
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

図書館資料保存環境整備マニュア
ル (マイクロフィルム編)( 図書館資
料保存環境整備マニュアル(マイク
ロフィルム編) )

京都大学図書館業務改善検討委員会 資料保存環境
整備部会

京都大学図書館業務改善検討委員会 資料保存環境整備部会. 図書館資
料保存環境整備マニュアル (マイクロフィルム編). 2010

2010-03

http://hdl.handle.net/2433/98051



図書館資料 
保存環境整備マニュアル 

（マイクロフィルム編） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 年 3 月 

京都大学図書館業務改善検討委員会 

資料保存環境整備部会 



図書館資料保存環境整備マニュアル（マイクロフィルム編） 

平成 21 年 9 月 17 日 資料保存環境整備部会 
 

 
マイクロフィルムは、図書館資料の中でも特に長期保存に適した記録媒体であるが、環

境整備が難しい資料だと認識され、管理面での積極的な取り組みが行われていない現状が

見受けられる。しかし、放置しておくと連鎖的に被害が広がる類の劣化現象も報告されて

おり、定期的な点検による異常の早期発見と、適切な処置が求められる。 
まずは所蔵するマイクロフィルムの種類と数量を把握し、その目的に沿った保存環境を

整えることから始めよう。 
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付録 マイクロフィルムチェックリスト（別紙）



 

1. マイクロフィルムの種類 

マイクロフィルムは、その形態や素材により様々な種類がある。それぞれの特徴を知るこ

とで、適切な利用や保存に役立てたい。 
 
1.1. 形態 

フィルムがロール状でリールに巻いてあるロールフィルムと、マイクロフィッシュな

どのシート状のものに分けられる。 
 
 ロールフィルム 
   リール式 
   カートリッジ式 ‥‥ロールフィルムをカートリッジに収納したもの 
 シートフィルム 
   マイクロフィッシュ ‥‥シート状のフィルムに画像を碁盤目状に配置したもの 
   フィルムジャケット ‥‥ロールフィルムを数コマ単位でカットし、透明なポケッ

トのついたシートに入れたもの 
   アパーチュアカード ‥‥ロールフィルムのコマを切り取りカードに貼り付けた

もの。カードに情報を書き込むことができる 
 
 

 
   リール式   カートリッジ式 マイクロフィッシュ フィルムジャケット アパーチュアカード 
 
 
1.2. フィルムの種類 

  撮影したフィルムの破損・汚損を防ぐため、通常オリジナルフィルムは保存用として

残す。オリジナルフィルムは画像の明暗や色を反転したネガフィルムであることが多い。

これをネガ状態のまま複製したものが DD（Direct Duplicating）フィルム、明暗や色を

反転して複製したものがポジフィルムである。閲覧者用には複製（デュープ）フィルム

を利用し、フィルムが劣化したら、オリジナルフィルムから複製を作成する方法が望ま

しい。 
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1.3. TACベースとPETベース 

マイクロフィルムは、ベース（支持体）に画像を記録するための感光乳剤が塗布されて

できている。図書館で主に用いられているのは銀・ゼラチンマイクロフィルムで、ベース

の素材によって TAC（トリアセテート）ベースと PET（ポリエチレンテレフタレート）

ベースに分けられる。 
ベースにセルロースエステルを使用した TAC ベースは、1950 年代から 1980 年代にか

けて主流であり、当時はその安定性が信じられていた。しかし 1980 年代後半に TAC ベ

ースの経年劣化が発見され、1990 年頃からポリエステルを使用した PET ベースへと全面

的に移行した。ただし、基本的にカラーマイクロフィルムなどは現在も TAC ベースを使

用している。 
 

 TAC ベース PET ベース 
ベース素材 セルロースエステル ポリエステル 
期待寿命 100 年 500 年 

見分け方 

指で簡単に引き裂ける 
フィルムに厚みがある 

光を通さないので黒く見える 

 

指で簡単に引き裂けない 
フィルムが薄い 

光を通すので明るく見える 

 

