1. いる>と回答した 9 件中） 

1. 決めている 5

2. 決めていない 3

無回答 1

 
 
I. 排水、空調等のための配管の位置は確認していますか。 

 
1. いる 17

2. いない 18

無回答 5

【コメント】排水などの配管破損での事故は頻発している。書庫管理者に対して配管位置

把握の必要性を啓蒙･教育する必要がある。 

 
 
J. その保全はどのように行っていますか。 

 
1. 定期点検 6

2. 随時点検 5

3. 異常時に対応 18

4. その他 3

無回答 8

 
<2. 随時点検>のコメント 

全部は把握していないが、一部分はわかっている 
<4. その他>のコメント 

教室の施設関係担当者が対応／特にしていない 
 
 
K. J の結果は図書館（室）に報告されていますか。 

 
1. いる 21

2. いない 7

無回答 12

 
<2. いない>のコメント 

部局の会計掛に報告している。設備の管理は会計掛。 
 
 

※コメントのあった東南ア研回答を<２.いない>とし、実際より＋１ 
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2. 清掃についてお聞きします。 
 
A. 清掃は定期的に行われていますか。 

 
28（重複回答 2 件） 

内訳：年 1 回 3 

年 2 回 5 

年 4 回 1 

年 6 回 1 

月 1 回 8 

月 2 回 1 

週 1 回 5 

週 2 回 3 

1. いる 

週 5 回 1 

2. いない 
14（定期的でない 1

件を含む） 

 
 
 
 
B. A で<1. いる>と回答した方にお聞きします。どのような清掃ですか。（複数回答可）           

 
（A で<1. いる>と回答した 28 件中。複数回答可） 

 

 
<4. その他>のコメント 

掃き掃除、モップ拭き／遡及入力と平行して資料の清拭を実施／書架のほこりと図書に付着したカビの除
去 

 
 
 
 
 

1. 床のワックスがけ 5 

2. チリ、ホコリの吸引 24 

3. 拭き掃除 14 

4. その他 3 

※図書館職員による清掃と清掃業者に
よるものがあるため複数回答があった 

※定期的ではないが清掃している
図書室 1 件（上記 A では 2）を含む 5

24

14

3

0

5

10

15

20

25

30

1. ワックス

2. 吸引

3. 拭き掃除

4. その他

いる
28

いない
14

年1回　3

年2回　5

年4回　1

年6回　1

月1回　8

月2回　1

週1回　5

週2回　3

週5回　1
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C. 清掃はだれが行っていますか。（複数回答可） 
 

 

 
 
D. C の清掃はだれが管理し、指導していますか。 

 
 

 
<無回答>のコメント 

ひとりなので、管理も指導もない 
 
 
3. 図書館（室）所蔵資料の現状についてお聞きします。 
 
A. 過去数年以内にカビが発生しましたか。 

 
1. した 22

2. していない 18

 
 
 
 
 
 
B. A で<1. した>と回答した方にお聞きします。どのように対処しましたか。（複数回答可） 

 
（A で<1. した>と回答した 22 件中。複数回答可） 

1. 図書館（室）職員による除

去・消毒 
13 

2. 専門業者へ除去・消毒依頼 1 

3. 除湿機設置 13 

4. 空気清浄機設置 2 

5. 未処置 5 

6. その他 5 

 

1. 図書系職員 26 

2. 図書系以外の職員 2 

3. 清掃業者 10 

無回答 8 

1. 図書系職員 25 

2. 図書系以外の職員 6 

無回答 9 

※宇治分館、教育学部はともに、A.2.定期的な清掃をしていない、B
無回答だが、C,D については回答ありのため、件数に加える。 
※清掃は「定期的に」という質問だったが、不定期に清掃をしている
図書館・室もあるため、C,D の回答は A.1. いる の数とは合わない。

※複数回答 2 件

※中間報告では 1.は 22 箇所となっていたが、再集計の結果、霊
長研はカビ発生なしだったため、中間報告の数を 21 件に修正 
※アンケートの自由記入欄より（回答は 1 で集計） 
医学部図書館では 7～8 年前に地下書庫が浸水したため資料がぬ
れ、カビが発生した。カビの除去は行っていないが、他の資料に
は広がっていない。研究室等から返却された資料にカビが付着し
ている場合があり、やはり除去作業できていない。

