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１．はじめに 

一般に、博物館等で行われてきた従来の生物被害対策は、非常の事態による被害を想

定する危機管理とは別のものと理解されている。しかし、IPM（総合的有害生物管理） 

は、ガス燻蒸で虫カビを殺すことだけで資料を守るのではなく、館全体の総合的な管理に

より虫カビを回避する手法である。その結果、館内環境全体の見直しとなり、安心安全な

資料保管のみならず来館者にも居心地の良い空間が生まれ、様々な事態にも備えある施設

となり、関係者間の情報共有がすすみ博物館全体の危機管理や活性化に繋がっていく。 

近年、IPM を館運営の一環に組み込むことで、危機を防ぎ、危機に対処する基礎力を

強化する可能性がみえてきた。九州国立博物館（以下「九博」）が事務局となり 7 年間に

わたり進めてきた「市民と共に ミュージアム IPM」事業(実行委員長：九博館長)では、

館種や設置目的の違いを超えて、特に中小規模館での IPM 導入による成果報告が認めら

れる。ここでは、そうした例もふまえ、IPM の特徴と展開について、お伝えしたい。 

 

２．IPM とは 

IPM は、Integrated Pest Ｍanagement の略称で、病害虫・雑草の防除に化学薬剤

を乱用した反省から生まれた農業分野の考え方である。農薬だけに頼らず、天敵や整備他

複数の方法を合理的に組み合わせて病害虫・雑草を管理し、自然との共存を目指す。 
文化財分野においても、この数十年間は、農業分野と同様に化学薬剤に依存した状況が

続けられてきた。文化財を守り伝えるのは未来の人々のためである。地球の将来や人類の

今後に影響を与える方法で文化財を守り伝えることは、文化財保存の目的と矛盾している

ものと考えられる。文化財分野は、IPM を導入することにより、軌道修正をはかった。 
歴史を振り返ると、日本の伝統的保存法は、丁寧な扱い・収納・曝涼・修理のサイクル

で自然と共存しつつ生物被害と巧に付き合ってきたことがわかる。文化財 IPM は、伝統

的保存法を現代的なシステムとして運用する考え方ともいえよう。 
IPM という用語には、「生物被害対策に関する詳細な専門知識や高度な技術が必要」

といったイメージがあるかもしれないが、実際の主業務は、文化財環境の管理と対処であ

り、その内容を切り分けることで、専門家以外に、市民も加わることができる。 

一般社会の変化に対応した理念の共有および、目的と手段の混同をせずに対処すれば、 

大きな問題なくすすめられるともいえる。生物被害対策は、文化財をまもる手段であり、



目的ではないこと。IPM の目的は文化財をまもることであり、殺虫・殺菌は手段であり、

燻蒸は流れ作業の一工程ではないこと等、IPM の実践には、目的と手段を常に確認する

必要がある。IPM は、こうしたプロセスをとおることで、職員や市民による実践と同時

に業務委託もできる等多様な選択肢を持つマネジメント効果の大きな業務となる。 

 

３．わが国の博物館等における IPM の状況 

日本の博物館・美術館・図書館・文書館等（以下「館と称する）の多くが IPM を導入

した背景は、「臭化メチル全廃」であった。そのため、定期燻蒸に用いる代替化学薬剤が

使用できる限りは、欧米のような化学薬剤不使用を基本とする IPM にはなりにくい。ま

た、定期燻蒸の「代わり」のような形で導入された IPM は「日常管理」を基本とするこ

ととされ、その内容が多岐にわたり細かなため、「面倒な業務」の印象を与えている。定

期燻蒸は「年に１回」の業務であったのに対して、IPM は「１年中いつも毎日」取り組

まなければならない日常業務である。館のスタッフだけでなく委託を請けた側にとって

も、不確定な仕事が増えそうにみえることもシステム化を阻んでいるかもしれない。また、

定期燻蒸は専門業者に委託する業務であるのに対して、IPM は職員自らが日常的に実践

しなければならない、という困惑と共に「後から仕事」として受け取られている実態も垣

間見えてくることも確かである。 

昨今、積極的 IPM 実践館では、IPM という共通の目的を持つ館内外の関係者が、立場

の違いに関わらずそれぞれの役割をやりがいを持って実行できる体制づくりを目指して

いる。従来の定期燻蒸は特定の部署（あるいは外注だけ）に切り分けることができる業務

であったが、IPM の実践には館のすべての部署に関わる事項が含まれるからである。こ

の現実を、館運営にマイナスと捉えるかプラスとして活用するか、そこにこそ、危機管理

としての IPM 実践の成果の如何がかかっている。 

 