 
一般的に、適切な条件のもとで保存したとき、TAC ベースで 100 年、PET ベースで 500

年の寿命が期待できるとされている。しかし保存環境が適切でないと、TAC ベースはも

とより、TAC ベースに比べて安定しているとされる PET ベースも、カビの発生やマイク

ロスコピックブレミッシュ（2.3.参照）などの異常が起こる恐れがある。 
所蔵するフィルムを定期的にチェックし、種類と状態を把握しておくことが大切である。 
 

1.4. ジアゾフィルムとベシキュラフィルム 

  フィルムへの画像の焼き付け方の違いによって、銀・ゼラチンマイクロフィルム、ジ

アゾフィルム、ベシキュラフィルムの 3 種類に分けられる。図書館で所蔵する大部分は

も保存に適した銀・ゼラチンマイクロフィルムである。 
  ジアゾフィルムは、いわゆる青焼のフィルムベース版で、画像が濃紺色や青紫色であ

ることが多い。黒発色も存在し、銀・ゼラチンマイクロフィルムとの識別が難しいが、
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表裏どちらからも画像がベースに密着して載っているように見える（銀・ゼラチンマイ

クロフィルムは片方のみ画像がベースから浮き上がって見える）という特色がある。経

年劣化でフィルムが茶変色し、画像が褪色する。 
 

               
          ジアゾフィルムの例             茶変色したジアゾフィルム 

 
 

ベシキュラフィルムは、カルバーフィルムとも呼ばれ、乳白色の細かな気泡の集合体

で画像を形成している。気泡粒子が光を散乱して画像を形成し、光の入射側から見ると、

気泡の部分が白い画像に見える。他のフィルムに比べて非常に特徴的である。 
ジアゾフィルム、ベシキュラフィルムはともに複製コストが安価で、利用に供するこ

とを主な目的とする。光や熱に弱く、不安定で長期保存に向かず、またガスを発生する

懸念があるため、銀・ゼラチンマイクロフィルムとは隔離して保存するのがよい。  
 

チェックポイント 
・ 形態別におおよその所蔵数を把握しているか？ 

ロールフィルム（リール式 / カートリッジ式） 
シートフィルム（マイクロフィッシュ / その他） 

・ 所蔵するマイクロリーダーでそれらを再生できるか？ 
・ TAC ベースのフィルムを所蔵しているか？ 
・ ジアゾフィルム、ベシキュラフィルムを所蔵しているか？ 
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2.  フィルム劣化について 

マイクロフィルムを劣化させる要因は、一般的には、材料・現像処理・保存環境といわれ

ている。材料による要因には支持体の種類など、現像処理による要因には残留薬品・乾燥

条件など、保存環境による要因には、温度・湿度・光・酸化物質・還元的な物質による汚

染などが含まれる。現像処理については図書館における管理の範疇外であるため、ここで

は、材料と保存環境による要因について起こる劣化のうち、主なものを述べる。 
 

2.1. ビネガーシンドロームについて 

図書館で主に用いられているマイクロフィルムのうち、TAC ベースのものは、支持体

が徐々に加水分解し、その過程で酢酸を発生させる。発生した酢酸はフィルムを侵食し、

酢酸臭・波打ち・べとつき・癒着・ひび割れ・画像の崩れ・白い粉を引き起こす。 
加水分解を加速させる要因としては、高温・高湿があげられ、密閉容器に入れている場

合は、発生した酢酸がさらに分解を促進するという悪循環が生じる。いったんこのビネガ

ーシンドロームといわれる現象が発症すると、フィルムの巻き替えなどによる酢酸の放散

で進行を遅らせることはできるが、止める事は出来ない。発症したフィルムだけでなく、

まわりの TAC ベース、PET ベースのフィルムも傷めてしまう恐れがある。 
 

  
波打ちしているマイクロリール 

 

 
 
酢酸が析出して結晶化し、白い粉のようにな

っている。 
 
 