発生して
いない

18

発生した
22

1. 発生した

2. 発生してい
ない

2

13

1

13

5 5

0

2

4

6

8

10

12

14 1. 図書館員に
よる

2. 専門業者へ
依頼

3. 除湿機設置

4. 空気清浄機
設置

5. 未処置

6. その他
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各項目コメント 
経済学研究科 14 年度黴発生時 1 
医学部保健学科 カビのふき取りのみ 
附属図書館 MITSUBISHI KFH-P08R 
宇治分館 三菱除湿機 MJ-180VX 
文学研究科 日立 RD-564L Handy Dehumidfier New Compact 2 台

経済学研究科 日立 RD-18TX（18 年度黴発生時） 
医学部保健学科 HITACHI RD-18RX（地下書庫に 3 台設置しているが

効果は少なくカビが発生している） 
薬学研究科 象印（家庭用）除湿乾燥機 RV-HS62 ２台 
農学研究科生物資源経済学 PS 除湿機 DH08-R 
人環・総人 三菱製 MJ-180WX,日立製 RD18SX 
情報学研究科 ピーエス除湿機 DH-11B 
人文科学研究所 日立除湿機  RD-18TX 
基礎物理学研究所 従来の床置型に加えて、家庭用 3 台設置 
東南アジア研究所 すでに設置（全エリアではない。梅雨時に使用したのを、

年中使うようにした） 

3 

地域研究統合情報センター YANMAR 
薬学研究科 三菱空気清浄機 MA-806 4 
人環・総人 三菱 MA-805 

5 経済学研究科 18 年度カビ発生時、除去・消毒は未処置 
附属図書館 黴、環境調査依頼 
文学研究科 ほぼ全資料のページを開いて十分に乾燥させた 
エネルギー科学研究科 現在、図書館職員による除去・掃除中 
情報学研究科 図書の移動 

6 

基礎物理学研究所 天井に旋回扇を設置 
 

【コメント】カビが発生しているところは図書館員によるカビの除去・消毒を行い、除湿

機を設置したところが多く見られる。未処置のままの図書館・室もある。専門業者へ除去・

消毒依頼をした館は１館のみである。 

 
C. A で<1. した>と回答した方にお聞きします。カビ発生後、当該書庫の環境調査を行いましたか。 

 
（A で<1. した>と回答した 22 件中） 

1. 行った 7

2. 行っていない 11

無回答 4

 

※理学部中央図書館回答 「６．空調機のかけ忘れ」は原因のため省く
※中間報告時点での霊長研の修正ミス カビの発生なし。よって２、専門業者への依頼の数変更 

 行った
7

無回答
4

行っていない

11

1. 行った

2. 行っていない

無回答
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D. A で<1. した>と回答した方にお聞きします。カビ発生後、書架移動を行いましたか。 
 
（A で<1. した>と回答した 22 件中） 

1. 行った 7

2. 行っていない 13

無回答 2

 
 
 

【コメント】カビの対処について図書館（室）職員によるとの回答が第一位である。職員

の健康管理、書庫の状況改善のための調査が必要などの側面から考えると、専門業者への

委託の方向が望ましい。 

 
E. 鼠、害虫などの生物による被害はありますか。 

 
1. ある 12

2. ない 25

無回答 3

 
<1. ある>のコメント 

別棟にシロアリ発生（人文研） 
 
 
F. E で<1. ある>と回答した方にお聞きします。どのように対処しましたか。（複数回答可） 

 
（E で<1. ある>と回答した 12 件中。複数回答可） 

 

 
<4. その他>のコメント 

鼠の捕食等による直接被害ではなく、書庫近くにある実験用動物飼育室から排出される小動物の糞塵対策
として、現在研究所から営繕費用を要求している／ゴキブリホイホイ・ホウ酸団子を置いた／ゴキブリ用
ホウ酸団子を購入した／除湿機設置 

