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研究成果の概要（和文）：本研究では、文化財のカビの被害の原因と問題点を明確にし、適切な調査法、カビの生理的
性質に基づいた制御法、施設の環境整備法について検討した。とくに津波で被災した紙資料等については、カビによる
資料への影響と人体への健康被害のリスクの双方について検討し、知見をまとめ広く公表した。また、寺社等や古墳な
ど環境制御の難しい現場における対策について検討を行い、常に高湿度にある古墳公開施設においては、紫外線照射等
と徹底清掃による対応を継続し、有効性を検討した。一連の研究を通じ、いわゆる博物館施設だけではなく、一般的に
微生物のコントロールが難しい場所でのカビの制御法に一定の方向性を見出すことができた。

研究成果の概要（英文）：In this research project, we aimed at clarifying causes of mold problems of 
cultural objects and specifying subsequent serious damages by the mold outbreaks. Also appropriate 
measures to detect mold problems, control measures based on physiological characteristics of molds, 
specific feasible ways for environmental modification were major topics. Especially tsunami affected 
paper based objects of the Great East Japan Earthquake 2011 were investigated in detail, from both 
aspects of damage to objects and risk on human health, and the results and information were promptly 
reported to public. Also detailed monitoring of microbes, both qualitative and quantitative, were 
performed in typical places of historic buildings or underground tumuli, together with analysis of 
temperature, relative humidity and absolute humidity. Based on the measurement data, specific control 
measures including environmental modification were taken, to be most appropriate to each circumstance.

研究分野： 保存科学

キーワード： 文化財　微生物劣化　カビ
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
 

 文化財の保存においては、プリベンティ
ブ・コンサベーション（予防保存）の考え方
に則ると、必要がなければ薬剤の使用などは
極力控え、環境条件の制御を第一に考えるべ
きである。このような基本的方針は、1998 年
に発行された国際図書館連盟（ＩＦＬＡ）に
よる冊子や、カナダ保存研究所（ＣＣＩ）に
よる Technical Bulletin などでも明確に強
調されている。環境条件の整備によるカビの
制御でもっとも基本となるのは、水分、すな
わち湿度を制御すること、カビの栄養源とな
る材料や、汚れ、ほこりなどを極力減らすこ
とである。 
 環境条件の制御の効果は自明ではあるが、
高温高湿なわが国においては、理想的な条件
に環境が制御された美術館、博物館などを除
いては、重要な文化財の保存を目的とした施
設であっても、必ずしも状況が十全に整備さ
れているとは言い難い。とくに、近年の予算
削減、効率化の影響もある中で現状では困難
に直面している現場も少なくない。 
文化財展示収蔵施設の現場での問題点と

しては、(1)カビの被害の可能性や危険性を
知りたい場合に、どのような調査が有効か、
またその調査結果から何がわかるのかにつ
いて、現場の担当者と施工業者との間で必ず
しも明確な共通認識が形成されていない。カ
ビが著しく発生したような場合、大切な収蔵
品のカビの被害だけにはとどまらず、観客や
職員の健康被害につながる危険性があるが、
どのような調査結果から危険だといえるの
か明確な基準が提示されていない。(2)60％
ＲＨ以下に湿度条件を維持すれば、カビの発
生は抑制されるが、現実にそのような条件を
整備することが難しい場合、どのくらいの湿
度でどの程度のカビのリスクがあるのかに
ついて、理論的な概要はあるものの必ずしも
実験データが多く存在しているわけではな
い。(3)修復材料やほこりがカビの発生に関
わることが大きな問題として認識されつつ
あるが、リスクがどのくらい増大するのかに
ついて、実験データが十分に集積されている
わけではない、などの状況が背景としてあっ
た。 
 
 以上をふまえ、本研究では文化財施設にお
ける有効なカビの調査のあり方・方法を収蔵
品への被害リスク、および人体へ健康被害の
リスクの両面から検討し、具体的にそれぞれ
の施設で何を改善すればよいのか、施設の環
境整備を含む制御方法を提示することを目
指した。 
 
２． 研究の目的 

 
文化財の生物被害のうち、カビによる被害

は高松塚古墳壁画のカビによる劣化の問題
を契機に非常に深刻な課題として認識され

ている。わが国の文化財は絵画、工芸品など
非常に繊細なものが多いが、カビによる被害
はその美観を損ね、また物理的、化学的な劣
化をも促進することからきわめて重要な問
題であり、その予防と制御が望まれる。本研
究では、文化財の展示収蔵施設におけるカビ
の被害の原因と問題点の実状を明確にした
上で、カビの生理的性質に基づいたカビの制
御、また被害の早期発見のための調査法、お
よび施設の環境整備のあり方についても研
究を行うことを目的としている。 
 
