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本日の内容

• 生物被害（虫、カビとも）の予防や対処の諸手
法とその特徴について

• 東文研資料閲覧室で起きている事例と対応
の具体例



IPMに則った害虫管理
Integrated Pest Management

• 複数の防除法の合理的統合

• 害虫密度を被害許容水準以下に減少させ
ること

• 生態系のシステム管理

農業分野由来の考え方



文化財害虫 9目
シミ目 ヤマトシミ、セイヨウシミなど

ゴキブリ目 ヤマトゴキブリ、チャバネゴキブリなど

シロアリ目 ヤマトシロアリ、イエシロアリなど

バッタ目 カマドウマなど

チャタテムシ目 ヒラタチャタテなど

コウチュウ目 カツオブシムシ、ヒラタキクイムシ、
シバンムシ類など

ハチ目 クマバチ、クロクサアリ、
キゴシジガバチなど

ハエ目 イエバエなど

チョウ目 イガ、コイガなど



加害材質別 文化財害虫

<木材を加害>
 (建造物など) シロアリ、シバンムシ、ヒラタキクイムシ、カミキリム
シ、ゾウムシ、ナガシンクイムシ、キクイムシ、タマムシ、アリなど

(木彫像など) シバンムシ、シロアリなど
<竹材を加害> ヒラタキクイムシ、ナガシンクイムシ、シロアリ、カミキリ
ムシ、ゾウムシなど

<紙類を加害> シバンムシ、シミ、ゴキブリ、チャタテムシ、シロアリ
など

<乾燥植物標本、畳などを加害>
シバンムシ、ヒョウホンムシ、カツオブシムシ、チャタテムシなど

<羊皮紙、毛皮、毛織物、絹などを加害>
カツオブシムシ、イガ、コイガ、シミ、ゴキブリなど

<動物標本を加害>
カツオブシムシ、ゴキブリ、ヒョウホンムシ、チャタテムシ、シバンムシ、イ

ガ、コイガ、アリ、シミなど



棲息場所と対策

外部を歩き回る虫

ゴキブリ、シミ、カツオブ
シムシ類など

トラップでモニタリング可能

一生のほとんどを文化
財内部で過ごす虫

キクイムシ、シバンムシ
類など

見つけるのは難しい

X線透過撮影による観察、
Acoustic Emissionセンサー
なども応用されている

生態を良く理解して対策することが重要



生物被害対策

回避

遮断

監視

対処

見直し

犬走りの設置、登り勾配の入り口、湿度調整、清掃

扉すきまのシーリング

トラップ、資料点検、定期点検

化学薬剤のみに頼らない多様な処置法を知る

監視体制、管理体制の再構築



日常の予防対策
「害虫を入れない、持ち込まない」

• 衛生管理

生物の成育に不適当な環境条件にする

水分（相対湿度、資料の含水率）

温度

光

栄養分 などをコントロール



遮断

• 入れない

• 持ち込まない

• 拡げない

調湿能力の高い壁で
結露を防ぐ

調湿性能の高い箱に
しまう

薄葉紙

資料

ドアを閉める
孔をふさぐ

危険区域・・・回避/遮断

緩衝区域・・・清掃

管理区域・・点検

登り勾配



遮断／借用・貸出に伴う点検

目的 害虫の侵入を防ぐ
作業概要
梱包材料の監視 2～3日おきに
資料点検 3週間程度は隔離

あるいは、すぐに展示 まず清掃
2－3日おきに
木粉・虫殻がな

いか点検



監視／情報集積の一例

• 虫を見つけたら・・・

ラベル
Aさんの
机の上

拡大

発見日 発見場所

発見者 生死

その他特記事項

ラベル



監視／生物環境調査（モニタリング）

目 的 動き回る虫の監視
作業概要 粘着トラップによる監視
期間・頻度 決まった時期に決まった場所

広域調査

ポイントを絞った
長期の調査

粘着トラップは
かかったら回収

捕まえた日を
図面に記録・集積



害虫 発見！！

• 調査・記録

被害の広がり、被害の程度を把握

• 資料の隔離

被害の拡大防止

• 殺虫処理

＜被害があれば即処置、

被害がないのに処置するのは無駄＞



薬剤を用いない方法

• 低酸素濃度処置

酸素濃度0.3％以下

• 低温処置

－30℃以下

• 高温処置

55ー60℃