 
 
4. 図書館（室）所蔵資料保存に関連してご意見、ご要望、気になることがありましたら、

ご自由にお書きください。 
 
19 件 

1. 図書館（室）職員による駆除・消毒 3

2. 専門業者へ駆除・消毒等依頼 2

3. 未処置 5

4. その他 4

※中間報告での、附属図書館の
書架移動した⇒しないに変更 

※中間報告の際、理学研究科図書室が抜けていたため 18 件から 19 件へ変更 
※内容は別紙「京都大学図書館機構所蔵資料保存環境アンケート(4)意見・要望欄へ記入された
事項について」を参照

行った
7

無回答

2

行っていない

13

1. 行った

2. 行っていない

無回答
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京都大学図書館機構・資料保存環境調査 
趣意書 

2007 年 1 月 10 日 
附属図書館研究開発室 

堤美智子 
 
 高温多湿の我が国では文化財の保存面から、カビをはじめとする劣化要因への対策が緊

急の課題となっています。文部科学省では高松塚古墳、キトラ古墳でのカビ発生を重くと

らえ平成 18 年 6 月カビ対策専門家会合を発足させています。 
 
 学内でも、この数年間で数箇所の図書館（室）書庫内でのカビ発生や施設関係の事故な

どが起こり、図書館資料への悪影響が懸念されています。 
 
 世界中でここ数年間、図書館資料はまた、自然災害や戦争、内乱などの人的災害にも見

まわれています。国際図書館連盟は『IFLA 図書館資料の予防的保存対策の原則』を 1998
年に刊行しました。これは劣化資料への保存対策のみならず、日常業務のなかで資料保存

のために何を考えて、何をすればよいかを具体的に明示しているものです。「治療から予防

へ」、まず、資料が悪影響を受けずに済む環境づくりから取り組んで行きましょうという考

え方です。 
 
 利用者サービスに供するための図書館資料のうち、大半は紙に書写・印刷された紙媒体

のもので占められています。「酸性紙」化要因を持った材料で生産された紙を使って図書や

逐次刊行物が出版され始めてから約 100 年を経過し、図書館のみならず、資（史）料館、

博物館、美術館等の関連機関所蔵の紙媒体資料が一斉に大量に利用に耐えられないほどの

劣化を起こす時期を迎えています。 
 
 今回は緊急度が高いと考えられる保存環境（書庫環境）について現状調査を行います。 
 
 現状調査結果のまとめから、図書館機構として取り組むべき課題、また各々の図書館（室）

に適した最良の保存環境はどのようなものなのか、早速取り掛からねばならない緊急課題

は何か、実現可能な対策とは何かを提案する材料とします。 
 
 図書館資料は利用されるためのものです。現在から将来へ、利用を保障するための資料

保存ニーズ調査を全学的に展開し、今後の資料保存計画へむけた予算計画、業務指針の策

定などへつなげたいと考えます。 
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京都大学図書館機構所蔵資料保存環境アンケート 
2007 年 2 月 19 日 

図書館資料の保存に関するワーキング･グループ 
 

1) アンケートの趣旨 
今回のアンケートは趣意書（別紙）をうけて、附属図書館研究開発室のもとに設置さ   
れた「図書館資料の保存に関するワーキンググループ」が、保存環境の現状を調査目 
的としておこないます。集計の結果は今年度中に学内外に公表し（予定）、京都大学図 
書館機構全体の資料保存関係の情報交換の一助といたします。 

2) アンケートの主たる対象 
普通書庫（貴重書庫、開架図書室を除く資料の保管場所）とします。 

3) 回答方法 
各回答項目の該当する□にチェック（Word で回答される方は■に）してください。ま

た、語句は設問中の記入欄にご記入ください。 
回答用紙は、手書きの場合は学内便で、Word で記入された場合はメール（ノーツ）の

添付ファイルで送付してください。 
学内便宛先：附属図書館情報サービス課特殊資料掛 
ノーツメール宛先 : 660 図書館・情報サービス課特殊資料掛

（tokushu660@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp） 
4) 回答期限 

2007 年 2 月 28 日（水） 
 5) お問合せ先 

附属図書館情報サービス課特殊資料掛 美濃部朋子 （内線 2640） 
 
―――――【アンケート回答】――――― 

図書館（室）名                    

回答者氏名                      

連絡先（メール・内線）               （内線：    ） 

 