2.2. カビの発生について 

温湿度が高い場合、フィルムにカビが発生する可能性が高い。湿度が 60%以上の状態に

一定期間保管すると、乳剤・ベース、フィルムリールにも菌（糸状菌・白カビ）が発生す

る傾向がある。カビは乳剤に化学的な分解をおこしたり、ゼラチン部分をねばつかせたり

する。 
温湿度だけでなく、指の汗や油によるフィルムの汚れもカビの栄養源になりやすいため、

4/12 



 

保存環境や取り扱いには注意が必要である。 
 

2.3. マイクロスコピックブレミッシュについて 

空気中の酸素が原因で、ブレミッシュという現象が起きる場合もある。現像されたフィ

ルムの銀がさびて、微細な斑点が出来るもので、フィルムの透明部分や文字の部分に形

成される。高温、高湿、過酸化水素、オゾン、二酸化窒素、石油系塗料の揮発ガス、有

機溶剤、床清掃溶剤などが発生させる。 
 

2.4. その他 

取り扱いの不備やフィルムベースの劣化により物理的に破損している場合も多い。熱や

圧力などで画像が消えてしまったり、劣化した酸のため、フィルムのエッジが色褪せたり、

フィルム全体がピンクや青に変色してしまう場合がある。フィルム上に液体や透明な堆積

物がある場合は、難燃性のフィルムを作るのに使われた可塑剤が表面に染み出している可

能性がある。 
 
チェックポイント 
  ・ 所蔵しているマイクロフィルムについて、劣化症状が見受けられるか？ 

酢酸臭、波打ち、べとつき・癒着、変色、傷・割れ・画像の崩れ、微細な斑点

（マイクロスコピックブレミッシュ）・カビ、結晶状の白い粉、その他 
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3. 保存環境について 

マイクロフィルムの保存には、紙の資料と同様に低温、低湿でちりや埃の少ない環境が適

している。 
JIS Z 6009（銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法）で規定された保存のた

めの条件は次のとおりである。ここでは TAC ベース及び PET ベースのフィルムを同一の

場所で永久保存する場合、相対湿度 30～40％、温度 20℃以下を維持するのが望ましいとさ

れる。 

 
相対湿度 ％ 温度 ℃ 

相対湿度 ％  高 保 存 条 件 
 高 

セルロースエステル ポリエステル  
中期保存条件 60 15 30  25* 
永久保存条件 40 15 30 21 

* 理想的には、温度は長期間にわたって 25℃を超えてはならず、20℃より低い温度が望ましい。短期的な

ピーク温度は 32℃を超えてはならない。                 JIS Z 6009（1994 年改定） 
 

 

実際にこれだけの条件を整えるには膨大な経費と手間が必要で、多くの図書館の現状では

不可能であると思われる。保存用フィルムはこの理想値を目標に、できる限りでの低温、

低湿を維持するよう努力したい。 
 
 
3.1. 温度について 

空調を利用できないのであれば、夏の高温を避けられる場所を選ぶ。外気の影響をでき

るだけ受けない環境で保存するとともに、利用時に急な温度変化を与えないように配慮す

る。厳重な空調システム下に保存していても、利用の際に急激な温度変化にさらされると、

冷たいフィルムの表面に高温多湿の外気が触れて結露が生じることがある。 
 
3.2. 湿度について 

温度の管理が難しい分、相対湿度を低く、そしてなるべく一定に保つことで、フィルム

への影響を少なくする。 
日本の高湿度の自然環境の中では、保存箱や保存庫などを利用して積極的に除湿を行う

ことが必要である。地下室などは比較的涼しいが湿気も多いため、湿度コントロールがで

きない場合は地下での保存は極力避けること。 
利用を目的としたフィルムにおいても、カビが発生する恐れがある 60％を超えないよ
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うにする。逆に、15％未満の過度の乾燥はフィルムの脆化をまねくので注意する。 
また一度高湿の環境にあった場合、フィルム自体が湿度を吸い込んだままになり、低湿