• 二酸化炭素処置

長期間、もっとも安全

設備投資小、
繰り返しの処置は不可

研究途上、もっともお手軽

ちょっと時間がかかる、
被覆(テント）で可

ゴ
ミ
が
出
る

消
耗
品
が
高
い



エスカルガゼット
（これは冊子用）

ＲＰ用酸素
インジケーター

シールするには、
重なり部分をしっかりと

脱酸素処理薬剤
ＲＰ（三菱ガス化学）

低酸素濃度処理
－小規模

• 繰り返し使用は２～３回程度

• そのまま引き出し・棚に収納

• 空気を抜かない



二酸化炭素処置 • 書籍、墨書には最適
• 民俗文化財への応用例多し
• 含水率の高い場合には注意



低温処理 • 繰り返しの処置には向かない
• 温度が常温に戻るまで絶対開封しない
• 自然史標本への応用例 多し

薄様紙などで
くるむ シ

ー
ル
、
ま
た
は

チ
ャ
ッ
ク
を
閉
め
る

一気に-30℃ヘ



高温処理 • 繰り返しの処置には向かない

• 綿布団、毛布などの処置に最適

• 自然史資料には応用例多し

• 巨大な民俗資料、建物にも応用
が広がっている（研究レベル）

中は黒、
外は透明な袋

毛布などの
保存資材の殺虫に

インク等の問題がなければ、紙の劣化
は相対湿度の影響が大きいので、55‐
60℃での熱処理で著しく劣化するとは考
えられていない



カビ被害防止のための日常対策

• カビが利用できる栄養源を減らす

– ほこりの除去、カビの死骸のクリーニング

1. 定期的な吸引清掃

2. 清拭

3. 塵埃の堆積防止

4. 清浄な空気の供給

5. 塵埃持ち込みの低減

• カビが利用できる水を減らす

1. 除湿

2. 送風



＜被害があれば即処置、
被害がないのに処置するのは無駄＞

• 活動中のカビである（臭気がある）

• 大面積でカビ発生

化学薬剤に頼らない処置を検討

化学薬剤による処置を検討

（公財）文化財虫菌害研究所の認定を受けた方法で行う
処置後はカビ死骸除去のためにクリーニングが必要



カビの処置

• 滅菌できる方法はガス燻蒸のみ

• 貴重書は、ガス燻蒸するか、カビの活性が落ちるまで
相対湿度60％RH以下で保管（2～3年）

• 殺菌消毒後にはクリーニングが必要（作業区画を確保）

• 取り換えられるものは紫外線殺菌も

ブッククリーナー 作業区画 紫外線殺菌消毒器



カビ処置の際の注意

• アレルギー 殺菌しても反応

• 病原性 日和見感染に注意

綿のマスクで良い
（分厚いもの）

作業着を着用
（頻繁に洗濯）



事例紹介

東文研の閉架書庫



2014年のカビ被害

• 明治期に刊行され
た和書（布装本）の
背や溝

• 19世紀以降に刊

行された洋書（皮
装本、布装本）の
背・溝・天

• 漢籍の帙の表面



カビ被害場所



クリーニング

• 対 象： 書庫3階 約3200段（幅85cm書棚の段数）

• 作業日時： 平成26年12月25日 10時～17時
• 作業従事者： 職員10名
• 用 具：

使い捨て式防じんマスクX‐3562 DS2（日本バイリーン）、
アイソレーション・キャップFR‐211（ファーストレイト）、
NEWアイソレーションガウン 004‐40951（イワツキ）、

クアラテックス手袋 8‐4053‐01（アズワン）

消毒用アルコール 83%Volumeエタノール、キムワイプ
S‐200（日本製紙クレシア）



カビ除去作業の詳細
• （1）カビの吸入や付着を防ぐため、作業者は必ずマス
ク・手袋・作業着などを着用する。

• （2）カビ状の物質を拭き取る
– カビ状の物質が付着した部分を、消毒用エタノールを含
ませたペーパータオルで清拭する。

– 汚れを広げないように、こすらず、一方向に拭き取るよう
にする。ペーパータオルは使用した面を折り込み、汚れ
のない面を常に使用する。

• （3）書架を清掃する
– かたく絞った雑巾で書架のホコリを拭き取る。次に、換気
に注意しながら消毒用エタノールを含ませたペーパータ
オルで拭く。書架周辺の床も、忘れずに清掃する。

