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はじめに 
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           IIC photograph by Gary Black 
 
IIC と今晩のシンポジウムの講演者を代表して、ナショナルギャラリー、セインズベリー劇場まで

脚を運んでくださった皆さんに感謝したいと思います。そして、近年 IIC の新事業「２１世紀との

対話」シリーズ第１回によくおいでいただきました。今晩の本当の目的は、気候変動が文化遺産

に与える影響という非常に重要な問題についてここにおられる6人の専門家の討論を聞くことです

ので、ご挨拶はごく手短に済ませたいと思います。しかし、IIC の新構想「２１世紀との対話」シ

リーズが目指すものは何か、そして特に今晩の催しのポイントがどこにあるのかをはっきりさせ

ておくことは重要です。｢２１世紀との対話｣は、気候変動が引き起こしている現代のさまざまな

題に対して関心を高め、議論を喚起することを目的に立ち上げたものであり、そしてそれに焦

響されもするものです。 

問

点を当てた議論を促すために発足しました。この現代の問題とは文化遺産の保護に影響し、また

影
 



この第１回集会は、まさにこのことを目的とし、気候変動と、変化する気候が博物館資料に与え

る影響に焦点を当てます。 
 
このシンポジウムの結論は我々が当初に意図したものより幅広いものとなるでしょう。気候変動

のよ

を話して下さいます。スペ

トルのもう一つの側には知識の不 軟性を欠く人、さらには気候変動とその影響の存在そ

。この人たちは、落ち度があると

言い切れないまでも、いま博物館が直面している課題に無頓着です。彼らは、そもそも収蔵品

る

10 論を思

、むしろ挑戦です。保存の専門家が今後何十年かに間

いなく直面するはずの挑戦課題が山積しています。これらを解決するためには、どこでも行わ

、

遺産の危機となるのです。だからこそこの集会の開催にあたり

ミュエル・クレス基金は、講演者と演題の意味に高いご理解をいただきました。スザンヌ・デ

ール・ブース財団とブース文化遺産基金は、少なからぬ異論を無視してこの催しの実現を見守

マス・プリッツカーとハイアット・リージェンシー・ホテルには私がこ

この集会の重要性を認め、惜しみない援助を頂きました。

ュリアン・ヒルズとアント・ファーム・デザイン社にはプログラムに素晴らしいめりはりをつ

。気候変動

私たちに関わるものであり、強い協力精神を持って解決策を求めねばなりません。そのことに

があらゆる文化遺産に影響することは承知のうえで、今回はなぜ博物館資料だけにトピックを絞

ったかをご説明しておきます。気候変動と博物館の収蔵品との関係に関した研究はほとんどあり

ません。この円卓会議は、我々の知識と関心の間にある重要かつ巨大な溝を埋めることを目指し

ます。IIC は対話を始めることで更なる発展のための新領域を生んでいきたいと思っています。 
 
１つのスペクトル帯 うなものを想像してください。一方の端には専門的知識があり問題点を

熟知している人々がいます。彼らは取り組むべき問題が分かっておりその解決手段を探すことに

努力しています。そのうちの６人が今晩この会場で、専門的なご経験

ク 足や柔

のものに懐疑的な人々さえいます。このスペクトル分布をみると、専門性を欠く側に端に近い部

分にも相当数の文化財保存や博物館の専門家も含まれています

は

は博物館の建物に安全にしまってあ のだから、どんな気候の脅威も心配ないと信じています。

彼らは「どんな問題があり得るのだ？」と問います。そして「気候変動はとても大きな問題さ。

それに関していったい、保存修復技術者が何をできるというのだ？」とか「気候変動と天然資源

の保護が重大な問題なのは知っている。でも文化遺産の保護と私にそれがいったい何の関係があ

るのだ？」と言うのです。 
 
このことは地震被害から収蔵品を護るための 年ほど前の議 い起こさせます。「それはどこ

かの博物館のことだ、問題なし」。地震被害の緩和の分野では大きな進歩がありましたが、気候変

動の分野でも一層の進歩を望むのです。しかしながら、それをするためには、事業への協力と財

政支援をお願いせねばなりません。 
 
こうした無自覚派、懐疑派の方々からも、驚くほど多くの資金援助をいただきました。その方々

の役職名を申し上げるのは、非難ではなく

違

れているような従来型の資金援助では間に合いません。財政支援には、創造的精神と、ある種の

リスクを伴う善意が求められます。もし我々が直面する課題に無関心でいれば、我々自身の危機

我々が保存・保護せねばならない

多大なご寄付をいただいた皆様に深く感謝の意を表します。 
 
サ

ィ

っていただきました。ト

の集会企画書の準備を始める前から、

ジ

け、さらに今日のトピックを視覚的に表現するためのご協力をいただきました。アメリカ保存学

会は IIC が合衆国政府からの財政援助をいただくうえで大変なご協力をいただきました。そして

後に、アショク・ロイとナショナルギャラリーにはこの素晴らしい会場、セインズベリー劇場の

ご提供をいただきました。 
 
そろそろ討論に入ろうと思います。私は、この討論が、いま皆さまの前にあるプログラムの、さ

らには今晩という時間の枠を大きく超えて拡がりを見せてくれると確信しております

は

よって世界の文化財を救い、また変動する世界のさまざまな文化財を守る役目を持った私たちの

責任を果たす一助になります。 
では、今日の進行役、サラ・スタニフォースさんをお迎えしましょう。まさにこの問題に関して



彼女の疲れを知らない努力をご来場の皆様はよくご存じと思います。 
 
 
サラ・スタニフォース 

ナショナルトラスト 歴史遺産部長 

 

みなさま今晩は。むかしの職場であったこの場所に戻ってきてとてもうれしい気持ちです。今晩

司会進行役としてここにいるのですが、みなさんお分りのように今晩のトピックについて私は

、

場の皆さまから見て

手、 初にお話しいただくクリスティナ・サビオニ教授でいらっしゃいます。現在、イタリア

大気圏科学・気象研究所の研究部長であるとともに長いことＥＣの｢ノアの箱舟｣計画のまとめ

れます。｢ノアの箱舟｣って素晴らしい名前ですね、私に言わせていただけば、

しますが、それよりもいま現実に探すべきものが何かを示している

C 理事会のメンバーとして学会

ドン大学の

 

真中はジェームズ・レイリーさん、遠路ニューヨークのロチェスターからお越しいただきました。

画像保存研究所の所長でいらっしゃいます。右から２人目はマイケル・C・ヘンリーさん、アメリ

カのニュージャージー州にある Watson & Henry 社の主任建築技師でいらっしゃいますが、今晩の

プログラムが刷りあがった後でヘンリーさんはフィラデルフィアにあるペンシルバニア大学デザ

イン学部の建築担当助教に就任が決まりました。おめでとうございます。 後はこのパネリスト

の中でも著名の高い、ニコラス・セロータ卿です。このロンドンのテート美術館館長でいらっし

ゃいますが、2030年に北極海の氷がなくなるという話が現実になった暁にはロンドンで一番危機

に直面するであろう博物館の責任者でもあると、申し上げておきましょう。 
 
 
プレゼンテーション 
クリスティーナ・サッビオーニ教授 

気圏科学・気候研究所所長、CNR（イタリア）、EC「ノアの箱舟計画」責任者 

ルで大変な関

を呼んでいることを、私たちの共通認識としておく必要があります。でもこの関心は主に、環

威な

は

適役ではないと思います。でも、私がこの問題にかなり入れ込んでいるのは確かです。今晩の私

の役目は主役ではなくセレモニーの黒子です。私は、今晩の５人の素晴らしい講演者の皆様をご

紹介するとともに、客席のみなさんにもご意見を出していただくつもりです。今晩は、とても有

能なスザン・ヘーグさんに記録係をお願いしておりますので、発言をなさる方は 初にお名前と

もし所属先がおありの場合は機関名も名乗っていただくことをお願いいたします。 

 

討論の時間をできるだけ確保するためにも、この辺で５人のスピーカーの方のご紹介に入りまし

ょう。皆さま、たいへんお行儀よく、発言順に並んでいらっしゃいます。会

左

の

役をなさっておら

なんとなく古めかしい感じも

と思います。サビオーニ教授の右側がメイ・ケイサー教授です。II

内ではおなじみの方ですが、ロン 文化財保存学研究センター長であるとともに、新設

の AHRC(the Art and Humanities Research Council)の計画部長兼 EPSRC(Engineering and

Physical Science Research Council)科学・文化遺産研究部長でもあられます。 

 

大
 
気候変動に関しての座談会を始めるにあたり、気候変動が現在、政治と科学のレベ

心

境、産業、エネルギー、輸送、健康などの分野に絞られています。これまで文化遺産への脅

ど考えても来ませんでした。文化遺産はかけがえのない資産として後世に伝えていかねばなりま

せん。「ノアの箱舟計画」は気候変動と文化遺産の関係解明のために初めて生まれた組織です。 



 
 