４．九州国立博物館の IPM 活動 
九博では、開館準備中より、館長主宰の IPM 委員会を設け、初発全館ガス燻蒸の是非を検討

し、その回避を選択したという経緯がある。開館後は、IPM 関係者（職員、ボランティアやボラ

ンティアが設立した NPO 法人、企業等スタッフ）の役割（権限）を明らかにし「場所」と「作業

内容」により、分担し、運用している。ここでは、九博 IPM を特徴付ける例を挙げる。 
① ボランティアや NPO 法人等市民の参加について 
現在の九博 IPM は、市民の参加によってより総合的に充実した内容となっている。ボ 

ランティアの行う来館者エリアについてのウオッチングや生物生息調査情報は、多様なバ

ックグランドを持つボランティアの市民目線や博物館以外の職業人目線による総合的な

観点からのものであり、学芸員や監視員等とは異なる角度からの意見情報の継続的蓄積は

環境管理に有意義な成果をもたらす。 
② 館内カフェのゴキブリについて 

カフェでゴキブリが捕獲され、その大きさと数から、カフェ内での発生が疑われた。駆 
除剤は用いずに、今後、生育できない環境を作る方法で対処することとした。厨房の道具

類を納めている化粧版をすべてはがすことで、ゴキブリの隠れ場所をなくし、すぐに発見

できるようにした。 

③ IPM 関係者による毎年の環境調査連絡会をおこなう。館長、副館長は必ず出席し、建物

ガラス壁についての紫外線カットや野鳥衝突状況等様々な環境基本情報を共有する。 



こうした運用実績を踏まえ、「市民と共に ミュージアム IPM」事業では、理念の共有と技 

術の研鑽を含めた IPM 支援者育成研修を(館長による修了証授与)実施し、各地から雇用･立場の

異なる方々が同じ目的に向かい参加している。 

また、これまで、文化財虫菌害防除作業に関しては、文化財の虫菌害を研究し対策の指導を行

う専門機関（公益財団法人文化財虫害研究所）により殺虫殺菌を中心とする防除処理を行う資格

制度が行われ、文化財保存や博物館美術館の生物被害対策に大きく貢献してきたが、本事業を実

施する中で、平成 23 年度より文化財 IPM コーディネータ資格制度が発足することになった。文

化財 IPM コーディネータとは、IPM 全体について正しい理解をもち、必要に応じて適切に各分

野の専門家と相談しながら文化財 IPM を推進できる知識と技能を有する者を指す。 

九博における IPM 支援者の育成と文虫菌研による社会的制度の整備充実は、これまで「大変・

面倒」とくくられがちな IPM を日常業務の中に組み込む助けとなり、各館における IPM 運営シ

ステムの構築や実施についてより安心した体制を作ることができるようになるための第１歩とな

っている。 

 
５．地域へひろがる IPM 活動 

 以上のような九博 IPM の体制を基に、地域と共に進めてきた「市民と共に ミュージアム IPM」

により、IPM の体制つくりが地域に広がりつつある。九博で開催している「IPM 支援者研修」受

講をきっかけに、多くの館が IPM の「考え方」を共有することを目指しつつ、それぞれの館に

必要な IPM 活動を実践しつつ体制づくりに取り組んでいる。 

（１） 館運営の一環として取り組む事例  

・生物被害対策による事故をきっかけに「研修」を受講し、総務系学芸系職員が一緒に総合的に

取り組む体制をスタートさせた。 

・IPM 実践をきっかけに縦割り体制の横の連絡がすすみ、多目的施設の運用がスムーズになった 

・IPM 実践により、雇用の形態に関わらず施設職員全体の館運営への関心が深まり、活き活きと

した館づくりに取り組めるようになった。 

・ホテルや複数のショップも含む複合施設内の館であるが、ホテル・建物管理・清掃等それぞれ

の分野が揃って、館長出席の IPM ワークショップに参加する機会をもつこともできるようにな

り、情報共有がすすみつつある。出品作家との情報共有もスムーズな信頼関係に発展した 

・収蔵庫のジョイント IPM メンテナンスとワークショップを同日に開催し、職員・収蔵庫メ