の環境へ移してもカビが発生する可能性がある。湿度の変化に緩やかに順化させていく

必要がある。 
 

3.3. 空気について 

  長期保存のためには、空気は埃と汚染ガス除去のフィルターを通し、清浄に保つこと

が推奨される。少なくとも自動車の排気ガスや土埃などを遮断し、定期的に部屋を点検

してちりや埃をためないようにする。ちりや埃はフィルムに微細な傷をつけ、空気中の

水分を付着させる。排気ガスや大気中に含まれる酸性汚染物質（過酸化水素、オゾン、

二酸化窒素）、石油系塗料の揮発ガス、合成洗剤や接着剤（有機溶剤）などはブレミッシ

ュを誘発するため、部屋に持ち込まないようにする。保存場所を塗装する場合は、フィ

ルムを事前に移動しておき、塗料からの揮発物が収まるまで戻さない。 
  ビネガーシンドロームの進行やカビの発生を防ぐために、通気性を十分に確保し、空

気のたまる場所がないようにする。 
 
3.4. 包材について 

マイクロフィルムを傷や汚れから保護するほか、規定の温度・湿度を維持するために環

境に見合ったものを使用する。 
ロールフィルムは通気性のよい中性紙の紙箱に入れて保存し、キャビネット単位か部屋

単位で湿度を調整する。金属缶、金属リール、ゴム（残留硫黄）、酸性紙などは使用せず、

中性紙の紙箱や帯と、穴あきのプラスチックリールに交換する。また接着テープ、ボール

紙、漂白紙といったものも、フィルムの酸化を招くため、近くで使用するのを避ける。 
マイクロフィッシュの保存ケースは、ベース素材によって使い分ける。購入時からポリ

プロピレン(PP)製ケースに入れてあるものは、PET ベースであればそのまま保存できる。

ケースの目的はフィッシュの表面を使用時の傷から守ることであり、ケースに入れたまま

使用する。TAC ベースのフィッシュは、一枚ずつ通気性のよい中性紙のケースに入れ替

える。ただし使用頻度が高く、空気に触れる回数が多いものについては、劣化が発生して

いない場合に限り、傷からの保護を優先してポリプロピレン製ケースで保存するという選

択もある。 
 
3.5. 保存器材について 

  24 時間空調管理のできる保存室、保存庫がもっとも理想的である。経費はかかるが、

重要な資料であれば調湿キャビネットを設置するのも有効である。 
  一般的には、マイクロフィルムを保存箱に入れ、乾燥剤などで調湿した金属製の棚か

キャビネットの引出しに入れて保存することが多いと思われる。この場合、温湿度の点
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検や乾燥剤の入れ替えを定期的に行うことが重要である。 
  扉のない棚しかないときは、なるべく乾燥して通気性がよい冷暗所で、結露しやすい

外壁から離して設置すること。 
キャビネットも長年使用していると、引出し口のゴムやスポンジが劣化したり、錆が

発生することがある。これらもフィルムに悪影響を及ぼすため、一度点検しておくこと

が望ましい。 
    
 ＊乾燥剤と調湿剤＊ 

乾燥剤‥‥湿気を吸い取る（A 型シリカゲル、モレキュラーシーブなど） 
調湿剤‥‥余分な湿気を吸い取り、逆に湿度が低い場合にためていた湿気を放出する

ことで、湿度を一定に保つ（B 型シリカゲル、キープウェル、活性炭など） 
  様々な商品があるので、その特性を理解し、安全なものを状況にあわせて正しく使用

することが大切である。乾燥剤は一度にたくさん入れると湿度が下がりすぎる恐れがあ

るので、 初は湿度を計って様子を見ながら少しずつ追加していく。 
   

              
   穴あきリール、中性紙帯、中性紙箱           乾燥剤 

 
チェックポイント 

・ 温度・湿度は適切に保たれているか？ 
・ 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？  
・ ちりや埃がたまっていないか？ 
・ 汚染物質（揮発ガス、有機溶剤など）が周りにないか？ 
・ 保存箱、保存ケース周辺の通気性は十分に確保されているか？ 
・ 中性紙の紙箱を使用しているか？ 
・ 中性紙の帯を使用しているか？ 
・ 穴あきのプラスチックリールを使用しているか？ 
・ ゴム、接着テープ、ボール紙、漂白紙等を使用していないか？ 
・ キャビネット等にゴム、スポンジの劣化や錆などはないか？ 
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4. 対策と取り扱い方法 

