
学芸員が建設にかかわつた博物館…ブログもんじょ箱

ブ繭ゲもんじょ織
資料保存のあり方を考えます。

曲梨県立博物館のパックヤードツアー

収議庫の周囲は廊下で囲まLておJ、 外気の を受|す にくい こなつていま

装材に1ま、極力 まヽす。Jllえ 1ぎ、
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争 0月 に開館した山靭 総 燒 は″爾 無 こ鉢

    蒙 義
ました。保存科学担当学芸員の沓名貴彦さん1ま、施工段階
採用されました。日本の美術館口博物館では保存科学の学
穫電 熱 腑 F騒贅難琺重3驚
議鰯嶽熙鰭奮覇驚 後
る しらべる つたえる」・ の関連イベント
「バックヤードツアー」に沓名さんの案内で参
加しました。ツアーは定員20名 X4回開催さ

級き爾踵轟認 識 理繰塁ξF
ます。
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さ輩ざまな有書ガ網ま、講難電機離募黎t    爵畷践嘉馨り除くたわに中性能フィルター

が採用している各汚染物質の濃度基準 '*を下回ることができました。

鐵資料の種類や材貿に応じた8つの収蔵庫

度,自然・考古。フィルム・美術工芸・民俗 '一

量卜呻釉ざ纂酷旱咤蹟
:す。

畿嚢聾柑ば饗蒙蕪額響彙翼翻燻薇翡魂癬盤ξ整覆亀内に入らぬよう
前室も設けています。

図1 歴史収蔵庫

http://www.tOkushu‐ papertrade.jp/di91mOn/mon― b10g/2008/09/pOSt-18.html

鶴空気質と温湿度を徹底管理した収蔵庫

造りにしました。

2015/11/0〔



学芸員が建設にかかわった博物館 ―プログもんじょ箱

上図のベルトはオーダーメイドで設置しました。

爾トラツクヤードと燻蒸庫

曇颯赳疹孟ξ種鑽辣骰勒辮 ξ蟷露
県立博物館は、県内各地の文化施設と結びつき、権互に連携する「ハブ博物館」の役割が

あります。市町村から依頼の資料を燻蒸することも前提にして、燻蒸ガス1ま酸化エチレン

製剤を使つてしヽます。燻蒸は最小限にし、害虫トラップを仕掛けたり、毎日の手入れを実

施しています。(IPMの導入
**摯

)

資料を上下させることによる危険性を少なくするために、博物館は平屋建てになつてしヽ

事1嘲雪」I:「」if:ぜ愛鶴督[セjl慧
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配置しました。設計段階で、資料の動きを充分に考えたものです。

爾 鐘

燻蒸庫

圏その他の施設

霧富磐凸蒙5♂は駆亀変誉縁膊 堀刷
を導入、甲府縫光寺の重強化財、阿弥
つれました。(神谷 )
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図録『山梨県立博物館企画展 文化財を まもる・しらべる・つたえる』
〔85変形版、93p、 2008年プ月12日 発行 840円 )

率ネネIPM(lntegrated Pest Management総 合的有害生物管理 )

愛知県美術館の例(pdf 576KB):h雄 ,IⅢww,art,■lo,prこ OichiJp´Ⅲab・es/o●gave plf
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