｢ノアの箱舟｣計画はＥＣによる第６次研究フレームワーク計画の中で発足しました。この共同研

究に参加しているのはＥＵ加盟７ヶ国の１０機関で、内訳は大学が２、公的研究機関が６、保険

会社1、それに中小企業が1です。 
 
将来の気候変動が野外におかれた文化遺産に与える影響についてこれまでどんな研究が行われて

きたでしょうか？ まず、将来の気候変動に関するデータベースが作成されました。その基盤と

なっているのは気温変化の幅その他の気温ベースのパラメーター、降水量、 湿度変化の幅、

対湿度の平均値といった水分ベースのパラメーター、風速、風力などの風ベースのパラメータ

1990年の近

去、 ～2039年の近未来、 ～ 年の遠未来という３つの時間軸デ しました。

）、

ナリオA2（多元化社会シナリオ）によりました。このシナリオは適度に前 で楽観的な立場

をとっています。なお、全てのデータは対象をヨーロッパに限定しました。 
 
自然石、金属、木材、ガラスといった素材に対して、いろいろなダメージ関数を用いて、異なる

気候要因がさまざまな素材にひきおこす損傷を計量化してみました。こうして得たデータと関数

を使って、マップを作りました。様々な種類の影響ごとに30年間の平均を示す地図を作成したの

です。これから皆さんに「ノアの箱舟計画」の成果のいくつかの例をお見せしようと思います。 
 
（図は）相対湿度75.5％帯を示しています。このことによって塩−正確には塩化ナトリウムの結晶

化が起こり、それが物質の劣化を誘引します。皆さんも引き起こされる損害にお気づきでしょう。 
 

相対

相

ー、それに二酸化硫黄、硝酸、オゾン、酸性雨といった大気汚染ベースのパラメーターです。英

国気象庁のハドリーセンターが出すハドリーモデル通則（HadCM3）を参考に、1961～
過 2010 2070 2099 ータを抽出

2070〜2099年の30年間に関しては、ハドリーの局地モデル（HadRM3）も併用しました。未来の予

測データ作成は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）作成のSRES（排出シナリオ:2000発表

向きシ

 
 



皆さんがご覧になっている図は、遠未来、2070年～2099年の一年当たりに発生すると思われる塩

の結晶化の件数、そして私が述べている方法論を用いて予測されたヨーロッパ全域にどれほどの

事態が発生するかを図示したものです。 
 
大切なのは一年ごとの発生件数を知ることではなく、遠未来にはここで比較例としてとりあげる

1960年～1990年と比較して、塩の結晶化の発生状況がどう変化するかも無視できないのです。こ

の図はどのように変化が起こるかを図に示しています。ヨーロッパ全域で百年以上にわたって、

一年あたりの発生数が増加傾向にあることが分かります。 
 

 
 
屋外の遺跡に発生する累積生物量は、年間平均気温と降水量を用いてモデル化することができま

す。さらに、遠未来に関しては、局地モデルを用いて、1平方センチメートルあたりの量から総量

を推測したものをヨーロッパ全域について表示するとこうなります。 
 

 
 

ハドリーモデルから得られる気候パラメーターから表面ダメージを関数化すると、将来において



建築素材に生じる被害量を予測することができます。ここでご紹介するのは、降雨の影響による

石灰石の表面の損失——主として雨による石灰石の溶出を定量的に表したものです。雨の影響で

石灰石の細部が失われ、その結果として毎年マイクロメートル単位で石灰石が表面から薄くなっ

てゆくのです。いま見ていただいている地図は３つの異なる時期において、石灰石の表面の摩耗

がいかに起こり、いかに進行していくかを示しています。もっとも被害を蒙りそうな地域は中央

ヨーロッパ、ノルウェー、イギリス北部及びスペインであることがお分かりでしょう。 
 

 
 
温度の影響による被害はもう１つあって、それは気温が変化すると石―特に炭酸カルシウム系の

岩石に起こるものです。遠未来に関してはご覧のような地図が作られており、地中海周辺が全般

に も高いリスクを蒙り続けるであろうということが分かります。ただ、近未来においても遠未

来においても、温度の影響は中央ヨーロッパでより大きな脅威となるでしょう。 
 

 
 

「ノアの箱舟計画」の主たる成果のうちの一つが、「ヴァルネラビリティー・アトラス（被害予想

地図）」と「ガイドライン」です。 
 



 
 
「ヴァルネラビリティー・アトラス」には近過去から2１世紀後半に至るヨーロッパの気候変化予

想と、それに伴う建造物と文化的景観に対する気候変動の危険を示されています。ガイドライン

は気候変動に直面した文化遺産管理のための対応計画を提案して 
 

 
 
他の研究領域もありますが、我々の前にあるのは解答というよりも、未解決の問題なのです。こ

れからは、屋外環境に対して適用した方法論を屋内環境に拡大することも必要です。それにはま

ず共同研究です。それも全世界で行われなければならないのです。とりあえずヨーロッパから始

めましたが、いまや全世界に拡大しなければならないのです。 
 
 
メイ・カサール教授 
ロンドン・カレッジ・ユニバーシティ「持続可能な遺産センター」所長 
AHRC(芸術・人文科学研究評議会)/EPSRC（工学・物理学研究評議会）科学・文化遺産計画編成

者 
 
 気候変動と収蔵環境 
 
屋内の温度と平均湿度の変化に対応して収蔵資料が蒙る被害リスクについて一言お話しします。

あわせて、環境管理とエネルギー使用についても簡単に触れたいと思います。これは現在大変注

目されている話題ですから。 

 

気候が今より異常になったり不安定になれば、コレクションが蒙る被害も大きくなり、我々は、



保存環境と蒙る被害の関係について、今よりももっともっとよく理解しておく必要があります。

では、温室度変化に対する屋内での資料の動きは、これまでに私たちが聞き及んできた屋外の資

料と同じなのでしょうか？ 屋外資料は、皆さんご存じのように、降水量や風速、日照、バイオ

マスに影響されます。屋内の資料の場合には、バイオマスはほとんどありませんが。一方、屋内

の資料は温湿度の大きな振れとか異常値の出方、カビや汚染物質などが損傷の原因になります。 

 

被害を表すのに、サビオーニさんも利用していましたが、地質学者達がよく利用するのが「ダメ

ージ関数」です。ダメージ関数は、屋外の文化財に関わる科学系の研究者が、気候因子が建築材

料に与える影響を量的に表すときに使用しています。私たちが、気候変化と損傷の関係を理解す

るには考え方を段階的に変える必要があります。そうすることによってよりよき科学を利用した

コレクションの管理、環境条件の設定、エネルギーの使い方などの指針を決める根拠が出来ます。

より良き科学とは焦ってやるものではなく、豊かな可能性を持つものでなければなりません。 

 

文化財で使うダメージ関数のほとんどは、屋外環境での使用を前提として－たとえば化学反応に

よる劣化、寒暖の繰り返し、岩石・石材・煉瓦・金属・木材等に生じる凍結亀裂などです。これ

らをそのままの屋内の状態に適用しても役に立ちません。 

 

屋内環境における損傷に関して、我々は何を知っているのでしょうか。1998年、メクレンブルク

が木材の物性と膨張 年に、ヤキエラ

ブラタージ、コズ 像に与えるスト

反応を計測して相対湿度の許容変動範囲を定めました。同じ

ロフスキーらは、日々の相対湿度変化が菩提樹でできた木彫や

レスを図化して報告しています。この報告では、菩提樹はプラスマイナス20％までの変化になん

とか持ちこたえることが出来たと結論付けています。しかしながら 初から湿度が高いと、耐え

られる変動範囲は狭くなります。例えば、湿った木材が急激に乾燥する、具体例をあげると洪水

の後のような場合です。この研究は我々の屋内のダメージ関数を導き出すに当たっても、役に立

つでしょう。 

 
Ref: Jakiela, Bratasz, Kozl ology, 42, 21-37 (2008). owski, Wood Science and Techn

 

現在、分っていることは紙の劣化率が相対湿度ではなく気温（室温もしくはそれに近い温度）に

よるということだけです。2005年に出たストリッチとコラーの研究によると、収蔵庫の温度が4度

上昇すると、寿命が40～50％縮むといいます。現在のところ、室内温度において相対湿度に応じ

て生じる被害を予測できるデータがないので、室内の相対湿度上昇に伴って紙に生じる気候変動

の影響をモデル化することもできないのです。 
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WHAT DO WE KNOW ABOUT DAMAGE IN THE INDOOR ENVIRONMENT?

 
   Ref.  Strlic and Kolar (2005)

 

それでは、博物館資料のためのダメージ関数の構築をいかに進めるか、そして将来の気候変動が

こうした資料に及ぼす影響がどのようなものか、引き続いて検討することが出来るのでしょうか。

保存の専門家達はコレクションの物理的な状態について 高の知識を持ち、ある特定の収蔵品に

ついてもコレクションの点検データから も代表的な構成物質は何かを理解して、損害のリスク

回避します。これは博物館資料のためのダメージ関数を発展させるための良い出発点です。保を

存専門家、科学者、それにキュレーターが協力して、収蔵品の様々な材質のためのダメージ関数

を発展させるために、研究を進める必要があります。ひとたびこのことが出来れば、損傷と環境、

さらには環境とエネルギーとの関係をモデル化できるのです。 

 

HOW DO WE MAKE PROGRESS IN DEVELOPING DAMAGE FUNCTIONS?