マイクロフィルムの保存においては、自館にとっての重要度別の対策を採っていくことが

必要である。 
 
4.1. 重要度別に資料群を把握する 

重要度・劣化の具合・入手の難易度によって自館所蔵のマイクロフィルムをいくつか

の資料群（コレクション、自館複製資料等）に分けて把握する必要がある。マイクロフ

ィルム保存の基本は劣化予防であり、その資料群別に予防措置を施す優先度と内容を定

める。 
劣化資料が発見された場合も、どのような措置（再購入、クリーニング、修復、複製作

成、デジタル化などの媒体変換、低温下での長期的保存対策、ビネガーシンドロームを

発症したフィルムの別置・廃棄等）を講ずるかを資料群別に定めておけば、作業を効率

的に進めることができる。 
 
4.2. 劣化度のチェックと修復 

保管しているマイクロフィルムの素材が何かを判別し、酢酸臭の有無、目視で劣化の

確認を行う。劣化の程度と期待保存期間により、保管や修復の方法を選択していく。 
劣化したマイクロフィルムのクリーニングや修復については、手当すればある程度原状

に復することができる資料もあるが、劣化が進行したものは自館でクリーニングを行う

ことは困難である。その場合は業者に相談する必要がある。複製を作れる状態まで復元

することが出来る場合もあるが、マイクロフィルムの修復については研究が進められて

いる段階であり、劣化したマイクロフィルムは基本的に元の状態に戻すことは出来ない

と捉えておくべきである。 
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対策表 
Ｔ Ａ Ｃ フ ィ ル ム 劣 化 の チ ェ ッ ク と 対 策 手 引 き の 簡 易 フ ロ ー

 
 

（社） 日本画像情報マネジメント協会 
『マイクロフィルム保存の手引』より 

 
＊A-D Strips＊ 
A-D Strips は劣化したアセテートフィルムが発する酸の検出のために開発された指示薬

である。Bromocresol Green（ブロモクレゾールグリーン、略して BCG）という ph 指示薬

が表面にコーティングされている。水酸化ナトリウムにより、アルカリ性を示す色（青）

にしておいて、酸性に対して反応するようになっている。酸の量に応じて青から緑を経て

黄色へと変化する。（名前の A-D は【acid detecting：酸‐検出】という英語の頭文字である）
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フィルム周辺の空気中にどれだけの酸があるか、ということから間接的にフィルムの劣化

状態を測定するものである。ストリップを空気にさらしたあと、添付されている鉛筆に印

刷された判定カラーチャートの色と比べる。この判定の結果、これまでの保存状態で十分

なのかどうかが分かり、劣化している場合、その度合いに応じて複製する順番などを決め

るための情報になる。酢酸化の状態を A-D Strips で図る場合、レベル 1.5 を超えた資料は

急速に自壊が始まるため、複製することが推奨される。 

 

http://www.kms.gol.com/ads/ads.htm（A‐D Strips ―― マイクロフィルム（ＴＡＣ）・

映画フィルムの酸性劣化 測定紙 株式会社国際マイクロ写真工業社HPより） 
http://www.kms.gol.com/ads/adstripsj.pdf（Users’ guide for A-D Strips 日本語版より） 

 
 

4.3. 日常的なメンテナンスについて 

数年に一度フィルムの巻き戻しを行い、フィルムに日常的なメンテナンスを行う必要が

ある。空気を通すことで、発生している汚染物質や湿気を外部へ逃がす効果が得られる。 
フィルムの巻き戻しには手動の巻き戻し機などがよいであろう。マイクロリーダーにか