３． 研究の方法 

 
(1)文化財展示収蔵施設の現状把握および有
効なカビの調査方法の検討 
 文化財展示収蔵施設における収蔵品のカ
ビの被害、人体への健康被害リスクの両面に
ついて、カビの問題へ関心が高いいくつかの
文化財展示収蔵施設に協力を仰ぎ、施設にお
ける浮遊菌濃度、浮遊菌の種類、付着菌など
について施設の清掃状況、温湿度の状況など
とあわせて調査を実施した。また、現場の担
当者から得られた意見などをもとに、わかり
やすく効果的な制御法を確立することを目
指した。 
 収蔵品自体へ被害を及ぼすカビについて
は、これまでの文献立情報とも比較検討のう
え、そのカビが文化財や資料の材質の分解性
をもつかどうかを調べ、そのカビが該当する
資料に主要に発生した原因を明らかにする
ように努めた。また、人体への健康被害例が
報告されている Aspergillus fumigatus,  
Stachybotrys 属などのカビがどの程度検出
されるのか、また人体へ健康被害を及ぼすリ
スクのあるカビが検出された場合には、環境
衛生の面からどのようにすれば人体へ及ぼ
すリスクを回避できるかについて検討を行
った。 
 
(2)相対湿度とカビの発生の関係、修復材料
やほこりなどとカビの発生度の関係の検討 
 文化財展示収蔵施設においては、特に湿度
が高く、カビが恒常的に発生しているような
場所を除き、好乾性のカビが検出されること
が多い。このような好乾性のカビであっても、
60％ＲＨ未満では、生育しないことが知られ
ているが、最近の猛暑、高温多湿の状況のな
かでは、年間を通じて相対湿度を 60％ＲＨ未
満に保つことは簡単なことではない。そこで、
60％ＲＨ，65％ＲＨ，70％ＲＨ，75％ＲＨ，
80％ＲＨなどの環境条件で、文化財展示収蔵
施設で多くみられるカビが生育するには、実
際にどのくらいの期間がかかるのか、これま
でに検出されたカビの中から、重要な好乾性
カビを選定し、実験を実施した。 
 また、糊、膠などの修復材料が添加された
場合についても、そうでない場合と比較して、
どの程度、カビの発生の速度が早くなるのか
について検討を行った。ほこりなどの汚れに



ついては、有機物を含む微粒子が資料の表面
に付着している状態と考えられるので、まず
は有機物が直接的に付加された場合を調べ
ることとして、修復材料を添加した場合につ
いて検討した。 
 
(3)カビの調査と併行した施設の詳細な温湿
度環境の調査 
外気の影響が大きく、環境制御が難しい寺

社建造物などの現場においては、温度、相対
湿度をもとに、区画ごとの絶対湿度の値につ
いても詳細な調査を実施し、環境条件とあわ
せたカビのリスク評価について考察を深め
た。 
また、その環境を制御するための区画化や、

従来にはなかった方法での湿度制御の可能
性を検討した。 
 
(4)具体的な改善方法の検討 
代表的な問題点を抱えるいくつかの現場

において、調査結果をもとに、具体的に何を
改善すればよいのか、施設の環境整備の条件
設定や施設改修の方向性、薬剤の利用法とい
う点で、的確な方策に結びつく制御方法を検
討した。また、環境衛生という点でも、空気
清浄の観点から清掃や資料のクリーニング
に使用する掃除機に高性能フィルター付き
のものを使用することや、空気清浄機の使用
も視野に入れて、望ましい環境をできるだけ
低コストに実現できる方法を模索した。 
 
４． 研究成果 

 
(1)文化財展示収蔵施設の現状把握および有
効なカビ調査方法の検討 
 
① カビ調査方法の基礎的検討 
いくつかの文化財展示収蔵施設と協力して

浮遊菌濃度、浮遊菌の種類、付着菌などにつ
いて調査を実施した。浮遊菌調査とあわせ、
パーティクルカウンターによる粒径分布別の
粉塵調査を組み合わせ、それら調査の相関に
ついて検討を行った。 
パーティクルカウンターを用いた調査を実

施し、文化財施設を想定した試験的閉鎖空間
で粒径分布別の粉塵量と浮遊カビ数の相関性
を経時的に調査検討した。その結果、現場に
よってはエアーサンプラーによるカビ数との
相関性は粒径2-5μmで優位に相関している傾
向が見られた。 
 
② 被災文化財の保管・クリーニング作
業施設の浮遊菌環境の現状把握 
2011年の東日本大震災において津波で被災

した文書・紙資料の凍結乾燥、クリーニング
を実施している奈良文化財研究所等や東北地
方の自治体と協力して浮遊菌濃度、浮遊菌の
種類、付着菌などについて作業施設の状況を
調査した。被災文化財においてカビが発生し
ている文書資料のクリーニングを実施してい

る現場では、資料へのリスクの高いカビ、人
体へのリスクのあるカビ双方について調査を
進めた。 
濡れている時間が長かった紙資料では、資

料、人体にリスクがあるStachybotrys属のカ
ビが広範にみられた。乾燥が進んだ状況では
、Penicillium 属のカビによる汚染が進んで
いる場合もあった。また一連の調査を通じて
、津波で被災した文書・紙資料にはセルロー
ス分解能のあるStachybotrys 属や塩耐性を
示すPenicillium 属のカビが多く発生するこ
とがわかった。また、被災した日本画の掛け
軸や植物標本の台紙に発生したカビを調査し
たところ、やはりPenicillium 属のカビが多
くみられるという結果が得られた。海水で被
災した紙資料からは、きわめて高い耐塩性を
有するカビが分離されることがわかり、場合
によっては20％の塩分でも生育できるものも
あった。雨水や河川の氾濫などによる淡水で
の水濡れの場合と比較すると、津波被災資料
の場合は耐塩性という点で、検出される微生
物に強いセレクションがかかっていることが
明らかになった。 
カビで汚染された資料を扱ったりクリーニ