 
 



私たちは変化を正しく測定しているのでしょうか、データは質的に十分なものでしょうか？  

10年以上古いデータを典拠とするのは難しいかもしれませんし、その質を判定することも難しい

でしょう。 近の温湿度データは入手可能であっても、計測方法が一定でありません。光量デー

タがあっても、累積量データではありません。大気汚染のデータはもっと厄介です。汚染物質に

は触媒作用があります。また汚染物質の収集方法はいろいろありますが、統一した測定方法があ

りません。こうした理由から、データを比較しても信頼できる結論を生み出すことが不可能なの

です。屋内のカビの発生をシステム的に調査した人もまだ一人もいません。 

 

例えば、建築環境の研究から私たちが利用できる知識はどのようなものがあるのでしょうか。私

たちは皆、いくつかの組み合わせ「モデル」を用いて、いま何が起きているかを理解しようとし

ます。 初は「ごく常識的に」、つぎに「概算程度」、表計算ソフト使用レベルと進み、 後に

室内の温湿度やエネルギー消費を予測するためにコンピュータを使った高度なシミュレーション

へと進みます。建築関係の材料特性その他の関連データを使ってモデルを校正しておけば、予測

値と実測値を比較することによってそのモデルの正しさが検証できます。 

 

WHAT KNOWLEDGE CAN WE UTILISE?
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。建築のシミレーションソフトは何が起こる

理解するために必要な数あるツールの一つにすぎません。 

 

 

ひとたびモデルの正当性が検証できれば、他のシナリオも検証することができます。例えば気象

の変動が室内環境に対してどのような影響を持つのでしょうか。空調システムの設定を変えると、

環境管理とかエネルギーの使用に何が起こるのでしょうか。モデル化は大きな内装木製品、紙そ

の他の大量文書などにも含水量の変化をシミレーションできます。しかし、モデルは単なる擬似

製品であって、現実のデータの代用ではありません

か

 

それでは、この気候変動の時代に環境基準を議論するにあたって、私たちは何を提示できるので

しょうか？ 保存の専門家として、私たちはエネルギーの使用に対して責任ある態度を求められ

ています。私たちの現在の知識をもってすれば、木や紙で出来た博物館資料のための環境基準を



まとめることは可能です。また建築環境やエネルギー消費の予測モデルを、例えば、現在及び未

の室内環境やエネルギー消費など様々な場面に適応することができます。 

件を変えること無く、化石燃料の使用量を減らすことができます。

ょう。例えば、世界各地を巡

する大規模な展覧会を減らすことを考えてもいいと思います。代替エネルギーへの切り替えも

現れると、文化資源の景観が多少は変化することを

知しておかねばなりません。環境基準を緩和することも可能でしょう。しかし、私たちがいま

レクシ ージ関数の開発にむけて、

。

は出来ないと私は信じています。 

変動と博物館資料の管理 

ための気温と相対湿度の分析

対する基本的な取り組み方は根底から変わりました。かつては、環境操作の理論的枠組みはハ

ていました。 
 

なので

って、それがどのようになるかは対象の性質と全体のベースとなる条件によります。しかしな

タ処理をすると、安定、不安定いずれの状態にあるもの

も、あらゆる環境条件について長所も短所も定量的に推定することができます。IPI（スタニフ

ォースさんが 初に紹介してくださった画像保存研究所のことです。我々は実際、保存技術に関

して出来る限りのサービスを提供しています。この仕事は写真から始まりましたが、今や環境に

まで広がっています）ではそうしたアルゴリスムを数多く開発し、「保存メトリクス」と呼んでい

ます。このアルゴリスムは収蔵された文化財にどれほどの被害が生じるかを、すぐに照会してく

れるので便利です。保存メトリクスは、時間に関係なくダイナミックに変化する環境の動きを総

来

 

私たちは、現在の環境設計条

私たちに関わりがあり、継続性にも関係する活動も注意してみまし

回

有りです。ただ、太陽電池や風力発電などが

承

分っていることを活用して、それらの相互関係を十分に理解したうえで、保存処理対策の選択肢

を可能な限り増やしていくこともまた必要です。 

 

たちは、コ ョンに使われる多肢多彩な素材に対応できるダメ私

科学者の方々と共同作業することができます。私たちは博物館の収蔵品だけではなく、地球環境

に対してもより責任を負った召使いになろうと努めています。現在、エネルギー問題が環境関係

の諸条件を変化させる外的な要因そのものですが、コレクションの損傷はまさに内的な要因です

一方無くしてもう一方を扱うこと
 
 
ジェイムズ・M. レイリー 
ニューヨーク、ロチェスター、画像保存研究所所長 
 
 気候
 
では始めさせていただきます。よろしいですね。ここでまず、今夜この大変興味深いシンポジウ

ムの一員として私を呼んで下さったジェリーと IIC に感謝を表明しておきたいと思います。今日こ

こまで聞いてきた話からも、博物館資料の管理が確かに地球規模の気候変動の影響を受けるとい

うことは明らかです。これから私がご紹介したいのは、博物館の環境を効率的に管理するという

課題に対し我々はいかに対応できるかについての、考え方の一部です。 
 
ここ20年間での予防的な保存研究の進展によって、文化遺産収蔵の

に

ロルド・プレンダーリースとガリー・トムソンの研究に基づいていました。彼らによる、室温一

定かつ相対湿度ほぼ50％という条件付きでの提案は、多くの博物館にとって立証済みの学説のよ

うな影響力を持っ

今日では、化学反応速度論や生物学、材料科学の研究の進展のお陰で、環境が収蔵資料にどのよ

うな影響を及ぼすかについて、我々はもっと微妙なことを理解しています。収蔵品の劣化につい

て科学的に検証された事実からは「1つの事実が全ての環境に当てはまる」という単純な見方は支

持されません。どんな環境も多かれ少なかれ様々な脅威が働き、互いに妥協しているもの

あ

がら、気温と湿度の影響を理解し、モデル化することにおいて我々は大きな進歩を遂げており、

かつてと違って環境を管理することができるのです。 
 
環境管理の 新機器を用いて、我々は温度と相対湿度を便利かつ正確に測定できるようになりま

した。コンピュータを使って複雑なデー

で



体的に把握できるので、例えばコレクションに起こった温度と湿度の変化がそれまでよりも頻繁

かつ大きなものであったときでも、何が起こるかについて一定の見通しが得られるのです。 
 
このように演繹的な環境測定を使って、資料の劣化過程を化学的・物理的・生物学的に研究する

ことによって、新しい博物館の環境管理技術がうまれます。多数の測定点からの温湿度データに

対応して、空調機の有効な運転方法を探せば環境管理はずっと楽になります。 
 

この管理方法は、地球規模の気候変動とエネルギー問題という課題に立ち向かうにも大いに役立

ちます。気候変動の影響はもちろん地域によって異なるのですが、収蔵品が新たな環境の影響を

受けるに当たっても、基本原理は一定で繰り返されるものだと想定できます。平均気温はほとん

どどこでも上昇傾向にあると思われていますが、異常温湿度の出現頻度が高まるだろうという予

測も常識になろうとしています。平均気温が上昇すれば化学的な劣化がより速まります。異常気

温、多湿・過乾燥に見舞われれば物理的・生物学的な被害の危険も大きくなります。ものが壊れ

たり、カビが生えたりするわけです。 
 
地球規模の気候変動に加えて、局地的な気候変動も起こるでしょう。主要な博物館は大都市にあ

ります。大都市の多くはコンクリートの塊が熱を吸収して溜め込むために「ヒート・アイラン

ド」現象を起こしています。ニューヨークはその一例です。建物の空調は、地球規模の気候変動

の根本原因―炭酸ガスの排出のことですが―であるとともに、ビルの所有者にとっても財政的負

となっているわけで、博物館でも可能な限り精確かつ効率的なやり方で館内の環境をチェック担

し、理解し、管理していくことが大切であり、責任でもあるのです。 
 

Climate ChangeClimate ChangeClimate Change
and Collections Careand Collections Careand Collections Care

• T and RH data from Central Park, NYC, NY from 2003-
2007 compared to composite data from 1960 - 1990

•• T and RH data from Central Park, NYC, NY from 2003T and RH data from Central Park, NYC, NY from 2003--
2007 compared to composite data from 1960 2007 compared to composite data from 1960 -- 19901990

Image Permanence InstituteImage Permanence Institute

• Modest 
increase in 

c

•• Modest Modest 
increase in increase in 
naturnatura
agi

a

球規模の気候変動が博物館資料に与える影響はどれ程大きなものとなるのでしょうか？ この

として我々がとりあげたのは、アメリカの５大都市で得られた

2003～2007年のデータと

んだ何年か分の平均 を比較してみました。近年のデータは

証拠を示しました。 

存メトリクスには、物理的な損傷、カビ、化学変化など様々な劣化が赤で表示されています。

分かりでしょう。それこそが温暖化の進

、高温・多湿の結果なのです。 

natural 
aging, 
mechani al 
damage 
and mould 
risk

al l 
ng, aging, 

mechanical mechanical 
damage damage 
and mould nd mould 
riskrisk

 
 
地

問いについて検討する１つの材料

屋外の気候データを先程述べた保存メトリクスで分析することでした。

1960～1990年の30年間から適当に選 値

確かに、以前よりも気温と露点、相対湿度が上昇している
 
保

年代が新しくなるほど赤の表示が増えることは容易にお

行



 
どちらも長期観測の平均値ですが、とくに異常ともいえる高湿度とか低湿度あるいは高温が引き

起こす変化は、少なくとも劣化の促進に寄与しているといえます。メトリクスでみると、自然劣

化と物理的な損傷のいずれにおいても、控えめながら重大な見過ごせないレベルで損傷が進んで

いることが推測されます。このデータをあまり重視しすぎてはいけませんが、気候変動が収蔵品

の状態に関しても設備機器に要するエネルギー費用に関しても良いニュースではないだろうとい

うことを確認するには役立ちます。 
 
将来に思いをめぐらすことを許されるならば、地球規模の気候変動が博物館資料の管理にもたら

すであろう課題は、現実で、重大なものになると思います。サイクロンやハリケーンによる被害

は別問題です。これらも頻度が増し深刻な問題にはなるでしょうが。気温や湿度条件の悪化、そ

れに極端な温湿度の変化が起こるでしょう。エネルギーコストの増加や収蔵品の劣化の加速とい

った形で目に付くものとなるでしょう。職員の人件費、エネルギー消費、設備投資などを 小限

に抑えつつコレクションの寿命を 大限に延ばすためには、従来以上の追加支出が必要になりま

す。環境条件の影響を定量的に測定することに基づいた管理方法が重要なものとなり、博物館は

然の気候条件に逆らうのではなく、やさしく自然と付き合う方法の探究が必要になるでしょう。 自
 
メトリクスと我々の研究方法をもっと知りたい方は、ウェブサイトhttp://www.pemdata.comをご覧

下さい。ご覧になったあと、自分で試してみることもできます。 
 
 