(1) 書庫についてお聞きします。 
A. 書庫は分散していますか。 

  □1. いる（いる場合、下記もお答えください。複数回答可） 
□a:図書館（室）と同じ建物内     個所  
□b:地下書庫がある      個所  
□c:教室･倉庫を転用している      個所 
□d:貴重書庫がある  
□e:その他                   

□2. いない 
B. 近い将来（５年以内）に書庫の増築・改築･移転計画がありますか。 

  □1. ある 
□2. ない                       
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C. 書庫に空調設備がありますか。備えている機能について回答してください。            

  □1. ある （ある場合、下記もお答えください。複数回答可） 
□a:冷房 機器名               
□b:暖房 機器名               
□c:換気（送風）  機器名               
□d:除湿 機器名               

  □2. ない                             
 
 D. Cで<1. ある>と回答した方にお聞きします。空調設備を管理しているのは誰ですか。 
  □1.  図書系職員   

□2.  図書系以外の職員  
□3.  その他                       

 
 E. C で<１．ある>と回答した方にお聞きします。温度や湿度を測っていますか。 

□1. いる  
測定方法 □a:自動データ測定器 機器名               
     □b:温湿度計 
測定頻度 □c:定期的に 

□d:随時 
記録    □e:している 

□f:特に記録していない 
  □2. いない 

 
F. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。年間最高温度と最低温度は何度だった

でしょう。各々何月だったかも記入してください。 
   最高        度          月 

                 最低          度          月 
 
G. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。年間最高湿度と最低湿度は何％だった

でしょう。各々何月だったかも記入してください。 
                 最高        ％          月 
                 最低          ％          月 

 
H. E で<1. いる>と回答した方にお聞きします。担当者を決めていますか。 
 □1. 決めている 
□2. 決めていない 
 

I. 排水、空調等のための配管の位置は確認していますか。 
 □1. いる 

□2. いない 
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J. その保全はどのように行っていますか。 
 □1. 定期点検 
□2. 随時点検 
□3. 異常時に対応 
□4. その他                 
 

K. J の結果は図書館（室）に報告されていますか。 
 □1. いる 

□2. いない 
 
 

(2) 清掃についてお聞きします。 
A. 清掃は定期的に行われていますか。 
□1. いる （いる場合、下記もお答えください。） 

頻度 a:    回／年 
b:    回／月 
c:    回／週 
d:その他    回 

 □2. いない 
 
B. A で＜1. いる＞と回答した方にお聞きします。どのような清掃ですか。（複数回答可）         

□1. 床のワックスがけ 
□2. チリ、ホコリの吸引 
□3. 拭き掃除 
□4. その他                 

  
C. 清掃はだれが行っていますか。（複数回答可）                

  □1. 図書系職員 
□2. 図書系以外の職員 
□3. 清掃業者 

  
D. C の清掃はだれが管理し、指導していますか。 

  □1. 図書系職員 
□2. 図書系以外の職員 
 

 
(3) 図書館（室）所蔵資料の現状についてお聞きします。 

A. 過去数年以内にカビが発生しましたか。 
□1. した 
□2. していない 
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B. A で＜1. した＞と回答した方にお聞きします。どのように対処しましたか。 
（複数回答可） 

□1. 図書館（室）職員による除去･消毒 
□2. 専門業者へ除去･消毒依頼  
□3. 除湿機設置 機器名               
□4. 空気清浄機設置 機器名               
□5. 未処置 
□6. その他                 