• （4）作業の後に手袋・マスクは使った面を内側にして、
付着したカビが飛び散らないようにそっと外す。外した
手袋・マスクはゴミ袋に密閉して処分する。



一斉清掃

• 各書架最下段の下部に溜まった塵埃の除去

• 書庫の壁面・床面

• 書架、照明器具のエタノール清拭

• 業者に委託して実施

– ３階書庫：平成27年8月17日～21日
– ２階書庫：平成27年9月14日～18日



除湿器の稼働の目安を設定

• 当所の夏季の冷房運転での温度設定は22℃
• 土日は冷房運転がなく室温は30℃を越すことも

• 31℃60％ｒｈの露点温度は22℃を超え、月曜日

に空調稼働とともに、冷気が当たる場所で結露
することもあり得る

• 絶対湿度 10 kg/kg空気 を上限とした



絶対湿度 10kg/kg を上限とした管理例

温度 ℃ 相対湿度と除湿器の稼働

23 58％rh以上で稼働

24 54％rh以上で稼働

25 51％rh以上で稼働

26 48％rh以上で稼働

27 46％rh以上で稼働

28 43％rh以上で稼働

29 41％rh以上で稼働

30 40％rh以上で稼働

温度湿度等の記
録をみながら、除
湿器の稼働を決
めた



カビの発見

375nmの紫外線を放射するLEDライトを利用

・輝度の高いLEDライトが発見には適している
・斜光で確認

室内の蛍光灯ではよく見えない



カビの除去

書庫内に設置した掃除機と防塵フード

刷毛で払いながら、
HEPAフィルター付掃

除機で、乾かしたカ
ビを吸引



それでも、カビ被害は続く
• 特に、②の場所でよく生える

• 集密書架に何か問題が？（研究は続く）
– 書架中央部多点で温度湿度を実測（1年間）

– 外周と比較

– 周囲に空間のある場所に

– 設置したが、「蒸れ」が見られた

• 自動化書庫は清掃できないので、監視も含め
てもっと大変かも（研究中）
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冬季のある1日‐集密書架の中央部‐