C・ヘンリー マイケル・

アメリカ建築家協会一級建築士 
ニュージャージー州ワトソン＆ヘンリー社建築家、 
ペンシルバニア大学、デザイン学部、建築科助教授 
 
気候変動：社会の求める環境と収蔵品のバランス 
 
私が考えたいと思うのは、コレクションの良き管理者であることと、博物館や文書館における温

湿度管理の問題点をもっと減らすにはどうすべきか、というジレンマです。ここでいう問題点と

化石燃料とエネルギー消費の関係です。昔ながらの建物を考えてみると、外壁は屋内環境の維

持管理に有効にとても有効でした。現代の建築では内部環境の管理システムに対する考え方は進

みましたが、外壁を活用する知識は失われてしまいました。外壁を有効活用した建物では採光や

自然換気、湿度調節が可能で、自然条件に問題がなければ、機械操作の必要はありません。「自

然条件に問題がなければ」という点はとくに強調しておきます。 

 

 温湿度変化の波や急激な変化のことも考えてみましょう。耐熱性や湿度調整能力の大きい建築

材料を使えば温度・湿度の変動を小さくすることが出来ます。気候条件が変わっても、対応能力

が高ければ、建築設備の占有容積とサイズを縮小できますし、容量が小さくなればそれだけ、必

要な場所の近くで設備を操作できることになります。温湿度の条件次第では、機械設備を全部取

り払って自然換気で済ますことも可能です。複数の空間や間仕切りを利用して屋外と屋内の大き

な温湿度差をなくすことも可能です。建物の外壁から入る熱エネルギーや水分変化のカーブを緩

やかなものに変えてやるわけです。 

 

この方法は、より小さな規模でも可能です。例えば、梱包材、部屋や収蔵庫の仕切り壁、あるい

は梱包用の木箱の中に資料を収めてあるような場合です。今週の初め発表があったシナイ半島の

聖カテリーナ修道院所蔵のイコンに関するレポートもその一例です。私たちがやろうとしている

ことは、こうした経験を建物レベルにまで拡張し、とくに屋内と屋外で条件が極端に異なる場合

に、建物の中での資料の配置を検討することです。 

 

は



カサール、レイリー両氏のご発表にもあったように、20世紀の収蔵環境基準は、エネルギーコス

トの節約と建築設備の効率という制約があっても、年々、厳しくなりました。「入手出来るもの

であれば、求めて、利用する」というのが常識でした。しかしスミスソニアンのマリオン・メク

レンブルクは、厳密な温湿度管理と、エネルギーコストの増加には強い相関関係がある、との報

告を出しました。確か、11年前の1997年のことであった、と思います。 近ペンシルバニア大学

のデイビット・アーティガスは、複数の歴史的建造物を利用した博物館の調査例から、エネルギ

ー消費と温湿度管理の相関関係を再確認しています。下のグラフは彼の論文、「歴史的建造物と

博物館における温湿度管理方法の相違による有効性とコストの比較」に基づいています。 

 

 
Source: D. Artigas, 2007.  Anne and Jerome Fisher Fine Arts Library, University of Pennsylvania Libraries 

 

確かに統計的には重要なサンプルではありませんが、ここで分るのは、金がかかる曲線の出現で

。驚くことではありません。この曲線が温湿度管理とエネルギーコストに当てはまるのです。

、

サール、レイリー両氏がすでに述べたように、データは不可欠です。しかし私が付け加えたい

は、ある建築物もしくは場所に特定した、信頼に足る、正確で、入手可能なデータです。私た

は、データを分析し、建築物が自然にどんな反応をしているかを解明し、温湿度管理を改善す

しれませ

、一週間以上連続発生する問題かもしれません。あるいは、毎日、周期的に発生する問題かも

す

おそらく私たちがいま求められているのは「コレクションの寿命を延ばすために、対費用効果を

考えて、必要かつ実現可能性の高い室内条件は何か」という問題を考え直すことだと思います。 

 

環境的基準との関係も見直しておく必要があります。基本的には測定の問題ですが、現実世界の

測定は器械精度、読み取り精度、正確さと統計処理に関わっています。しかし、屋内環境基準の

ことを述べるに当たって、測定誤差と統計処理に焦点が当てられていることはめったにありませ

ん。資料保存に必要な環境基準には、標準偏差、季節ごとあるいは１日ごとに許容できる振れ幅

１回限りの例外現象などに加えて、結果の判定に必要な厳密さの程度を含めるべきです。 

 

カ

の

ち

るために特定の、目的を持った計画を見定めることが必要です。そしてこれは本当に鍵なのです。

私たちは一年を通して適用できる万能解決策は必要としていません。データを分析し「問題が生

じるのはいつか、その問題とは何か」が言えればいいのです。それは季節的な問題かも

ん



しれません。けれども、そのときしっかりとデータを検討し、分析すれば、「さほど困難でなく、

ローテクで間に合う解決策がどの時点で見つかるか？」が分ってきます。 

 

 

 

アメリカ暖房冷房空調学会（略称：ASHRAE）が出版している実用ハンドブックの第21章「博物館、

図書館、文書 。この項は面白い形式になっていて、初めに建築物を見

せ、建物内部の温湿度の様子、その建築物に導入出来る設備の種類を尋ねています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

により屋 限

制御方

  

代表的な建物の構 代表的な建造物の 代表的な建物の用 空調設備の適用方 導入可能な空調方 調節可能な程度の

館」に解説が載っています

 

 

建造物の種類 内環境の制御に 界が生じる 
 

表 4 建物別による空調可能性の分類 

式の分

類 造 種類 途 式 式の上限 分類 

空調な

し 

候温和の場

I 

開放構造 仮設便所、屋台、

橋、製材所、井戸 

常時占有者なく、つ

ねに公衆に開放 

特別の装置なし なし D（気

合) 

II 

丸木小屋、納屋、

 

占有者なし 換気扇、解放窓、 換気 C（気候温和の場

湿でない場合) 
支柱と横桟 物置、サイロ、氷室

常時

必要に応じ第 3 者

受入れ 

屋根裏の換気口、

暖房なし 

合) 

Ｄ(多

一部空

調 

Ⅲ 

のあ

用。 

冬季閉鎖。常時占 、冬季は加湿

暖房、換気 候温和の場

温多湿でない

） 

露出した石組み、

枠と側面補強

る壁体、ガラス 1 枚

の窓 

ボート、鉄道客車、

灯台、簡易木造住

宅、鍛冶場 

夏季の一時利

有者なし。 

簡易暖房。夏季は

換気

暖房 

C（気

合) 

Ｄ(高

場合

Ⅳ 
造、2 重窓 ビル 使用、特定の占有 房、時により加湿 合） 

頑丈な石組みもしく

は漆喰補強のある

壁。耐熱・耐水構

未居住住宅、教

会、集会所、店舗、

旅館、一部の商業

使用者が別所居

住、土産物店、外

来の一時利用のみ

者あり。冬季使用な

し 

配管付き簡易暖

房。スイッチ付き夏

季冷房、高級冷

可、再加温可 

基本的な冷暖房空

調設備 

Ｂ（気候温和の場

合) 

Ｃ(冬季温暖な場

Ｄ 

全域空

Ⅴ 

完全断熱断水構

造、2 重ガラス構

造、防湿材料使

用、二重扉 

特定の目的を持

つ、博物館、図書

館、美術館、展示

場、収蔵施設など 

教育目的の団体、

善意の公開施設、

不特定利用 

配管あり。冷暖房、

温度制御、加湿は

制御用別装置で行

う 

空調。季節により

条件は変動 

ＡＡ(冬季温暖な場

合） 

Ａ 

Ｂ 

調 

Ⅵ での使用 のみ 殊冷暖房調湿装置 

常時安定した特別

環境 

ＡＡ 

Ａ 

低温、極低温、乾

燥 

金属壁構造、2 重

壁構造、特定目的

金庫室、収蔵庫、ケ

ースの類 

常時利用なし、開

閉は予約あるとき

一定条件で安定し

た制御が可能な特
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そ 、空調 調運転 能限界 す。 

 

 

 

れに続けて の必要程度、空 の可 と進むので



表 3  資料に対する温湿度基準 

対象 

空調対象区域の最大瞬間変化許容量と全期間の許

容変化量 

温湿度設定値

または 

年間平均値 資料類に対する影響 制御区分 

瞬間変化およ

化び空間の変

量 

季節ごとの運転

設定基準 

博物館一般、美

術館、 

図書館、 

文書館 

 

とくに物理的には

脆弱であるが化

学変化には安定

した資料を置く閲

覧室、処置質等

すべて含む。 

 

温度設定:15～

25℃ 

 

注：借用資料を

置く場所は貸借

契約書の定め

に従う。通例は

RH50%、21℃た

だし RH55 や

60%指定もあ

る。 

RH±5%, 

±2k 

 

各 5K 

可

能性あり。化学的安定性を欠く資料は 10 年以内の保

管でも変化がある。 

RH50％(館蔵資

料に対しては過

去の年間平均

値） 

AA 

高精度制御 

を要す。通年一

定値とする 

湿度変化禁

温度変化:上下

絵画類を含むほとんどの資料にたいし、物理的劣化の

危険なし。臨界湿度 50%以下の金属、鉱石は劣化の

A 

度制御を

RH±5%, 

±2k 

化： 

上５K, 下 10K の保管でも変化がある。 

高精

要す。微変動ま

たは季節単位

の運転可。両者

の併用不可 

湿度変

上下各 10% 

温度変化: 

脆弱度の高い資料類は軽度の物理変化を受ける危険

あり。絵画、写真、一般資料類、書籍を含むほとんど

の資料にたいし、物理的劣化の危険なし。化学的安定

性を欠く資料は 10 年以内

RH±10%, 

±2k 

湿度変化なし 

上５K,下 10K 

B 

高精度制御を

要す。微変動お

よび冬季の暖

房運転可。 

±5k 上下各 10% 

温度: 