けると速度が速すぎるため、フィルムが劣化していても見逃しやすく、劣化したフィル

ムを更に傷めてしまう可能性がありあまり推奨できない。またフィルムの劣化した素材

がリーダーを汚染してしまう恐れもある。 
フィルムキャビネットやフィルム容器にモレキュラーシーブやキープウェルなどの調

湿剤・汚染物質吸着剤などを使用する場合は、調湿・吸着効果が切れたものを入れたま

まにならないようにし、交換した日時・次に交換する予定の日時を記載するなどが望ま

しい。 
 

4.4. 取り扱いについて 

少なくとも担当者はマイクロフィルムを扱う際、手袋をはめるなど日常の取り扱いに留

意する。素手だと、爪などでフィルム表面に傷をつけやすいだけでなく、汗や皮脂が画

像を汚し、カビの栄養源となる。ただし、ゴム手袋は使用してはならない。ゴムに含ま

れる硫黄と反応して、フィルムの銀部分が黒ずむためである。組成がわからない場合は、

起毛していない綿手袋を使用するのが望ましい。 
保管場所と利用場所に温度差がある場合、冷たい場所から暖かい場所に移す際に、フ

ィルムの温度が急激に上がらないように、発泡スチロールの箱に入れてしばらく置くな

どの、結露を発生させないための工夫が必要である。 
わずかでもビネガーシンドロームが発症すると、容器内にたまった酢酸がさらに分解

を促進させるため、通気性のよい中性紙の箱材・穴あきプラスチックリールを使用する

必要がある。発症が進んでいるが別置ができないフィルムの場合は、逆に密閉性のある
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容器に入れ、周りのフィルムに被害が及ばないようにする必要がある。 
光もマイクロフィルムを劣化させる要因のひとつである。キャビネットに入れることで、

管理上の便宜・温湿度を安定させる・光を遮るなどの効果が望める。 
フィルムを固定する場合は中性の紙バンドを用いるなど、フィルムに汚染物質を近づけ

ないようにし、マイクロフィルム保管場所を中心に空気清浄機を設置し、部屋全体の環

境を調整するのも効果がある。 
 

チェックポイント 
・ 自館のマイクロフィルムの内訳（重要度別）を把握しているか？   
・ 乾燥剤や調湿剤を定期的に取り替えているか？ 
・ 取り扱いの際手袋（ゴム手袋不可）を使用しているか？ 
・ フィルムの巻き戻しを行っているか？それはどのような頻度か？ 
・ フィルムに劣化が生じている場合、対策をとっているか？  
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3) 国立国会図書館収集部資料保存課『マイクロフィルム保存のための基礎知識』東京,
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図書館資料保存環境整備マニュアル （マイクロフィルム編）
付録　マイクロフィルムチェックリスト

この調査は、大学内の各図書館・室所蔵のマイクロ資料の現状調査と、今後の改善を目的に行うものです。
後まで回答いただきましたら、「完了」ボタンをクリックしてください。

回答内容を確認後、「送信」ボタンをクリックしていただいて終了となります。
★回答期限は、2009年10月30日（金）です。

図書館/室名をご記入ください。（必須）

回答者名をご記入ください。（必須）

連絡先のe-mailアドレスをご記入ください。（必須）

マイクロフィルムを所蔵していますか？（必須）

 所蔵している　 所蔵していない　

1. マイクロフィルムの種類

1-1. 形態別の所蔵数を回答してください。
　　 把握してない場合は、概数（例：約1000枚）を回答してください。
　　 所蔵していない場合は、「0」とご記入ください。

a. ロールフィルム　リール式 (単位：本)（必須）

b. ロールフィルム　カートリッジ式 (単位：本)（必須）

c. シートフィルム　マイクロフィッシュ (単位：枚)（必須）

d. シートフィルム　その他 (単位：枚)（必須）

1-2. マイクロリーダーを所蔵していますか？（必須）

 所蔵している 　  所蔵していない 　

 