  
  C. A で＜1. した＞と回答した方にお聞きします。 
    カビ発生後、当該書庫の環境調査を行いましたか。 
  □1. 行った 

□2. 行っていない 
 
  D. A で＜1. した＞と回答した方にお聞きします。         
   カビ発生後、書架移動を行いましたか。 
  □1. 行った 

□2. 行っていない 
 
  E. 鼠、害虫などの生物による被害はありますか。                 

□1. ある 
□2. ない 

 
  F. E で＜1. ある＞と回答した方にお聞きします。 
   どのように対処しましたか。（複数回答可）                

□1. 図書館（室）職員による駆除･消毒 
□2. 専門業者へ駆除･消毒等依頼 
□3. 未処置 
□4. その他                 

 
(4) 図書館（室）所蔵資料保存に関連してご意見、ご要望、気になることがありましたら、

ご自由にお書きください。 
 
 
 
 
 
 
以上、ありがとうございました。 
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               参考資料 
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図書館資料保存環境整備マニュアル（書庫環境編） 

 
平成 19 年 10 月 25 日 資料保存環境整備部会 

                    平成 19 年 11 月 27 日 改訂 
 
耐震工事などで 5 年以内に移転計画がある図書室が増えており、新しい書庫の設置や既存

の書庫を増築・改装するにあたって、望ましい環境はどのようなものか周知することが求

められている。また、それぞれの所属図書館の設備について、人事異動の有無に左右され

ない継続した知識として、書庫環境を維持・更新できるようにしてもらう必要がある。 
ここでは、書庫のあるべき姿として、定期的にチェックすべき点を洗い出し、点検項目と

してまとめ、マニュアル形式とした。 

 

目次 

1. 建物について 

1.1. 建築概要 
1.2. 図面を手に入れる 
1.3. 建物の周り、中を歩く 

 外観・内部・施設の点検記録・その他 

2. 防災について 

2.1. 水について 
2.2. 火について 
2.3. 地震について 
2.4. 災害復旧について 

3. 書庫環境について 

3.1 温度について 
3.2. 湿度について 
3.3. 光について 
3.4. 空気（大気汚染・有毒ガス・塵芥）について 
 

付録 書庫環境チェックリスト（別紙） 
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1. 建物について 

図書館資料を保護するためにまず基本となるのが建物である。建物は、天気、汚染物質や

水に対する最初の防御になる。建物に関する事項（記録）を確認することは、防災対策に

繋がり、書庫環境を管理するための参考資料にもなる。自館に関する情報を集め、整理す

る。 
 
1.1. 建築概要 

 建物の築年数や増改築の有無を調べ、記録を残す。ある問題を解決するための増改築で

ある場合は、その問題を確認することにもなる。増改築の目的なども含め当時の記録を集

める。 
 

チェックポイント 
・現用建物の竣工年 
・建物の構造規模（鉄筋コンクリート、木造か？） 
・建物施設の変更（増築・改築）があったか？ 

（あった場合はその時期と目的・理由） 
・将来、改築の計画があるか？ 

（ある場合、施設・設計の担当者と資料保存に関わる要件について打ち合わせした

内容は？） 
 
1.2. 図面を手に入れる 

建物全体の図面、各フロアの図面を用意する。建物やスペースの問題を記録する。消火

器の位置を確認し、水の遮断が必要な場合に備えて配管を知り、重要なコレクションの位

置などの情報を記すことで後での調査にも役立つ。 
 

チェックポイント 
・建物の図面を持っているか？ 
・資料の保管スペースのほか、水周り、トイレ、給水管、配水管、空調設備などの位置

も確認する。 
・床の耐荷重を確認する。 

 
1.3. 建物の周り、中を歩く 

建物の周りを歩いて、外部の状態を評価する。 特に日常的な点検は、建物を良好な状

態に保つ維持管理の基本となる。建物の一般的な状態、問題発生時の状態、両者の記録が

残っていることが緊急時の対策に役立つ。点検することや記録することを推奨する。 
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チェックポイント 
外観 
・屋根に損害の兆候があるか？(亀裂、雨押え（水切り）、樋の破損など)  
・外壁に損害の兆候があるか?（ひび、塗料の剥離、水ぶくれなど） 
・排水溝はきちんと機能しているか? 定期的に掃除がされているか？ 
・天窓や換気口の防水シールやパッキンが劣化していないか？（水漏れなど） 
  
内部 
・建物(窓の周り、内部の壁、天井など)の中に水漏れの跡があるか?  
・結露があるか?  
・齧歯動物、昆虫、または、カビの痕跡があるか?  
 