上 10K、ただし

30℃以上不可 

10 年以内の保管でも

変化がある。ただし常時 30℃以下なら被害軽微だが、

冬の寒冷期は問題あり 

RH±10%, 湿度： 脆弱度の高い資料類は中程度の物理変化を受ける危

険あり。絵画、写真、一般資料類、書籍の一部はごく

軽度の劣化が生じるが、多くの資料、書籍には問題な

い。化学的安定性を欠く資料は

C 

あらゆる重大な

年間湿度幅：25-75%以内 

温度：原則 25℃以下とし、例外的

脆弱度の高い資料類はかなりの物理変化を受ける危

険あり。絵画、写真、一般資料類、書籍の一部は中程

の被

以内の保

被害軽微

危険を回避す

べく注意を要す 

に 30℃を超えてもやむを得ない 度の劣化が生じ、その他多くの資料、書籍に軽度

害が出る。化学的安定性を欠く資料は 10 年

管でも変化がある。ただし常時 30℃以下なら

だが、冬の寒冷期は問題あり 
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確かに、この記述は現在の北米での建築物の分類と四季をベースにしています。しかも、合衆国

内でさえ、かなり東部及び北東部のデータを故意に採用しています。今週、オランダ文化財学会

のバルト・アンケルスミット氏に伺ったところ、オランダでもこのテキストを現地の気候に援用

し、建築物と屋内空調で何が出来るかを判断する方法としていかに応用できるかを検討中だそう

です。 

 

マイナス面でのリスク：気候変動の結果として生じるものの1つは、インフラストラクチャーが失

われるリスクが増加することです。この点に関していくつかの研究がなされています。世界中の

あちこちでいくつかの極端な事例も見かけますが、エネルギーの需要が増加するに従って、イン



フラストラクチャーにかかる負担も増加してきます。ですから私達は自身に問いかけねばならな

いのです。「気候変動がインフラストラクチャーに与える影響は何なのか、そしてインフラスト

クチャーが機能しなくなるとき、建築物やコレクションにどういった影響が出るのか。そして

かむような話ですが、耐用年数20～30年

重大な投資です。資産投資額は導入時点で判っていますが、管理とエネルギーコストは年々増

活用」について

表は、ひとつの応用例として秀逸でした。ワトキン氏は、エネルギーコストがあがると、温湿

さずに、それらがもたらすもの、やろうとしていることに機会を与え、本当に有

か否かを確かめることが必要 査研究もいります。 

して 後に、私達は何をする 分掌を越えて協力しあう環境でやらな

ればなりません。資料保存、 説員、経理その他、博物館のすべての

課の職員はもちろん、デザイ 専門家、建築業者なども加わって、私

コレクションを守るために必 色々な対策についてアイデア構想、具

化計画、試行、導入後の評価 分が関係する事項についての意見をも

べきです。 

 

Photo Michael C. Henry 

                             Photo Wendy C. Jessup                                           Photo Michael C. Henry 

ラ

私達が設備を使用し、信頼しきっている場合に、機能不全が起こったら、その設備をどう操作し

たらいいのか」と。 

 

もうちょっと簡単な例で考えてみましょう。robust（強靱な）システムと呼ばれるものがありま

す。これは停電時に外部電源で操作できる設備などをいい、停電中も機械設備に頼らずに機能を

維持できる建築をrobust（強靱な）建築といいます。確かに、停電が起こった時は、この建物の

左手にあるような緊急設備を使うよりは、robust的な方法をとる人が多いでしょう。 

 

長期的な考え：建築設備というのは、いわば少々雲をつ

の

加します。そして、施設管理は今日私達が設けている環境基準に伴う財政負担をずっと負い続け

る琴似なります。建築設計、改築計画、設備改修計画などは、温室度変化－あるいは財政事情－

という理由で無駄な結果に終わらないようにすべきです。出来ないからといって、場当たり的に

設備を動かしている施設は考えられません。いくつかおもいついたことがあります。今週のIICの

大会でデビット・ワトキンソン氏による蒸気船グレート・ブリテン号の「保護と

発

度管理の方法かえることが出来る、と述べています。 

 

技術革新、気候変動、エネルギー効率の必要性は、生産現場では革新が始まっています。これら

の技術革新は大市場のために行われており、博物館や文書館へ波及は直接の目的というより派生

的なものであるということこそが、私達にとっては問題あるいは課題なのです。私達はこれらの

革新から目を離

効 です。勿論、しかるべき調

としても、専門領域と職務

学芸研究、博物館教育、解

ンコンサルタント、外部の

要な建物という観点から、

まで一貫して、積極的に自

 

そ

け

部

の

体

つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ここで少しばかり触れておきたいのですが、この写真は、大変な外交努力の末に生まれたキュー

ングウェイ博物館）で作業しているキューバ=アメリカ合同チームで

。アイク台風に遭遇して、今日の午後までチームからは何の連絡もありません。キューバ側の

ート・ギャラリー館長 

見られていますが、私はこれを一つの課題と見なければならないと思います。気候変動は1つの

ために公金で賄わ

る基金管理などのお陰なのです。同時に、人々の信頼は、我々の日常的な組織運営によって生

 

を理解しなければなりません。そのるためにはデータの収集が必要です。こ

公開討論会で何人かのパネリストの方々が既に仰っているように、可能な限り効率的であろう

やってきたように非常に厳密な基準をただ当てはめるだけでなく、納得いく的確な範囲を知る

バのフィンカ・ビヒア（ヘミ

す

メンバー−このチームの半分−は無事だったと聞いて安心していますが、インフラは駄目だったそ

うです。保たなかったので、彼等がいまどうしているか、金銭面はどうかについては何も情報が

入っていません。 
 
 
 
サー・ニコラス・セロータ 
テ
 
こんばんは。この公開討論会における私の役割は、少しばかり諸問題に挑み、その範囲を拡大す

ることのようです。明らかに私はこの分野の専門家ではありませんが、多くの同僚達とともにこ

の国でも大きい方のコレクションの1つを実際に管理しています。スタニフォースさんが注意喚起

したように、そのコレクションは多くの面で危機に瀕しています。このシンポジウムのリーフレ

ットにも書かれており、ここまでの講演者の方々もすでに触れたように、気候変動は大変な脅威

と

機会、我々の多くが全く異なる形で働くような施設の運営を始める機会でもあると思うのです。 

 

このことに挑み、より広い文脈へと移させていただきますと、公共の博物館は人々の信頼を築き

あげてきたお陰で存在していると思うからです。人々の信頼がなければ、我々は社会において地

位を保つことはできません。そして、我々がこの地位を得ているのは作品の維持管理、学識の深

さ、幅広さ、想像力のうみだした作品収集、展示の方法、さらに収蔵品管理の

れ

まれる面もあり、だからこそ世論を反映して要望に応え、ときには誘導することも大切なのです。

 

気候変動が起こり、世界には限られた資源しかないことが認識されている時代、我々はそうした

現代の関心事、特に若い人達の関心事に応じたやり方で組織を運営していかなければなりません。

我々は責任を持って行動し、いかなる意味でも持続性のある組織を創っていかねばなりません。

そうしなければ我々は人々の信頼を失い、 終的には我々の活動を支え続けてくれる公的な投資

や基金も失ってしまうでしょう。その意味で、このイギリスでは博物館の制度維持についての主

導権を博物館協会が主導権を持っていることを嬉しく思うのです。 

 

現実的な観点からすると、これは博物館にとってどういうことなのでしょうか？ 第一に、我々

が属しているのは全く単に消費するだけの施設であり、それゆえに我々は自分の問題は自分で片

付ける義務があるということです。自分達の施設の炭酸ガス排出量が何なのか確実に理解してい

なければなりませんし、資源の利用、つまり我々が使用している全ての原材料を今後も使い続け

ることが出来るシステムを確立するという観点からも、より効率的に自分達の施設を運営してい

くにはどうすべきか

の

とするならば、この分野でももっと多くの研究がこれから必要なのです。 

 

第二に、博物館に属する者として私が思うのは、これまた他の講演者の方々が示していることで

すが、博物館内の環境条件について再考してみるのが、我々の役割ではないかということです。

環境基準はどのようなものであるべきか、その基準を達成するにはどうすれば良いのでしょうか。

現行の規定をよく見直して、研究を進め、カサール先生がおっしゃるように、これまでにしばし

ば

ことが必要です。 

 



イギリスでは、ごく 近、国立博物館の館長達が主導して、こうした問題の研究会を始めました。

5月には私もテート・ギャラリーのスティーヴン・ホックニー氏ほかの仲間達と共同で短い発表を

しました。ヨーロッパ主要な博物館の館長達には年２回だけ会合をもつ研究会と思われています。

ご想像の通りこの会はほとんどエゴの集団に近いものがテーブルを囲んでいます(笑)。私の発表

あたって本当にびっくりしたのは、何をなすべきかについての共通の認識が存在しなかったば

会期が終われば＜それまで＞という光景を

くご存じの方ならどなたも、いまやっている方法を改善しなければならないことにご理解頂け

同様です。実際我々は、全ての展覧会事業の

み立て方について再考する必要があります。また、より環境を破壊しないで美術品の世界を巡

方法はどれもが簡単に出来ることですが、場当たり的でなく、首尾一

したまとまりある方法で使う必要があります。 

ギー社の変電所で生じる余剰

ネルギーを利用するつもりです。この変電所ではナショナル・グリッド社からの高圧送電を家

用に降圧しています。 

ち返って博物館の社会的位置を考えると、我々には社会を導く責任があると思います。我々は

築家や技術者の先を行くべきであり、彼らが何をやるべきかを語ってくるのを待っていてはい

す。我々は基金団体に対しても上をゆき、適切かつ信頼に足るとは思えないような古

基準を押し付けられないようにすべきです。博物館の観客に対しても、冬には思ったほど暖房

、

 
 
 

に

かりか、多領域にまたがる問題を解く方法を検討しようという熱意と覚悟もなかったことです。 

 

現在では、この国にワーキング・グループが設置されるに至っています。このグループは国立博

物館の館長達をリーダーに、全国立博物館のほか若干の公・私立博物館からも保存修復担当者が

参加しています。10月には、博物館長の国際会議―非ヨーロッパ圏を含む――でも発表をする予

定です。その狙いは「館長は、この種の再検討を十分に支援する、研究費を確保する、既に始ま

っている先導研究を十分に支援する」などのことを確認することです。この会場にも存じたお顔

をいくつかお見受けいたします。 

 