ングしたりする場所で人体への健康被害を予
防するため、防塵マスクや防護服、手袋など
の着用、作業場の区画化、粉塵のＨＥＰＡフ
ィルター式掃除機による吸引、空気清浄器の
導入など、具体的な対策を明確に示し、情報
公開に努めた。これらの情報は、報告として
和文、英文で出版するとともに、ホームペー
ジでも公開した。 

Stachybotrys 属のカビが発生した水損資料 

Stachybotrys 属のカビの顕微鏡写真 
（左下のバーは10μm） 



 
(2)相対湿度とカビの発生の関係、修復材料
とカビの発生度の関係についての実験の実
施 
60％ＲＨ～80％ＲＨの環境条件で、文化財

展示収蔵施設で多くみられるカビが生育す
るには、実際にどのくらいの期間がかかるの
か、好乾性カビや文化財を加害するカビとし
て重要と考えられるカビを選定し、実験を行
った。また、なんらかの修復材料が添加され
た場合にどの程度、カビの発生の速度が早く
なるのかについても同様に検討した。日本画
の紙本、絹本の試料を用いて実験を行ったと
ころ、膠着材がない場合はカビが発生するま
でにかなりの長時間を要するが、糊や膠など
の膠着材を使用した際、明確にカビの発生速
度が速くなることが示された。 
 
(3)カビの調査と併行した施設の温湿度環境
の調査 
 温度や相対湿度の計測値をもとに絶対湿
度の値を解析し、その結果を活用することに
よって、区画間の空気の流通の有無を知るこ
とができる。この情報を用いて、いくつかの
現場において、区画間の空気の流通の程度や、
外気から受ける影響の程度を解析し、最終的
に扉などによって空間を分離したり、空調や
換気をする際の外気取り込み率を、季節に応
じてしぼるなどの対策で環境を改善した。 
 
(4)寺社等や古墳など、環境制御の難しい現
場における対策についての検討 
微生物にとっての環境要因の制御として

の温湿度制御が実質不可能である、あるいは
困難な現場においてカビなどの微生物の発
生を抑制することは難しい課題である。寺社
などにおける文化財の保存環境において、冬
季にわざわざ温度を高くする必要性がない
場合、温度を制御せず、湿度だけを制御して
カビを予防する方法が望まれる場合も多い。
そこで、湿度のみを制御することを目的に、
既存のデシカント式除湿システムを低温環
境でも稼働できるようにする基礎的なシス
テムの検討を進め、そのシステムを用いた実
験が実施された。その結果、湿度が高くなる
梅雨時や夏季などに有効な対策になり得る
ことが示された。 
また常に高湿度にある古墳環境ではきわめ

て微生物が繁殖しやすい状況にあるが、でき
るだけ有機物の殺菌剤を使用せず、紫外線照
射などの方法で微生物制御を実施したのち、
徹底清掃を組み合わせる対応を試験的に実施
した。また、その有効性について評価を行う
ため、継続的にデータを収集した。数年にわ
たる微生物環境のモニタリングデータをもと
に、除菌清掃や各種対策の有効性を検討した
結果、該当する現場における微生物検出数に
応じて除菌清掃などの対策の実施の有無を決
定するための基準値を設定することができた。 
また、培養法、非培養法によってさまざま

な現場の菌類相について調査を進めたところ、
人体に対して病原性があることが報告されて
いる種を含むExophiala属などの菌類が石材
などから検出される場合があることも明らか
になった。このことを踏まえ、頻繁に作業を
行う関係者の装備についても望ましい対策を
考察した。 
 

(5)総括 
本研究の総括として、いわゆる博物館施設

だけではなく、空調設備を有しない施設、古
墳環境など微生物のコントロールが一般的に
難しい場所でのカビ等、微生物の制御法に一
定の方向性を見出すことができた。 
 東日本大震災で被災した文化財を保管す
る現場では、カビの発生がないかどうかの監
視やモニタリングがひきつづき課題となっ
ている。本研究においては、通常の施設に加
え、これら被災文化財を保管する施設に向け
ても、取扱いや管理上で注意すべき点につい
て、ホームページなどを通じ、要点をまとめ
た情報を順次提供することができた。また、
空調がない施設や常に高湿度下におかれて
いる古墳環境などにおいてカビの発生を防
止するために、文化財を保管する現場のセキ
ュリティや安全性にも留意しながら、かつ、
エネルギーコストを考慮しつつ、どのような
制御のシステムが望ましいのか、ひきつづき
検討が必要であると考えている。 
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