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１．はじめに

資料館等における資料の劣化の要因には、温度、湿度、光、空気汚染、生物、振動・
衝撃、災害（火災・地震・水害）、および盗難・破壊があげられる。これらのうち、
温度、湿度、光および空気汚染は気象および入館者から大きく影響を受けるもの
である。

広島平和記念資料館の本館は 2017 年から改修工事が始まっており、2019 年に
リニューアルオープンする予定になっている。改修工事以後の展示環境を維持管
理する上で、改修工事以前の環境データは重要な比較データとなる。

いっぽう、改修工事の間、展示は東館において行われているが、この間の東館
の展示環境も維持管理する必要があり、2017 年度から 2018 年度の 2 年間にわた
り温湿度の計測をおこなった。

また、展示資料に及ぼす温湿度の影響を検討するためには、展示資料の材質を
基礎データとして把握しておく必要がある。2018 年度において東館で展示され
ている展示資料の内、代表的なものの材質分析の一環として蛍光Ｘ線元素分析を
行った。

ここでは、2016 年度に行った改修工事前の本館の計測記録と 2017 年度から
2018 年度にかけて行った東館の計測記録、ならびに東館 1 階展示資料の蛍光Ｘ
線元素分析の結果を報告する。
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２．本館の温度、湿度および二酸化炭素濃度

2015 年度に引き続き、同じ測定箇所（図１）で温度、湿度ならびに二酸化炭
素濃度を継続的に測定、記録した。なお、測定箇所⑤と⑫においては、機器等の
不調からデータを取得することができなかった。

黒い雨の痕跡が残る壁が展示されている展示ケース内の電球が設置されている
部分①と電源が設置されている部分②の 2016 年 5 月 3 日から 10 月 21 日までの
温度の変化を図２と図３にそれぞれ示す。

今回の測定では、2015 年度において記録できなかった 5 月から 8 月までのデー
タが記録されている。基本的には 2015 年度の測定で明らかとなったように、両
者の日変化における最低温度は同じように変化しており、ケース外の温度変化の
影響を受けていること、電球を点灯することで急激に電球が設置してある部分の
温度が上昇することがわかる。5 月から 8 月の温度変化をみると、5 月から 8 月

図 1　本館の温度、湿度、二酸化炭素濃度測定場所

図 2　展示ケース内の電球部の温度
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にかけて温度が徐々に上昇していることがわかる。このことからも外気の温度の
影響を受けることが明らかである。データ回収をおこない、データロガの再設置
をおこなった 7 月 28 日以降の電球部の温度上昇幅はそれ以前よりも若干小さく
なっている。これは、データロガの設置位置が変わったことにより、電球から受
ける熱の影響が変わったことによるものと思われる。電球が設置してある部分の
空間においては、温度分布にムラがあるものと思われる。

図４から６に展示室内において吊り下げて測定した温湿度③、展示室内におけ
る温湿度⑥および展示ケース内の温湿度⑪を示す。

展示室内の異なる場所すなわち③および⑥の温湿度変化はほぼ同じ動きをして
いる。2015 年度には、夏から冬にかけての展示室内の温湿度の変化を測定したが、
2016 年度においては 5 月から夏にかけてのデータも測定されている。展示室内
の温湿度の季節的な変動の特徴として、春と秋において温度変動があまり大きく
ないのに対し、湿度がある程度の期間をもって大きく変動していることがわかる。
2016 年度の同時期の広島市の温湿度変化と降水量（広島地方気象台、図 7）と比

図 3　展示ケース内の電源部の温度

図 4　吊り下げて測定した温湿度
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較すると、展示室内の湿度変化は外気の湿度変化と関連性が高く、展示室内の温
湿度環境が外気の侵入を受けて変動しているものと考えられる。これは、2015
年度にも推定されたことであるが、2016 年度、5 月から夏場にかけてのデータが
蓄積されたことにより、その推定がより補強されたということができる。

図 7　広島市の温湿度と降水量

図 6　展示ケース内の温湿度

図 5　展示室内の温湿度
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３．東館の温度、湿度および二酸化炭素濃度

東館の 18 カ所において温湿度データロガないしは温度データロガを設置し、
継続的に温度と相対湿度の記録をおこなった（図 8）。１階衣服展示ハイケース
内の温湿度計測には T&D 社の RTR-503 を用いた。それ以外の場所の温湿度計
測記録および温度のみの計測記録には、それぞれ KN ラボラトリーズ社のハイグ
ロクロンおよびサーモクロンを用いた。以下に調査結果を示す。