この新事業は環境基準のためのものですが、特別展などにも応用できます。特別展のたびに担当

者が長い時間をかけて新たな展示の環境基準を作り、

よ

るでしょう。我々が利用している建築材料はどんなものでしょう？ 再利用できる材料はないで

しょうか？ 今晩もすでに提案がでていますが、展覧会の開催地を減らして会期を延ばしてはど

うでしょう？ ここでもまた、炭酸ガス排出量と展覧会の巡回経費について研究が必要なのです。

これまでの10年、15年、20年前かけて美術品を、芸術作品を安全に世界を巡回させるために必要

なあらゆる問題のために膨大な研究が行われたのと

組

回させる方法も検討すべきです。必要と要望があればいかなる場合も出来る限り多くのクーリエ

（資料随伴者）をつけるべきではないでしょうか？ 

 

第三に、環境基準とか私たちが独自に採用している方法とは別に、「限界をこえる」とでも言うよ

うなことをやってみる必要がります。報告者のみなさんがおっしゃるように、建物の内と外の大

きい変化をなくすにも色々な方法が考えられます。ケースを使う、漆喰を利用する、絵画に裏面

に当て板をする、といった

貫

 

これも既にみなさんが述べたことですが、暖房や照明も新しいものがあります。ヨーロッパへい

くと、ほとんどの博物館が蛍光灯照明を利用しています。アメリカへ行くと、エネルギーコスト

が遥かに安いので、どこでも白熱灯照明を使用しています。これは長い目で見ると環境に優しい

方法ではあり得ません。ただで利用できるエネルギー資源の利用を検討する必要があります。例

えば、我々はテート・モダンの第2期工事では、隣接する EDF エネル

エ

庭

 

立

建

けないので

い

がきかず、夏には冷房が十分ではないことがあると知ってもらう教育が必要です。その時にのみ

我々は現在の社会が期待していることに応えられることでしょう。 
 
 



質疑応答 
 
サラ・スタニフォース――パネリストの皆さん、本当にありがとうございます。ごく手短にです

が、ここ数年イギリスで起こった異常な気候現象のいくつかを記録したスライドをお見せしよう

と思います。はるかに小規模ではありますが、ハリケーンと同様のことが起こっているのです。

アイクやカトリーナといったハリケーンはここ数年にアメリカで大変深刻な衝撃をもたらしまし

た。今晩は、災害についてはごく簡単にしか触れていませんが、皆さん、とくに北アメリカから

おいでの方には関心ある方がいらっしゃると思います。 
 

 
Photograph property of The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

 
 
ブリックリング・ホールでは2001、2004、2007の各年には冠水事故がありました。2000年以降、

ナショナルトラストが管理する他の物件でも同様の冠水被害が多数発生しています。樋溝から溢

れた水が激流となってドアをつき破り、１階から、この場合のように地下室まで水浸しにして、

家中を水浸しにしてしまうのです。 
 
 

                        
                        Photograph property of The National Trust of England, Wales and Northern Ireland  

 
 
不思議なことに、大洪水の起こる日は金曜日に集中しています。お陰で私たちは後始末のモップ

掛けで週末を過ごす破目になります。なぜ金曜日が豪雨日になるのか、ちょっと研究してほしい

ですね。これはＥＣ助成金の対象になるのではないでしょうか。 



 
現在、悪天候が近づいている時にはいつでも、気象庁から早めに注意報が送られてきます。先週

も北東部及び北西部で50ミリ（英国基準ではレベル２）に達する豪雨があるだろうという警報を

３日前に受けました。 
 

 
                                                    Photograph property of The National Trust of 
                                                                            England, Wales and Northern Ireland  
 
