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1. イントロダクション

Cord Brune, Certifi ed restorer M.A.

コード・ブリュヌ氏は、20年以上の間、美術工芸品の予
防的保護の分野の専門家として、フリーの修復士をす
る傍ら、博物館のコンサルタントにも携わってきまし
た。彼はこの知識を専門記事にまとめ、私たちが利用で
きるようにました。

はじめに

適切な環境条件での保管 ‒ たとえば、保管対象物
にとって適切な温度や湿度 ‒ は、芸術と文化財を
保護する上で最も重要な要因の一つです。全ての
有害な要因は軽減できますし、設備が整えば除去
さえも可能です。（例: 汚染物質または照明）。しか
し、熱と湿気は常に存在し、個々の保管対象物に
使用されている材料により、異なる影響を及ぼし
ます: すなわち、ある材料にふさわしい状態は、も
う一つの材料のために好ましくない、さらには有
害である場合さえあります。

文化財を低温に保つことは、常温の保存と比較し
て経年劣化を遅らせることができる一方で、博物
館の来場者やスタッフにとっては寒すぎて、好まし
いことではありません。特殊な場合を除き、来場者
に楽しみながら閲覧できることを保証し、博物館ス
タッフの労働環境を満たすために、快適な気温が
維持され、十分な光ときれいな空気が提供されな
ければなりません。

これらの博物館の温度・光・空気は、おそらく除去
することも可能ですが、文化財を保管する環境に
かなりの影響を与えるすべての要因です。機械室
のような場所で適切な空気にして、保管環境を調
節することは、幾分簡単です。

どの環境の範囲や変動の度合が許容できるかは、
文化財の材料または材料の組合せや、制作方法や
制作技術に依存します。それには、一般的に適用
できる狭い値はなく、個々の材料グループに適し
た範囲だけがあります。単純な基準値が望ましい
のにもかかわらず、博物館の室内空気やコレクショ
ンに対する違う見方が必要です。妥協はなされな
ければなりません。
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2. 基本と定義 I

Temperature　温度

温度は、物質の熱状況を描きます。上昇した温度
は化学反応を速め、文化財の劣化を加速させま
す。反対に、低温は文化財の長期保存に役立ちま
す。また、材料に応じて、熱は軟化と形状変化を起
こすことがあります（例： ワックス）。

気温が上昇するということは、相対湿度が下降す
るということです。この結果、材料水分量は変化
し、乾燥が引き起こされます。たとえば、照明によ
り、部分的に、または、表面的に乾燥による材料水
分が減少すると、構造上無理な張力が加わり、文
化財にダメージを与えます。

Air humidity　湿度

湿度は、空中での水分蒸発の割合のことです。気
温がより高いほど、空気はより多くの水蒸気を吸収
します。

絶対の空気湿度は、特定の空気量に含まれる水蒸
気です。
単位はg/m³です。

相対湿度（%RH）は、空気中の最大水蒸気量に対
して、実際の水蒸気量がどれくらいあるか、という
関係のことです。言い換えれば、絶対湿度とある
温度での最大湿度の関係です。
単位は%RHです。
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2. 基本と定義 I

Material moisture　材料水分

材料水分は、固体物質に含まれる水分量のことで
す。水分計は、含水率を測定するうえで重要な役
割を演じます。固体物質の成分が気体（通常、気体
の湿気から水蒸気の形で）から湿気を結びつけま
す。それらが水を含むとき、多くの無機質の固体
物質は溶けるか、かたまります

（例：　料理用塩）。

多孔性無機質および有機質の材料は、通常、再び
湿気を放出することができます。特定の時間以
後、外気の湿気による平衡状態がつくられます。こ
の平衡湿気は、材料と表面の構造により、異なる
速度で生成されます（例： 織物： = 速い、ペンキ塗
装された木： = 遅い）。
水を吸収する能力も、異なります。

Dewpoint　露点

露点とは、空気が水蒸気（100%の相対湿度）で
飽和する温度のことです。凝結は、露点温度に達
すると表面に生じます。より暖かくて、それに伴い
より相対湿度の高い部屋に冷たい物が持ち込ま
れるとき、または、より暖かい外側の空気で部屋が
換気されるとき、これは起こります。

たとえば、冬の外壁で気温傾度が内部にあるなら
ば、 凝結は多孔性物質の内部で起こることもあり
ます。 この場合、建物への損害は、繰り返し引き起
こされることがありえます。この理由のために、輸
送の対象物は、目的地で温度にゆっくり浸潤する
まで待たなければなりません。輸送時には、露点
温度に対して、文化財の温度（または壁温度）に十
分な差をとることが義務です。
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Influencing factors　影響する要因　