図 9 は東館 1 階南側出入り口に近いエスカレータ下の温湿度の記録である。温
度は概ね安定していることがわかる。湿度は外気の影響を受け、変動している。
東館において外気の流入が最も起こりやすい場所であり、この部分の温湿度をモ
ニタリングすることは重要である。

図 8　広島平和記念資料館東館の温湿度測定箇所

図 9　1階導入展示入口・エスカレータ下
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図 10 は東館 3 階導入展示入口に近いエスカレータ上の温湿度の記録である。
日変動において最低温度はエスカレータ下とあまり変わらないのに対し、最高温
度が若干高くなり、その結果、変動幅が大きくなっている。これは、屋根への日
射によって暖められた天井からの輻射熱の影響が考えられる。湿度の変動の動き
もエスカレータ下とほぼ同じであり、エスカレータ上で温度の日変動幅が大きく
なっている分だけ相対湿度の日変動幅も大きくなる傾向が認められる。

図 10　3階導入展示入口・エスカレータ上

図 11　3階導入展示・壁面展示写真と南側窓の間

図 11 は３階導入展示の壁面展示写真と南側窓の間の温湿度の記録である。南
側窓は日射が直接あたる部分であり、39℃に達する日も認められ、それにともな
い相対湿度の変動もきわめて大きい。南壁であるが最高温度は 8 月ではなく 9 月
に観測されている。これは、太陽高度が 8 月よりも 9 月の方が低くなり、垂直面
に対しては 9 月の方がより日射量が大きくなることによると考えられる。エスカ
レータ上の温湿度（図 10）はこの壁面展示と南側窓の間の空間の温湿度（図 11）
に比べ、その変動がはるかに小さく、この空間の緩衝効果がきわめて大きいこと
を示唆するものということができる。
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図 12 は３階西側壁の内側と外側の温度の記録である。西側壁の内側（④）と
外側（⑤）の温度を比較すると、外側の変動が大きくかつ最高温度が高くなって
いることがわかる。これは図 13 の南側の壁の内側と外側の温度と同様である。
南壁の外側の温度と西壁の外側の温度を比較すると、南側においては 9 月に最高
温度を記録しているのに対し、西側は 7 月に最高温度を記録している。これにつ
いては、太陽高度や建物による遮蔽などを検討する必要がある。

図 12　3階西側壁の内側と外側の温度

図 13　南壁の外側の温度と西壁の外側の温度下



36

図 15 は２階展示ケース内の温湿度の記録である。温度の変化はこれまでの展
示室内の温度変化と同様であるが、相対湿度の変動は小さい。これは、ケース内
への外気の流入が生じていないことを示している。しかしながら、密閉空間内で
温度が上昇すると、飽和水蒸気量が増大することから、仮にケース内の水分の絶
対量が変化しないならば、相対湿度は低下しなければならない。図 15 には、温
度と相対湿度から計算した容積絶対湿度 (g/㎥ ) をプロットした。容積絶対湿度は
温度ともに変動している、すなわち、温度上昇によりケース内の水分量が増え、
逆に温度低下とともに水分量が減少していることが明らかである。これは、ケー
ス内に貼られているクロスの温度変化にともなう吸放湿によるものと考えられる。

図 14　3階展示室内

図 15　2階展示ケース内

図 14 は３階展示室内の温湿度の記録である。温度、湿度ともに３階導入展示
入口・エスカレータ上とほぼ同様である。展示室内ではあるが、１階からの吹き
抜けの影響もあり、外気の流入が生じていると考えられる。
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１階衣服展示ケース内（図 16）においても同様の現象が生じている。１階衣
服展示ケースはハイケースとなっており、ケースの容量に対するクロスの面積比
は２階展示ケースよりも小さいが、展示されている衣服及び衣服展示用の造作が
有機質であり、これらの吸放湿も寄与していると考えられる。ケース内の環境に
ついて、相対湿度の変化がないということで安定しているとみなされることが多
いが、温度変化が生じているにもかかわらず相対湿度が一定である場合には、展
示品を含めた有機質材料の吸放湿による「調湿」が生じていることに留意しなけ
ればならない。

図 17 は１階三輪車展示ケース内の温湿度の記録である。三輪車展示ケース内
の温湿度変化についても、図 15 や図 16 と同様に容積絶対湿度をプロットした。
容積絶対湿度の日変動は温度の日変動に対応していることから、概ね、クロスの
吸放湿の影響があるということができる。しかしながら、測定開始後に除湿剤に
よる水分除去により相対湿度および容積絶対湿度ともに減少するものの、6 月 14
日以降は両者とも増加に転じている。吸湿材の吸湿能の低下も懸念されるため、
今後も温湿度の推移を注意深く観察する必要がある。特に、展示されている三輪
車には数種の鉄さびがあり、腐食の進行が生じていないかどうかを常に観察して
おく必要がある。