 
クラッグサイド、ニューキャッスル北部の事業家だったアームストロング卿の旧宅でした。この

庭園にはいたるところ人工の滝があります。いつでも大きなバルブを操作すると水が流れて自然

に滝が出来るようになっています。大雨は、鉄橋を修理するために高い費用をかけて我々が設置

したばかりの足場を押し流しました。イングランドのカントリーハウスで 初の白熱灯を点灯さ

せた水力発電施設とポンプ小屋を水浸しにし、次に撞球小屋にも流れ込みました。樋溝も溢れて

煙突に入りました。屋上の水も排煙口から煙突伝いに流れ込んで床を水浸しにしました。 
 

                          
                                 Photograph property of The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

いる います。「気候変動の結果として自分達の家が

 
これは特に皆さんに見ていただきたい写真です。私はこのスライドを見ると「燃えるローマでネ

ロがフィドルを弾く（「対岸の火事」に相当）という格言を思い出します。写真には水に浸かりな

がらも室内の湿度を調節して 空調機器が写って



繰り返し水に浸かるような時に、温湿度の制御に苦労しているなんて我々は何を考えているのだ

能な場合には再利用可能なエネルギーへと切り替えるに当たって、我々がただちに行えること

、保存メトリクスを使って損失関数を算出する方法をお話し下

いました。また職員の労働時間、エネルギー消費、設備投資などにかかるコストを 小限に抑

大限に延ばすための博物館の環境管理技術という、素晴らしき聖

される

生は、ときどき気象現象、つまり異

気象でおこる事故にまつわるインフラの不足とその対策の必要に警鐘を鳴らされました。 

、

。

ように呼びかけることであったりします。そして彼は、国立博物館管理者委員会の新事業につ

ェーン・ヘンダーソン（カーディフ大学）――緩い環境基準という議論は大賛成です。中小規

環境を改

することができます。私たちは環境基準を一方的に下げるよりも、中をとる方向に持っていく

知れません。 

ョンに、ど

ろう？」と思いました。目の前にある危険に対してほんのわずかな見通しを持って優先順位付け

をすること、それこそが保存管理の専門家がそれぞれの職場でなすべき問題なのだと思います。

私たちは気候変動の影響から生じるであろう新たなシナリオを考慮に入れて非常時応急対策を見

直す必要があります。 
 
フロアでご参加の皆さんにもコメントと質問を求めたいと思います。その前に、5人の講演者達の

お話の要点をまとめておきます。 初のクリスティーナ・サッビオーニさんは、屋外にある文化

遺産に予見できる事項を凍結・融解のサイクル、塩の結晶化、表面劣化などの諸問題を含めてお

話しいただきました。 
 
次に、メイ・カサールさんは、屋内でのシナリオを提示し、コレクションへの影響について考察

して下さいました。その 後にとてもよい助言をいただきました。いますぐ化石燃料の使用を減

らせば、今後の気候変動を和らげられる、出来るところから転換を図ろう、ということでした。

可

です。カサールさんは環境条件を「リラックスする」という言葉を使いました。 後の講演者で

あるニコラス・セロータ卿は、環境条件を「再考する」ことについてお話下しました。これにつ

いてはまた議論したいと思います。 
 
次のジェームズ・レイリーさんは

さ

えつつコレクションの寿命を

杯（＊キリストが 後の晩餐に使用した杯で、その後、イギリスに伝わったと 。「永遠の探

し物」の代名詞として使う）のことも触れていただきました。 
 
マイケル・ヘンリーさんの発見は、私たちの誰もがお分りだと思いますが、これまで使用して来

た温湿度の仕様は、何が必要かというより何が出来るかをベースに組み立てられていた、という

ことでした。これはとても重要な提言だと思います。また先

常
 

後にお話しいただいたニコラス・セロータ卿は、公的な支援を受ける必要があることを理由に

世論を主導し、同時代の関心事について熟考するに当たっての博物館の役割について語りました

その役割というのは炭酸ガス排出量について検討することであったり、我々の環境条件を再考す

る

いて語りました。イギリスの国立博物館の保存修復家の何人かが環境基準について、特にコレク

ションの貸し出しについて再検討しているというのです。 
 
では、質疑に入らせていただきます。 
 
ジ

模の博物館を代表して一言申し上げたいと思います。中小館が直面する問題はいかに24時間空調

の原則を守るかということではありません。コレクションを守るために必要なギリギリのところ

まで環境基準を緩めようとする試みの連続でした。たとえば建物の骨組み、雨水処理施設の改善

など諸々です。われわれは２つの側面から問題を考える必要があります。一部の小規模博物館で

は冷暖房・空調その他によってではなく、インフラの整備だけでもコレクションの保存

善

べきなのかも
 
ジェームズ・レイリー――そのことについては私がコメントしたいと思います。あなたが基準を

緩める側から述べているのか、あるいは厳守する側からおっしゃっているのか、あるいは妥当な

妥協点を探しているのかも分りませんが、本当に必要なのは、お宅のコレクシ んな原



因、どんな環境から何が起こっているのかを理解することです。思うに、それが私た

進めている理論であり、より良い管理方針を見出すために私たちが集中すべきだと思っているこ

とです。あなたのご質問の趣旨には私も完全に同意しますし、おっしゃることもよく分かります
 

ちの研究を

。 

、

いただきたいことがあります。それ

の博物館を建てたのは著名な建築家のほかにも、著名な技術者集団がおり、著名な館長がおり、

、

館 。見かけが目立つというだけでなく、施工方法や、

となのです。 

要求

ます。この条件自体 てつもなく保守的で、通常はそれぞれの貸主にとっても不必要

ム財団は非常に多くの有名な建築家と

うか？ 

じのとおり

画は実現しませんでした。ある建築家がもう1人の著名な建築家と共同で作った設計図は、博物

ミミ・レヴェック（マサチューセッツ州セーレム、ピーボディ博物館）――スタニフォースさん、

あなたに一言申し上げます。私の夫はクラーク研究所の IDRISI 計画の責任者で、なぜ週末に雨が

降るのかというデータを持っています。それによると、私たちの交通手段が大きく関わっていま

す。けれども私が問題にしたいのは、新たに建物の拡張に熱心な博物館、 近新たに拡張部分を

開館した博物館に何が起ころうとしているかということです。建てたのは著名な建築家達ですが

その誰も環境変化という問題を何一つ考慮に入れてはいないのです。 
 
サー・ニコラス・セロータ――まず皆さんにぜひ忘れないで

ら

さらに著名人による博物館評議員会でもあるということです！だから建築家に全責任を負わせる

ことはできません。ですが、少しずつですが役割分担が必要という認識は出来てきています。そ

れを進めるためには、私たちももっと研究を深めなければなりません。私たちは個々のケースを

検証し、暖冷房とそのエネルギー問題に対処できる新たな方法を見つけていかねばなりません。

また、司会のスタニフォースさんの発案でナショナルトラストが成功したように私たちが自分の

所属する施設を管理する方法も考えねばならないでしょう。 
 
メイ・ケイサー 建築にはかならず施主がいます。この点はすでに指摘されていると思います。

私が考えるところ、目立つ建築物を作ろうとする著名な建築家たちと共同作業をするに当たって

物 が指導的な役割を果たすべきなのです博

環境に対する優しさに対する目立ち方も、です。そこに、真の課題と機会があるのです。建物の

中で良い環境を提供す相手はコレクションだけではなく、職員や来観者でもあると思います。い

わば、私たちは環境条件について実際に知っているのかという力関係の一部分でもあるのです。

環境条件は本当にコレクションに必要なのか、それとも人間の快適さのためなのか、どちらでし

ょうか？ また将来とは、人間の快適さにとって何を意味するのでしょうか？ 確かに大都市で

はヒート・アイランド現象が起こり、とてつもない量の冷房を使っています。これはエネルギー

という観点から見ると暖房よりはるかに高くつきます。いま私たちが市民の意識を高めるために

やっているのは、建物がどのように見えるかということだけでなく、どう感じることができるか

という意識を持ってもらうこ
 
ポール・シュヴァルツバウム（ソロモン・R・グッゲンハイム基金）――いずれの発表者の方々

もとても良い点を指摘し、十分な検討ができたおかげで事態がいかに複雑であるかがよく分かり

ました。温湿度管理の制限基準を緩めることを話し合うのも一つです。コレクションの管理を科

学的、事務的２つの責任という観点からみても、私たちの誰もができることです。しかし美術品

の貸借に伴う国際契約では温湿度管理についてこの上なく厳しい条件が付いています。博物館を

新築する時も、この条件から逸脱すると心配になります。多分、ものを貸してもらえなくなるで

しょうから。その上、貴重品が出展される非常に重要な展覧会の間にも、この条件以上の が

がすでにとで

ものです。でも貸主は断固として無理を求めてきます。その結果、紙に描かれた作品を暗闇同然

の中で展示することを求められたりするのです。まったくナンセンスそのものです。 
 
建築家との共同作業という点からすると、グッゲンハイ

一緒に働いてきたことで定評があります。私たちの 初の計画は信じがたいでしょうが――ザル

ツブルクに博物館を建てるというのでした。ザルツブルクは山を開拓して作った街なので、気温

の変化が少ないという点で素晴らしいところでした。それ以上何を望めましょ 環境に優

しいという点でも、設備機器を 小限に減らすという点でも完璧でした。ご存 、この

計

館の主要な床面を水面下に作るものでした。とても、とても面白いものでした。でもこの博物館



が実現しなかったのは本当に幸せでした。私たちはアブダビに、ビルバオの半分ほどの規模での

博物館建築に取りかかっています。今、この計画においては明白な理由から、環境への配慮を並

外れて重視していることを約束しておきます。問題は非常に複雑です。私たちはスペインでも別

の博物館建設を進めていますが、私たちが直面している問題の一つが、公共空間はすべてヨーロ

ッパの基準で統一しないといけないことです。私たちの博物館はジムとほぼ同じくらいの換気量

が必要です。トレーニングジム、つまり人々が運動しに行くところです。これは全く無意味なこ

。

エネルギー使用量を30～50%節約できると考えて

気になるのは、ニコラス・セロータのコメントに関わることですが、私た

が現実であり、主要な問題です。私は皆さんのご意見も十分に理解できま

ー

設備の完備した博物館で、基本的には非常に高額のエネルギー料金を費やしていることを、明

りますが、 協力して可能な限

能です。もう1つ未解決の問題があ

ます。空調設備は1日24時間の運転が必要なのでしょうか？ 前に述べた空気容量の問題ですが、

イケル・ヘンリー――しかし、現存の設備の機能を改善しようとする時には慎重にならなけれ

、 業

約が開館前日などということがあってはなりません。建築設備

とで、空調設備の規模縮小に役立たないのは確実です。 
 
アンドレアス・ブルメスター（デルナー研究所）――ミュンヘンのデルナー研究所のアンドレア

ス・ブルメスターです。この研究所はピナコテークの一組織ですが、この春から新館を開きます

そのために建物に多くのエネルギーをつぎ込んでいます。素晴らしい建物です。末永くエネルギ

ーを節約するようにしており、建物の運用では

います。私がちょっと

ちはいま博物館環境、つまり温湿度問題を議論しているわけですが、欠陥がある既存の建築につ

いては話していないということです。建物自体の欠陥を巨大な機械装置を用いて辻褄を合わせ、

基準を満たすために大量のエネルギーを無駄に消費しているのです。私たちは自らの使命を危う

くしています。思うに、―どこでも同じだと思いますが―ミュンヘンでも予算の大方が建物の外

見に当てられ、運営費の大方がエネルギーコストで費やされ、博物館の裏方仕事に回る分は皆無

に近い状態です。それ

すが、我々はこのことについても話し合い、早急に解決策を見付けなければならないでしょう。 
 
ジェ ムズ・レイリー――なるほど、その点に関しては、多くの保存の専門家達が素晴らしい機

械

らかにして下さったと思います。そして、もしこの点がこれまでに軽視されてきたのならば、保

存担当専門家の義務として、気温、湿度、露点といった根本原理を十分に理解し、設備機器の操

作原理を理解したうえで、機械設備の運転技師たちと従来と用法を変えて改善できる余地がない

かについて話し合いを始めることです。あなたは「おや、我々はもう建物の中にいる、建物には

もう巨大な空調設備が備わっている、もう巨額のエネルギー費用を払っているのだ」という点を

強調されました。これは我々が過去10年間、ワシントンＤＣの国会図書館でも直面し、付きまと

ていたことです。国会図書館にも巨大な設備機器があ 我々は一致っ

りの能率化を進めており、とりあえず10〜30%の節約は可能だと確信しています。 
 
これは一つのチャンスかもしれません―我々は基本的には「片足をアクセル、片足をブレーキ

に」おくようなことをしてきました。冷却機とボイラーを同時に使って、いったん冷却除湿した

空気を再加熱しているのです。もし露天温度次第で予冷が必要でなければそのまま循環させれば

いいのです。これだけのことで、私の言う10〜30%の節約は可

り

コレクションは呼吸していないので、人間と同量の新鮮な外気は必要ありません。思うに、一般

論として私が申し上げたいのは、保存専門家達がもっともっと楽にならねばならない、というこ

とです。環境は如何にあるべきかではなく、何が出来るのか、どうしたらよいのかを理解し、こ

のイギリスでは土地管理者と呼び、私たちアメリカ人は設備管理者とか建築物管理者と呼ぶ人た

ちの言葉で実際に語りかけることなのです。これは間違いなく未開拓の領域であり、保存の専門

家こそがその 適任者といえます―これが私の結論です。 
 
マ

ばなりません。まず一番大切なこと――設備面に着手するのであれば、環境基準という点から見

て一番大切なことは、環境機器の運転委託契約の問題です。本来なら建築の完成と同時に契約を

するものなのですが、よくあるのは開館準備と開館記念式典の間に押し込まれ 受託 者の準備

間に合わないことです。委託契が

は自動車とはわけが違います。キイを差したらすぐ発車とは行かないのです。あらゆる建物は固

有の設備があるオーダーメイドです。それぞれに異なる設備がついています。調整にも時間がか



かるのです。一度起動すればその時から、部品の消耗が始まります。これは分り切った話です。

ですから、定期的な保守委託が必要になります。 
 
ですが、特にエネルギー費用がかかる今日の世界では、私たちは十分な注意を払って、コレクシ

ンのためョ

館

に何が必要かを絶えず気を付けながら改革を進める必要があります。私は先週、博物

ル 先ほどのブルメスターさんからのご質問にお答えします。保存科学は知的に高

いますし、屋内の微気象についてもいろいろ考えます、もちろん展示ケース

部のことも考えます、でも、面倒な問題には真剣に取り組んできませんでした。いまはガラス

 