所蔵品や展示対象物の環境条件は、屋内および屋
外の全てにより決定されます。最も重要な要因だ
けを、ここで論じます。影響の範囲は、ケースバイ
ケースで非常に異なります。このため個々の環境
条件の評価は、現場で行わなければなりません。
関連した要因についての知識に加えて、データが
得た気候の正確な測定値、記録と分析は、不可欠
です。

Outside climate　外気

建築物の外側の外気は、外壁により、建物内部の
空気に弱いまたは強い影響を与えます。温度カー
ブ、太陽の照射と降水は、地域で、そして、年々異
なります。冬の霜が降りるような冷たい温度の乾
いた空気と、夏の暖かい湿った期間の高湿度は、
一般的に予想が可能です。中間の期間には、両極
端の短期な日々の変更がありえます。

建築物は、理想的には、これらの変動を大幅に吸収
します。大きな、耐性のある建築物や、高い絶縁、
わずかな隙間（ウインドウとドア）は、吸収に関係し
ます。実際、太陽が直接照射する大きな壁面から
の熱は、混乱の可能性が高いことを示します。建
築物は、できるだけ湿気（降水と基本の湿気から）
の侵入を防ぎ続けなければなりません。これは、建
築史上のすばらしい挑戦です。挑戦は、良い建築
管理と水排水設備を規則的な修理することで対策
後取られなければなりません。

3. 測定項目の決定
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Indoor and micro-climate
室内空気と局所空気

温湿度の値があり、同じ部屋の中に異なる環境が
存在することさえあります。

（例：ウインドウで：　通常より涼しくてより湿気が
多い）。

そのような部分的な環境がある場合、それは小気
候と呼ばれ、たとえば、外壁（=通常より涼しく、湿
っている）の家具の部分の絵の裏側や、ラジエー
ター（暖房=通常より暖かく、乾いている）の近く
にあります。

Showcases and frames
ショーケースと額縁

密閉されたショーケースやガラス付の額縁では、
部屋ごとに定められたものとは異なる環境になり
ます。しかし、たとえば外壁の前で、それが必ずし
も適当であるというわけではありません。特に取
扱いに注意が必要な文化財を保護するには、マイ
クロ環境は、マイクロ気候機器（ショーケースのた
めに）の助けを借りて、または、バッファリング・シリ
カゲルで適当な湿度値に意図的に合わせることが
できます。

3. 測定項目の決定
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Heating and room temperature control
暖房と室内温度管理

温度調節は、人間のために快適な温度にすること
と、外側に建物の熱損失を補償することを目的と
しています。このためには、従来の室内の暖房シ
ステムでは、まだ満足のいく解決がされていない
傾向があります。つまり、暖房が稼働している間、
高いラジエーターからの放射熱は、一定の空気湿
気レベル（空気の局所的な乾燥）にかなり干渉し
ます。
置換換気のような新しく開発されたシステム（例：
博物館ブラントホルスト、ミュンヘン）1または
建築構成要素温度調節（例： Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie、レーゲンスブルグ）2 は
これらの問題を防ぎ、コストを下げることもできま
す。

特定の状況の下で、穏やかな室温は、増加した空
気湿度をある程度減らすことができます。これは、
保護暖房と呼ばれます。

Ventilation 
換気

さらに大きく影響している要因は、建物に必要な
換気です。展示域のために、1時間につき一定の
風量を完全に交換することが、推奨されます（=換
気レート1）。換気の一部は、建築物の継ぎ目（ウイ
ンドウとドア）を通じて、意図せずに起こります。ま
た、換気制御装置を使用し、機械的にサポートでき
れば、急激な空気の入れ替えなどを避けて、換気
をスムースに行うことが可能です。人の往来が少
ない保管用の倉庫などの場合、換気レートは0.1
で、かなり低い値となることもあります（例外：
空気が汚れている場合）。

4. 基本と定義 II
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Air conditioning systems and mobile air 
conditioners　空調システム

完全空調システムは、暖房、冷房、加湿、除湿、パー
ティクルを除去するフィルター装置といった、空気
調節システムコンポーネントからできています。こ
のシステムは、理想的な空気を引き起こすことが
可能ですが、このシステムを扱うには、高い技術的
なスキルが要求されるのと同時に、大きなシステ
ムダウンを起こす可能性や、重大は空調システム
不良を引き起こすことが想定されます。展示物の
ための各空気を中央集中システムで制御するのは
さらに、難しいです。実際は、湿気変動は、考える以
上に大きいです。

Light　照明

更なる影響は照明です： すべての発光体は発熱し
ています。LEDの発熱温度は低いですが、蛍光灯
の発熱温度はＬＥＤより高いです。さらに、ハロゲ
ンなど光源は非常に高くなります。日光がそうで
あるように、後者の光は高レベルの放射熱を含み
ます。