ーカー・美術品輸送梱包業者・防除処理業者・清掃業者等で情報共有をおこなった。 

（２）委託団体との理念の共有 

・防除処理業者や清掃請負業者も IPM 研修を受講し、施設内で理念の共有を目指す 

（３）支援者の育成・資質向上 

・市民ボランティアの研修参加 

・IPM 関連企業社員の研修参加 

 

６．IPM 実践の体制 

組織の実態に合わせて全体の連絡調整を行う場を設けることと担当者の配置を行うことから

始める。その上で、過去の実状や施設の規模に沿い下記のいずれかを選択することになる。 

Ａ 館職員が外部専門家の指導助言を受けながら、ほぼすべての業務を直接行う 

Ｂ 館職員が直接行う業務と外部専門企業への委託業務とあわせて実施する 

Ｃ すべてを委託業務とする 



Ａの代表は正倉院で、宝庫の清掃も学芸職員が実施している。現在 IPM を実施している多くの

館がＢに含まれるが、実情はＢに近い館とＣに限りなく近い館がある。どの形態をとったとして

も、重要なことは、判断と決定をどのように行うかという点である。最初に設ける担当者はその

任を負う者ではなく、情報収集・連絡調整と館の規模や内容に応じた基本的な活動要員である。

情報は、館全体が共有した上で判断しその措置を決定することが望まれる。 

IPM 業務は、作業内容を切り分けることができる。まとめて一連の業務とすることもできるが、

別々の担当者あるいは別個の専門企業の協力を得ることもできる。専門家の指導のもとに市民ボ

ランティア活動の一部とすることも十分に可能である。特に深刻な生物被害がなければ、日常的

には職員だけで取り組むこともできる。ただし、情報の収集や解析等は専門家や専門企業の協力

を得ることでより有効・適切なデータ整理が可能となる場合も多い。また、医療における歯科衛

生士のような役割を果たす「文化財衛生士のような」専門技術者の協力を得ることも、扱う文化

財の種類によっては十分可能である。 

 いずれにしても、館運営の一環として IPM を実践する場合は、業務を委託する場合も、

市民ボランティアの参加を得る場合も、館側が明確な責任の基にその方針を示すことが肝

要である。基本的な文化財 IPM の考え方を共有し協議することができる企業や市民との

協力体制を構築することが望まれる。 

 
７．まとめにかえて 

近年の地球環境や社会情勢からみると、今後の博物館環境管理は柔軟な IPM システムの

構築と共にあるといえる。我国の現状からいえば、最適な「蔵番」のみがまもる形を選択

することが可能な館は多いとはいえないであろうから、IPM システムを運用する人材を

幅広い資格制度の設置等により計画的に養成していくことが急務であろう。 

従来は、「資料保存」の分野は、一般には学芸員や専門家だけが携わってきたが、九博

ではボランティアや NPO 法人よる展示環境保全や収蔵準備等への支援にみられる活発な

活動を展開してきた。資料の内容や活動環境等の条件によっては、地域の市民が直接的に

この分野にも参加できる可能性があることを示している。 

但し、そうした人材が担う事になったとしても、館そのものが博物館の環境管理の目的

と手段を混同しないような運営体制を常に整えることが前提である。博物館の環境管理

は、あくまでも人が行うものであり、関係者が基本となる考え方を共有できるかというこ

とが体制つくりの成否を握り、その成果を左右するのである。 

今回の地域事例も其々の姿は異なりながらも、IPM の実践により確かな成果を上げつ

つある。関係者の理念の共有が、その根本であるため、IPM を館運営の一環として位置

付けることは、とりもなおさず館に関わる関係者の連携協力を育み、運営そのものを充実

したものとし活性化に繋がる。博物館における IPM はまさにトップマネジメントである

ことが最大の特徴であり、其々の館運営と密接に絡みながら展開していく鍵の一つといえ

るのではないだろうか。 
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