施設の点検記録  
・建物(屋根、排水、配管工事)の点検は誰が、いつ、どれくらいの頻度で点検している

か？また、点検の予定表がどこにあるか把握しているか？ 
・建物に関わる過去の事故記録は保存されているか?  
記録内容：問題事象（いつ、どこで、なにが）、解決方法、現在の状態 
（天井の水漏れ、パイプからの漏出、洪水、ヒューズがとぶ、カビ） 

    
その他 
・図書館以外の施設（実験室、レストラン等）が同一建物にあるか？ 
・それらの施設によって、資料に危険がもたらされるか? （火災、化学事故、虫害など） 
 



26 

2. 防災について 

災害が起こった場合、一瞬で利用者、設備、資料に重大な被害を与えてしまう可能性が高

い。図書館設備の復旧、資料の補修、買換には莫大な費用がかかる上、稀少な資料、人命

など、取り返しのつかない場合も多々ある。災害を起こさせない予防策が重要である。 
 
2.1. 水について 

雨量の多い日本では、資料は洪水・台風による水被害を受けやすい。近年の異常気象に

よる豪雨で、その危険性は高まっていると言える。また、配水管の破裂、火災による放水

などで、資料が水損する可能性もある。水漏れと同時に漏電が起こる可能性もある。 
 

チェックポイント 
・止水栓の位置を確認しているか？ 
・ブレーカーの位置を確認しているか？ 
・床上 10ｃｍ以下の棚に資料が置かれていないか？ 
・除湿機の水受け機能は満水になったら自動で止まるか？ 
・除湿機の排水管はがたついていないか？詰まっていないか？ 

 
2.2. 火について 

火災に遭った資料の復旧はほとんど不可能である。空気の乾燥した時期などは特に注意

が必要である。 
 

チェックポイント 
・館内の火気のある箇所（ガスコンロ・喫煙場所など）を把握しているか？ 
・火災報知器は設置されているか？また管理担当者名や点検の頻度を把握しているか？ 
・消火機器（消火器・スプリンクラー等）の設置場所を確認しているか？ 
・消火機器が作動した場合、人・資料にどのような影響があるか把握しているか？ 
・トラッキングによる漏電・火災が起こらないようコンセント周りの清掃がなされてい

るか？ 
 
2.3. 地震について 

書架の転倒が起こった場合、資料自体が傷むのはもちろんであるが、利用者に危害が及

ぶ危険性がある。 
 

チェックポイント 
・壁際・独立式の書架・キャビネットには転倒防止対策が取られているか？ 
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・重量のある資料は下段に配架されているか？ 
 
2.4. 災害復旧について 

万一、災害が起こった場合、迅速で的確な措置を講ずることが被害を最小限に留めるた

めに重要である。48 時間以内の対応が望ましい。 
 

主な流れ 
①スタッフ・緊急連絡先への連絡 
②人命を優先。救助を手伝う。 
③安全を確保するため、電気・ガス・水道を切る 
④避難場所を用意し、被災場所の安全が確認できた後、復旧に必要な業者・機関への連

絡 
⑤被災した建物の環境を安定させる 
⑥復旧の過程を記録に残す 
⑦資料の保護を行う 
⑧被害の査定を行う 
⑨資料の重要度などで修復の優先順位を決めて作業を行う 
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3. 書庫環境について 

図書館には様々なメディアが一緒に保管されている。しかし、あらゆる資料に適した理想

的な温度と湿度、というものは存在しない。ここでは図書館になじみの深い、中身が紙で

てきている資料を対象とするが、革装幀の洋装本と和紙で作られた和装本でさえ、同じ数

値には設定できない。劣化を最小限に食い止める範囲、幅のある数値に留まる。 
紙のためには、常に低温低湿（温度 10℃以下、相対湿度 30～40％）が推奨されるが、現