この現象はしばしば気候データに由来し、特にガラ
スケースでは有害な場合もあります。ライトに照ら
された展示物と空気は加熱されます、そして、湿気
は下がります。当然ですが、同じ理由で、直接の太
陽光の照射は、遮断されなければなりません。

Use　展示使用

最後に、展示や貸出をするたびに文化財に影響が
あります。常設展で、訪問客、照明、空気調節技術
と頻繁な清掃に起因する様々な要因（例： 湿式の
床掃除）、倉庫でそれらと異なります。特別展の展
示品は、輸送、貸出、新作のペイントなど、保管環
境が変わることでさらなる影響を受けます。

（例： 倉庫から展示場所への移動）

4. 基本と定義 II
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Relative humidity = 40%

5. モリエ線図 (h-x ダイアグラム)
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5. 室内空気品質の目安3

ドイツの専門家の間では、測定値により、室内空気品質を以下のように定義しています。
国際レベルでも、湿度を上げることで極端に温度が上昇するのを防ぐようになっています。

優先順位 パラメータ 名目値

1 1時間に亘る相対湿度の変化 2.5 % 以下。変化はできるだけ小さく、変動頻度もでき
るだけ少なくなければなりません。

2 1日に亘る相対湿度の変化 5 % 以下。変化はできるだけ小さく、変動頻度もできる
だけ少なくなければなりません。

3 1週間に亘る最低・最高相対湿度

木材: 50 % ～ 60 % | キャンバス:50 % ～ 55 %
紙: 45 % ～ 50 % | 金属: 　　5 % ～ 40 %

異なる材質から成る対象物が保管または展示されている
とき、名目値は個々の材質の保護に必要な条件の妥協点
に過ぎません。

4 1年に亘る相対湿度の季節的変化 

+5 % (夏期) ～ -5 % (冬期) の週間の値 (priority
3)

対象物の既往歴、建物の条件、地域の特性（気候帯）など
も相対湿度の低下または上昇の要因となります。

5 1時間に亘る温度の変化 2.5 % 以下。変化はできるだけ小さく、変動頻度もでき
るだけ少なくなければなりません。

6 1年に亘る温度の季節的変化

4 ～ 28 °C 。保護の点から見れば、大多数の展示物の
材質にとっては低温が好ましいのは言うまでもありませ
ん。室内の温度は、外気温度の月平均に準じ、室内温度
と外気温度の差ができるだけ小さくなるように設定され
ます。 24～28 °Cの間の気温上昇は、年間で最長でも
150時間が許容範囲です。
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5. 空気クラス4

空気クラス
最大変動値

短期変動値  目標値への季節による調整

AA
季節によるわずかな温度変動があ
るのみで、精度の高い環境管理が
できている

±5 %RH | ±2 °C %RH は変動なし、 温度変動±5 °C

A
季節によるわずかな湿度・温度変
動があるが、良好な環境管理がで
きている

±5 %RH | ±2 °C ±10 °C 、温度上昇 5 °C 
温度下降 10 °C

A 季節による温度変動があるが、良
好な環境管理ができている ±10 %RH | ±2 °C %RH は変動なし、温度上昇 5 °C、  

温度下降 10 °C

B 環境管理はできているが、季節に
よる変動と冬期の温度下降がある ±10 %RH | ±5 °C ±10 %RH 増加、 10 °C (最高温度 30 °C) 

下降、4 °C以下にはならない (例外あり)

C すべてのリスクの高い極値への予
防ができている

%RH 範囲は 25 % - 75 %、年間を通しての温度は稀に 30 °C以上にな
るがほぼ 25 °C以下で推移

D 極端な高湿度への予防ができて
いる 確実に 75 %RH以下

目標値: 温度 15～25 °Cで　年間平均値または 50 %RH 

現在、ほとんどの国際的な出版物に引用されている博物館の環境調整データは、関連するガイドライン
や勧告などの基準になっています。
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6. あとがき
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testo ソリューション

Wi-Fi データロガーシステム
testo Saveris 2

•  簡単で安心の温湿度の一元管理
ブラウザで閲覧、自動ドキュメント

•  Testo Cloud にデータを保存

•  ＳＭＳとe-ｍail による
自動アラーム機能 

You need persosupport: saveris@testo.de

Testo AG

Testo-Strasse 1
D-79853 Lenzkirch, Germany
Germany

Phone:  +49 7653 / 681-0
Fax:  +49 7653 / 681-1559

E-mail:  info@testo.de
Website: www.testo.com

How does the system work? Video testo Saveris 2

How does the Testo Cloud work? Demo system testo Saveris 2

あなたにぴったりのtestoソリューションはここをクリックしてください 
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