温度

相対湿度

書庫の空調設定は22℃40％ｒｈ
温度上昇とともに相対湿度も上昇
棚の場所で温度差、湿度差がついている → 特殊な環境



トラップ結果を見直そう
‐チャタテムシ 高湿度指標昆虫‐

高湿度の環境で発生

被害はそれほど大きくない

カビを食べているのでカビ対策が必要

シミ

チャタテムシに比べると、糊をばりばりと食べ
るので修理後の本や、ふすまなどの被害例が
顕著に

ゴキブリ 食害のほか、フン害も顕著



文化財虫菌害研究所の認定薬剤

効果、文化財への影響及び安全性 を確認

– 文化財虫菌害防除薬剤等認定規定

– 文化財虫菌害防除薬剤等認定に関する審査指
針

– 文化財虫菌害防除薬剤の文化財材料への影響
試験方法

http://www.bunchuken.or.jp/chemical/



文化財虫菌害防除薬剤（ガス燻蒸）の主成分

殺虫殺菌燻蒸剤

• 酸化エチレン

• 酸化プロピレン

殺虫燻蒸剤

• フッ化サルフリル

殺虫剤

• 二酸化炭素

CH2-CH2

O

SO2F2

CO2

沸点℃ 蒸気
密度

酸化エチレン 10.7 3-3.6

酸化プロピレン 33.9 2CH2-CH2-CH2

O

薬剤の残留に注意！



化学物質による障害の予防

特定化学物質

＜第二類物質＞

ガス、蒸気または粉塵の発散源を密閉する装置または局所
排気装置を設け、作業環境中濃度を一定基準以下に抑
制し、慢性的障害を予防すべき物質

酸化エチレン、酸化プロピレンが該当

＜第三類物質＞

特定化学設備からの大量漏洩事故により発生する急性的
障害を予防するため、一定の設備基準および管理を必要
とすべき物質

ホルムアルデヒドが該当



博物館・美術館・図書館における燻蒸作業後、
私たち労働者は守られているか？

事業者－労働者

博物館・美術館活動、図書館活動は、特定化学物質を取り扱
う作業を含む事業ではないので、事業者は特定化学物質
の取り扱いを根拠として法律的に罰せられない

業務として職員に燻蒸作業を負わせている事業者は、特定化
学物質の取り扱いに関わる法律を遵守する義務がある

労働者は労働安全衛生法の保護の下にある

建築物貸与者
燻蒸設備を委託業者に貸し出して燻蒸作業を請け負わせる
場合について、定期点検は必要



化学物質リスクアセスメントの義務付け
改正労働安全衛生法 H28/6/1～

• ハザード管理からリスク管理へ
– 国が危険な薬剤を指定し、規制をかけていた

– 危険有害性のおそれのある物質をすべて指定し、使
い方について事故が起きないよう、すべて事業者責
任に変更

• 業種・業態による指定
– これまでは製造業のみ

– 業種・業態によらずすべての事業者に義務化



リスクアセスメントの義務付け
改正労働安全衛生法 H28/6/1～

健康障害多発
（特定化学物質など）

約110物質

健康障害発生（使用量/使用方法）
約550物質

重度の健康障害・・・製造禁止 8物質

危険性・有害性が確認されていない物質・・・約6万物質

664物質一般消費者向け
製品には適用さ
れない



危険有害性を知り、リスクを評価

• 化学物質を製造する事業者のみではなく、取り扱う
すべての事業者（規模・業種の限定なし）が対象、
経過処置なし

薬品のラ
ベル表示

SDSで危
険有害性
情報

リスク
アセスメント

SDS: Safety Data Sheet
安全性データシート

GHS 絵表示



GHS
Global Harmonaized System of Classification and 

Labelling of Chemicals
• すべての化学物質を

– 危険有害性の項目ごとに、統一された基準で評
価

– 危険有害性の強弱（レベル）を「区分」で表す

• 区分1がもっとも危険

– 評価結果を 「絵表示」「注意喚起後」「注意書き」
などで示す



爆発性 発火性 他の物
質の燃
焼を助長

高圧ガス
金属腐食
皮膚・眼に損傷 摂取、吸引

で急性の健
康障害

環境に対
して悪影
響

単会・反復曝
露で特定の健
康障害

健康有害
性はある
が重篤で
はない



リスクアセスメントの進め方

危険性・有害性の特定

リスクの見積もり

リスク低減措置の内容の検討

リスク低減措置の実施特定

リスクアセスメント結果の労働者への周知



Waller, R. and T.J.K. Strang. 1996. Physical chemical properties of preservative 
solutions-I. Ethanol-water solutions. Collection Forum, 12(2), pp.70-85.

消毒用アルコールの有効性

引火性のある危険物



エタノールの危険有害性

危険有害性の要約 引火性液体/生分解性良し

応急措置 水で洗浄

保管 火気を避ける、冷暗所、通風

物理的および化学的性質

引火点 １３℃

爆発限界3.3～19.0vol％、

蒸気密度 1.59
（1より大きいので、床に溜まる）

廃棄上の注意

余ったものは焼却処分、容器は水洗してから廃棄

カビを拭い取った布等は・・・多量の場合は産廃へ



防虫剤に注意

• ナフタレンは特定化学物質第2類で、公共

施設内の労働環境としては、局所排気装
置内で使用すべき化学物質→すみやかに

使用中止を推奨（一般消費者向け製品と
しては規制なし）

• パラジクロロベンゼンは、ナフタレンに比べ
ると法規制は緩い（一般消費者向け製品と
しては規制なし）

• いずれも、気密性の高い容器内で使用す
べき物質、空間には置かないことを推奨



生物被害対策の見直し

• 被害がある→必ずどこかに原因がある

失敗を糧に、より良い状況へ改善を

館側

ペストコントロール業者 外部専門家

協調・連携

研修・
情報交換