実的ではない。京都の気候風土とかけ離れているし、第一、こんな条件を維持管理できる

だけの施設・財源は期待できない。また、図書館の資料は利用されることが前提である。

利用のたびに急激な変化にさらされると、かえって劣化が進行する。  
ここでは、「資料の劣化速度を抑制し、虫やカビの発生を抑えることができる水準」を目

標としている。 
 
3.1. 温度について 

常時 20℃±2～5℃の恒温に注意するよりも、夏の高温を避けることが重要。冬は暖房

を入れてまで 20℃にする必要はない。外気の温度変化や直射日光の影響を受けない、断

熱性のある施設であることに留意する。 
 

3.2. 湿度について 

相対湿度が重要である。相対湿度は温度により変化する。余分な水分が加えられない限

り、温度が上昇するにつれてその相対湿度は低下する。 夏の高温を避けるために冷房を

入れても、空調機に除湿機能がない限り相対湿度は上昇する。室温が急に下がると湿度が

急上昇し、結露が生ずる。 
温度と異なり、50%～60%の恒湿であるべき。栄養分が十分にある場合、80%の空間な

ら 2 週間、70%なら 3 ヶ月、65%でも 3 年間程度でカビが繁殖する。 相対湿度 65%以下

に保ちつづけることができないなら、カビを発生させないように十分に空気を循環させる

ことが不可欠である。扇風機でもカビの発生をある程度防ぐことはできる。  
 

チェックポイント 
・温度・湿度を定期的に測定し、記録しているか？ 
・除湿機能を持つ設備が導入されているか？ 
・空気が循環しているか？ 

 
3.3. 光について 

あらゆる波長の光は資料を劣化させる。光による被害は不可逆的でもどることがない。

また、光による影響は蓄積する。短時間強い光にさらされて受ける被害と長時間弱い光に
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さらされて受ける被害は同程度になる。中でも紫外線は最も有害で、照明には紫外線防止

型蛍光灯を用いたり、紫外線防止フィルター をつけることが望ましい。 
また、必要なところだけ点灯できる分割照明にし、不要な場所は照明しない、使われて

いないときは必ず消すように努める。照度は 50～200 ルクスでも十分と考えられる。 
 

チェックポイント 
・窓から直射日光が入らないか？ 
・窓にブラインド、カーテン、紫外線防止フィルムなどを付けているか？ 
・照明は分割方式か？ 
・紫外線防止に配慮した照明か？ 

 
3.4. 空気（大気汚染・有毒ガス・塵芥）について 

・有毒ガス（コンクリートから出るアルカリガスなど） 
空気清浄機を導入し、フィルターをまめに交換する。 

・塵芥 
「わたぼこり」が表面にたまると、ホコリが空気中の水分を吸収する。水分の中に

は空気中の有害ガスが溶け込んでいるので、結果として好ましくない薬剤で湿布さ

れたような状態になり、資料の劣化を促進させる。カビも当然、発生しやすくなる。 
 
 
 
 
参考資料） 
1) Patkus, Beth. Assessing preservation needs : a self-survey guide. Andover, Mass. : 

Northeast Document Conservation Center, 2003. （ISBN 0963468553） 
http://nedcc.org/oldnedccsite/selfsurvey/survman.htm 

2) 日沖和子 保存ニーズ調査：Preservation Needs Assessment(実践！資料保存の取り組

み)、 DJI レポート No.60 20041220 
3) IFLA「資料保存の原則」 
4) 文化財保存修復学会「文化財防災ウィール」 
5) 書庫管理に関するＩＳＯ規格 永村恭代 1146 217 1997 年 9 月 

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/ca1146.pdf 
6) ISO ISO 11799:2003 Information and documentation -- Document storage 

requirements for archive and library materials 
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A 建物について