「所蔵している」場合、マイクロリーダーで再生できる形態をすべて選択してください。

 a. ロールフィルム　リール式
 b. ロールフィルム　カートリッジ式

 c. シートフィルム　マイクロフィッシュ

 d. シートフィルム　その他
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1-3. TACベースフィルムの所蔵数を回答してください。

　　 把握していない場合は、概数（例：約500本、200枚以上、約50％）を回答してください。
　　 所蔵していない場合は、「0」とご記入ください。

a. ＴＡＣロールフィルムのリール数（必須）

b. ＴＡＣシートフィルムの枚数（必須）

1-4. ジアゾフィルム、ベシキュラフィルムを所蔵していますか？（必須）

 はい 　  いいえ 　

2. フィルムの劣化について

2-1. 所蔵しているマイクロフィルムについて、劣化症状が見受けられますか?（必須）

 見受けられる　  見受けられない　

 

「見受けられる」場合、以下に当てはまるものすべてにチェックをつけてください。（必須）

 a. 酢酸臭

 b. 波打ち

 c. べとつき・癒着

 d. 変色

 e. 傷・割れ・画像の崩れ
 f. 微細な斑点（マイクロスコピックブレミッシュ）

 g. カビ

 h. 結晶状の白い粉

 i. その他（具体的に症状をお書き下さい）

3. 保存環境について

3-1. 温度・湿度は適切に保たれていますか？（必須）

 保たれている　 保たれていない　

3-2. 温度・湿度を測定していますか？（必須）

 測定している　  測定していない　

3-3. 温度・湿度を記録していますか？（必須）

 記録している （記録している場合、方法・頻度などを記入してください）

 記録していない
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3-4. 除湿機能を持つ設備が導入されていますか？（必須）

 導入されている 　  一部導入されている 　  導入されていない 　

3-5. ちりや埃がたまっていませんか？（必須）

 たまっていない 　  たまっている 　

3-6. 汚染物質（揮発ガス、有機溶剤など）が周りにないですか？（必須）

 ない 　  ある 　

3-7. 保存箱、保存ケース周辺の通気性は十分に確保されていますか？（必須）

 確保されている 　  確保されていない 　

3-8. 中性紙の箱を使用していますか？（必須）

 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　

3-9. 中性紙の帯を使用していますか？（必須）

 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　

3-10. 穴あきのプラスチックリールを使用していますか？（必須）

 使用している 　  一部使用している 　  使用していない 　

3-11. ゴム、接着テープ、ボール紙、漂白紙等を使用していませんか？（必須）

 使用していない 　  一部使用している 　  使用している 　

3-12. キャビネット等にゴム、スポンジの劣化や錆などはないですか？（必須）

 ない 　  ある 　  使用していない 　

4. 対策と取り扱い方法

4-1. 自館のマイクロフィルムの内訳（重要度別）を把握していますか？（必須）

 把握している 　  把握していない 　

4-2. 乾燥剤や調湿剤を定期的に取り替えていますか？（必須）

 取り替えている 　  取り替えていない 　  使用していない 　

4-3. 取り扱いの際手袋（ゴム手袋不可）を使用していますか？（必須）

 使用している 　  使用していない 　

4-4. マイクロフィルムの巻き戻しを行っていますか？（必須）

 行なっている　(どのような頻度で行っているか記入してください)

 行なっていない
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4-5. 劣化が生じているマイクロフィルムへの対策をとっていますか？（必須）

 とっている 　  とっていない 　  劣化症状が見受けられない 　

 

「とっている」場合、どのような対策をとっていますか？

マイクロフィルムの保存に関して気になること、困っていることがあればご自由にお書き下さい。

※本チェックリストは放送大学ICT活用・遠隔教育センターが運営する「リアルタイム評価支援システムREAS
(Realtime Evaluation Assistance System；リアス)」を使用しています。

調査票：http://reas2.code.u-air.ac.jp/cgi-bin/WebObjects/REAS?t=10628
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