ティンから２つ

質問をいただきます。 

、私たちが今年

ギリスの複数の博物館と持続可能性について話し合いを進めていること、この夏にはイギリス

。

ストでのスタニフォースさんのお仕事に触発されて、社会、経済面だけでなく環

結果、分っ

、

クションを守り、コミュニケーションすることで過去、現在、未来に役立つ

とであり、まぎれもなく世界の持続可能性の一部です。だから博物館の目的と使命のどちらか

、

いことに、

参加者が現実に即効性のあるエネルギー節約法として照明を挙げました。少なくともイギリス

エネルギーの節約手段として、コレクションの管理基準より照明方法の改善の方が

内の主要な博物館で

くに温湿度条件は、再検

を出る前に、エネルギー削減のために空調機に可変速駆動装置を取り付けました。その結果、

陳列室の空気流量は減りましたが、冷却管での除湿が十分できなくなり、稀覯本の書庫で急激な

カビの発生が起こりました。全ての原因は、設備を十分に稼働させるためのシステムを理解しな

いままにエネルギー効率優先の措置をとったことです。エネルギー効率の向上を求めましたが、

必要な他の設備条件が分っていなかったのです。ことを進めるには慎重には慎重を重ねなければ

なりません。 
 
メイ・カサー

度な職業だと私は信じています。保存の専門家が計画―建築計画に関与するのは当然です。当然

だからこそ、特に以下の点については間に合うのを見たいものです。私たちの情報提供は建築設

計の段階から施工、設備機械類の運転管理委託作動まで一貫したものです。私たちの仲間内でも

展示の方針を話し合

内

の入った額に収まっていても、これまで一度もニスを引いたことのない油絵はどうでしょう？

この手の問題は、エネルギー経費の削減には役に立つのでしょうが、私たちが管理し公開を進め

ようとする芸術作品の見かけを変えることになります。それこそ私たちが取り組まなければなら

ない問題なのです。 
 
サラ・スタニフォース――次にモーリス・デイヴィーズさんとチャーリー・コス

の
 
モーリス・デイヴィーズ（イギリス博物館協会）――ニコラス・セロータ先生は

イ

国内の大小あらゆる種類の博物館の関係者と話し合いを持ったことなどを紹介して下さいました

ナショナルトラ

境問題も見据えた広い視野での持続可能性について話し合いをした てきたことのひと

つは、間違いなく博物館は持続可能性という問題の核心にいる、ということです。博物館の使命

博物館の目的はコレ

こ

らも持続可能性について深い関心を持つのはごく自然なことなのです。 
 
博物館が、この地球の持続可能性に関して、可能な限り関わり続けるためには、働き方を変える

必要があるでしょう。技術面と研究面での課題についてはお話しがありましたが、思うに、博物

館の持つ全般的な影響力や博物館の存在理由についても、もっと考えるべきだと思います。特に

ここでテーマとなっていたコレクションの管理基準についても、この夏の研修会では参加者のほ

ぼ半分が、誰が言い出すともなく問題にとりあげました。面白 その２倍近い約８０%
の

の博物館では

前途有望だろうと思います。 
 
しかしコレクションの管理基準もぜひとも検討を進める必要があります。私ども博物館協会の現

在の見解は、これまでの話し合いの結果と、コレクションの貸与側にたつ国

の貸与方法に関するいくつかの研究に基づくものですが、環境基準―と

討されるべきだということです。私の言葉で言いますと、再考するとか緩和するというよりは見

直しですが。見直す必要があるのは、博物館の環境管理に使用しているエネルギーは十分な理由

があるか、現行の博物館の運営方法の中でコレクションに生じるリスク予測で過剰な配慮をして



いる部分はないか、等は要検討事項です。歴史をみれば、多くのコレクションはきわめて耐久性

あり、あらゆる出来事に耐えて残っています。ナポレオンのアルプス越えも耐えたのです。そ

的に言いますと、コレクションをほとんど完全なかたちで次世代へ残そうとするならば、不用

にも同じ次世代が住むこの地球を住みにくいものする原因を作ってはいけません。博物館の目

についても 大限の広い視野を持っていなければなりません。来週テート・ブリテンで行われ

研 修 会 の 討 論 報 告 書 と 詳 細 も 含 め て 、 私 た ち の 事 業 の 多 く は 、 ウ ェ ブ サ イ ト

useumsassociation.org/sustainability で公開しています。 

ました。10年程前の出版です。きっかけはたくさんありまし

はありましたが、当時の

が必要だという結論に達しました。私たちは実際にそれを実行

の興味深い議論が行われました。中には高額の機器を作って生計を立てているような

、種類の異

には賛成ですが、ある部分では手持ちのものを使って、明日よりは今日、ことを進めることも必

要だとも考えています。アメリカ冷暖房空調協会のハンドブックの内容が古くなってしまったこ

とは分かっています。確かに、このハンドブックを作ってきた私たちの課題です。準備中の改訂

版では、様々な制御方法の単純化とか直面している弱点などにも触れています。電子対応版も準

備中で、展示ブースにデモ版を用意しています。ご関心のある方はご覧ください。本格公開はク

リスマス前の予定です。このアプローチをもう少し広め、知って貰おうという試みです。 
 
メイ・カサール そうですね、私たちは既存のものを活用していかなければなりません。しかし、

知識を拡張していく必要もあると思います。私たちが屋内の資料について知っていることは全く

不十分ですし、損傷についてももっと研究する必要があると思います。その資料を失うのか守る

のかは意識的に決定しなければならないからです。そうして意識的に決定するには情報が必要だ

と思います。そして、私は環境基準を見直すのには全面的に賛成ですが、エネルギーを外的要因、

被害を内的要因とすることは維持してほしいものです。 
 
ナンシー・ベル（国立古文書館）――前向きな取り組みを話し合うのはよい機会だと思いました。

発表者、参加者の双方から「複合性」とか「研究」という言葉が出たのを嬉しく思います。今回

のテーマは非常に複合的であり、研究が必要です。みなさんのお話を伺っていても、未解決の問

題がたくさんあるのが分ります。つい 近、AHRC/EPSRC(人文科学研究機構/理工学研究機構)の
｢科学と文化遺産｣プログラムから、共同研究組織の公募が出たので、私ども国立公文書館はテー

ト・ブリテン、文化遺産保存センターと共同で、応募をしたところです。応募のテーマは、現行

の環境基準の見直しとあわせて建築物、人間、コレクションなどへの影響を検討することです。

もし上手くこの申請が採択された暁には、今日ここで出て来たより幅広いテーマのいくつかに解

答を出すにはどうしたらよいのかが分ってくるようにするつもりです。 
 
サラ・スタニフォース――会場からの質問及びコメントを終了させていただきます。 後に発表

者の皆さまからに一言ずつ、聴衆の方々が個人でできることについて1つだけアドバイスがあると

すれば何か、をお訊きします。 
 
サー・ニコラス・セロータ――博物館の館長及び理事達と議論し、記録文書を残すだと思います。

が

れを考えると、現時点で予想できる被害の量はごくわずかなものに過ぎません。とはいっても、

博物館の目的というものをより広く思い描くのであれば、より高度の被害も想定しておくべきな

のかも知れませんが。 
 
端

意

的

る

m
 
チャーリー・コスティン（カナダ保存研究所）―マイケル・ヘンリーさんはアメリカ冷暖房空調

会のハンドブックのことを話され学

た。カナダとアメリカの北部諸州におけるエネルギー経費のことも多少

議論は建物の改修問題が大部分でした。私たちは、資料保存の専門家がその場にいても、やはり

技術者達にも問題点を知らせるの

して、多く

技術者達もいました。その結果、少なくともまずは決定を合理化しようということで

なるコレクションごとにその弱点に応じた複数の制御方法を用意することになったのです。 
 
さらなる研究が必要であり、常にもっと良いデータを入手すべきというカサールさんのご意見



彼らも聞く耳は持っているでしょうから。 
 
マイケル・ヘンリー――皆さんと一緒に、できる限り幅広い文脈で裏方としての責任というもの

を考えてみたいと思います。よく言われることですが「我々は次世代に何を残すのか？｣です。こ

れは、「博物館職員」だけの問題ではない、ということを言わせて下さい。 
 
ジェームズ・レイリー――そうですね、終わりにあたって私が考えるのは、<真に大切なのは、み

なさんをとり囲む環境がどんなものであるか、その環境がコレクションにどんな影響を及ぼすか>
を理解することです。いま皆さんに提案します。私たちの保存メトリクスを一度使ってみてくだ

さい。導入した施設からはこの上なく実践的だとお墨付きを頂いています。１例をあげるとデン

マーク国立博物館等です。このメトリクスの良い点の1つは、みなさんが知りたい質問の答えが出

る点です。エネルギーを節約できるのはどこかということだけでなく、どれが良く、どれが悪く、

どれを廃棄すべきか、このようなものは後どれくらい作るべきであのようなものはどうなのか―

―といった多様な問いに答えられることです。これは非常に現実的な出発点です。むかしある先

生が「データに代わるものはない」と言われたとき、私は｢まずやってみましょう｣と答えました。 
 
メイ・カサール 信頼できる専門研究機関と協力して、この分野における国際的な基本方針を動

かしていきたいと思います。文化遺産という言葉は、気候変動関係の用語にまったく登場しませ

ん。ごく限られた一部の研究者が関心を持っていますが、基本方針レベルではどうでしょう。人

間の生活圏は明示されています。居住地、社会、工業も触れてあります。でも文化遺産はどこに

も登場しないのです。では、文化資源にも確実に目を向けるようするにはどうしたら良いのでし

ょうか？ 目に見えないものでも、脅威から守り、チャンスを作っていくにはどうすべきでしょ

うか？ 
 
クリスティーナ・サッビオーニ――ありがとうございます。早急に文化遺産を IPCC（気候変動に

関する政府間パネル）の報告書に入れる必要があるという提案を私は全面的に支持します。今年

の初めに出た第4次 IPCC 報告書には、スキー産業は記載があります、文化遺産は触れていません。

これは受け入れがたいことです。皆さんはそれぞれ所属の専門機関を通じて、また文化財保存の

専門家としてこの点を提起するべきだと思います。この集会は自覚を高める絶好の機会です。 
 
サラ・スタニフォース――本当にありがとうございました。IIC の会員の皆様にとって、もちろん

会員外の国際的な文化遺産の保存研究組織の方々にとっても、この討論の役割は明瞭であったと

思います。今日私たちがしたことは、間違いなく議論の始まりであると思います。これはまさに

現在進行形の問題です。5人の素晴らしいパネリストの方々には、大変明瞭なご発表と、あわせて

会場からの貴重なご意見に対する応答の両方について、深く感謝したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
IIC はこの会議録を担当したスーザン・ヒューズさんに感謝したいと思います。この記録はウェブ

サイトでの公開を目的に編集いたしました。このデータは部外秘です。 
 
「この⽂章は、2010 年、愛知県⽴芸術⼤学・芸術学科の吉野⻫志と中村⿇莉により英文和訳され、森田恒

之教授により監修されたものです。 
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