QA-1-1

年

QA-1-2

QA-1-3

QA-1-4

QA-2-1

QA-2-2

QA-2-3

QA-3-1

QA-3-2

QA-3-3

QA-3-4 排水溝は定期的に掃除がされているか？

QA-3-5

　書庫環境チェックリスト

図面

外観

建物の構造規模（鉄筋鉄骨コンクリート、木造か？）

建物施設の変更（増築改築）があったか？

資料の保管スペースのほか、水周り、トイレ、給水管、配水管、空調設備などの位置も確認しているか？

建物の図面を持っているか？

この調査は、京都大学内の各図書館・図書室の書庫環境の現状調査と、今後の改善を目的に行なうものです。
実際に書庫の中を歩いて、項目ごとに現状をチェックしてみて下さい。
チェック結果はアンケート末で点数として反映されます。

ある場合、施設設計の担当者と資料保存に関わる要件について打合せをした内容

現用建物の竣工年は？

あった場合、その時期と目的理由

将来、改築の計画があるか？

建築概要

屋根に損害の兆候があるか？(亀裂、雨押え（水切り）、樋の破損など)

床の耐荷重を確認しているか？

排水溝はきちんと機能しているか?

外壁に損害の兆候があるか?（ひび、塗料の剥離、水ぶくれ）

天窓や換気口の防水シールやパッキンが劣化していないか？（水漏れなど）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

木造 鉄筋コンクリート その他
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QA-4-1

QA-4-2

QA-4-3

QA-5-1

QA-5-2

QA-5-3

QA-6-1

QA-6-2

その他

内部

施設の
点検記録

図書館以外の施設（実験室、レストラン等）が同一建物にあるか？

齧歯動物、昆虫、または、カビの痕跡があるか?

建物(屋根、排水、配管工事)の点検を点検しているか？

点検している場合、誰が、いつ、どれくらいの頻度で

点検の予定表がどこにあるか把握しているか？

建物に関わる過去の事故記録は保存されているか?

それらの施設によって、資料に危険がもたらされるか? （火災、化学事故、虫害など）

結露があるか?

建物(窓の周り、内部の壁、天井など)の中に水漏れの跡があるか?

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ
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B 防災について

QB-1-1

QB-1-2

QB-1-3

QB-1-4

QB-1-5

QB-2-1

QB-2-2

QB-2-3

QB-2-4

QB-2-5

QB-2-6

QB-3-1

QB-3-2

水

火

地震

消火機器が作動した場合、人・資料にどのような影響があるか把握しているか？

トラッキングによる漏電・火災が起こらないようコンセント周りの清掃がなされているか？

壁際・独立式の書架・キャビネットには転倒防止対策が取られているか？

館内の火気のある箇所（ガスコンロ・喫煙場所など）を把握しているか？

火災報知器の管理担当者名や点検の頻度を把握しているか？

消火機器（消火器・スプリンクラー等）の設置場所を確認しているか？

止水栓の位置を確認しているか？

ブレーカーの位置を確認しているか？

床上10ｃｍ以下の棚に資料が置かれていないか？

除湿機の水受け機能は満水になったら自動で止まるか？

除湿機の排水管にがたつき、詰まりがないか？

火災報知器は設置されているか？

重量のある資料は下段に配架されているか？

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ
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QB-4-1

QB-4-2

QB-4-3

QB-4-4

QB-4-5 避難経路を把握しているか？

C 書庫環境について

QC-1-1

QC-1-2

QC-1-3

QC-2-1

QC-2-2

QC-2-3

QC-2-4

あなたの図書室の今年の自己採点は 0 /41 です。

＊母数はQA-2-1以降の数（自由回答欄除く）

部局名：
この結果は保存しておき、環境改善計画・来年の調査の比較材料として下さい。

光

災害復旧

窓にブラインド、カーテン、紫外線防止フィルムなどを付けているか？

温度・湿
度

スタッフ・緊急連絡先への連絡網があるか？

復旧に必要な業者・機関のリストがあるか？

復旧に必要な資材を用意しているか？

窓から直射日光が入らないか？

照明は分割方式か？

チェック日：　　　　　年    月    日

紫外線防止に配慮した照明か？

復旧に必要な資材のメンテナンスをしているか？

温度・湿度を定期的に測定し、記録しているか？

除湿機能を持つ設備が導入されているか？

空気が循環しているか？

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ
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