図 16　１階衣服展示ケース内

図 17　１階三輪車展示ケース内
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図 18 は１階展示室の二酸化炭素濃度の記録である。大気中における通常の
二酸化炭素濃度は 250 ～ 350 ppm であり、換気が十分に行われている室内の二
酸化炭素濃度は 250 ～ 1000 ppm である。1 階展示室の二酸化炭素濃度は 1000 
ppm を越えており、換気が不十分であることを示している。換気を安易に行う
ことは外気の影響を展示室内に与えることにもなりかねないため、換気の方法に
ついては慎重に検討しなければならない。

図 19 は 5 月 6 日の入館者数と二酸化炭素濃度の変化を見たものである。入館
者数の増減とともに二酸化炭素濃度が変化していることが明らかである。閉館後、
二酸化炭素濃度は開館直前の濃度までには急には下がらず、翌日の開館時間まで
徐々に低下していくことが読み取れる。

図 18　1階展示室の二酸化炭素濃度

図 19　入館者数と二酸化炭素濃度の変化
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４．東館展示資料の蛍光Ｘ線元素分析（XRF）

東館において展示されている資料の材質を携帯型の蛍光 X 線元素分析装置を
用いて分析を行った。ここでは、釣り灯籠、熔けた花瓶、手提金庫および置時計
の分析結果を示す。

釣り灯籠からは鉄が強く検出されたことから（図 20）、この釣り灯籠は鉄製で
あることが明らかである。

熔けた花瓶からは銅と亜鉛が強く検出されたことから（図 21）、真鍮製である
と推定される。

図 20　釣り灯籠のXRF

図 21　熔けた花瓶のXRF
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図 23　手提金庫プレートのXRF

手提金庫は金庫本体にプレートが打たれている。金庫本体からは鉄のみが検出
されたことから（図 22）、金庫本体は鉄製であるということができる。

プレートからは銅と亜鉛が強く検出されており（図 23）、真鍮製であると推定
できる。

図 22　手提金庫本体のXRF
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図 24　置時計金属部分のXRF

図 25　置時計ガラス部分のXRF

置時計は金属製の時計部分とガラスと思われる部分がある。金属製の部分から
は銅と亜鉛が強く検出されたことから（図 24）、真鍮と考えられる。

また、ガラスと思われる部分からは亜鉛とセレンが検出されている（図 25）。
ガラスの着色成分と考えられるが、今後の精査を必要とする。
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５．まとめ

改修工事前の本館の温湿度環境について調査をおこなった。前年度より継続し
て温湿度の計測を行ったことで、ほぼ年間を通した季節のデータがある程度蓄積
されたことから、改修工事前の本館の温湿度環境に対する外気の影響、展示室内
の変動パターンなどに関する知見が補強されたということができる。

いっぽう、本館のリニューアルオープンまで常設展示が行われている東館の温
湿度環境については、東館全体において、温度は比較的安定しているのに対し、
相対湿度は外気の影響を受けて変動していること、外壁（ガラス面も含む）と展
示空間の間に空気層を設けることにより、温度変化を大きく緩和していること、
外気の影響は資料館入り口付近のみならず、１階展示室でも大きいが、1 階展示
ケース内にはその影響はほとんど及んでいないこと、ケース内の温度はケース外
の温度の変化とほぼ同じ変化を示すが、相対湿度は一定値を保つ傾向にあること
が明らかとなった。温度変化があるにもかかわらず、ケース内において相対湿度
が一定値を保つ傾向にあることは、ケース内の容積絶対湿度が温度により増減す
ることを示すものである。おそらく、クロスなどの有機質材料による吸放湿が原
因と考えられる。三輪車展示ケースには除湿剤が設置されており、リニューアル
直後には徐々に除湿効果が認められる。しかしながら、2 か月後にはケース内の
絶対水分量が増大に転じている恐れがある。今後も、温湿度の変化に注意すると
ともに、三輪車の腐食が進行していないかどうかについても監視していくことが
重要である。

入館者数が増えると資料館内（１階展示室）の二酸化炭素濃度は高くなること
が明らかとなった。二酸化炭素濃度は最大でも概ね 2500ppm 以下であり、ただ
ちに健康に被害を及ぼすものではないが、今後、換気などについても検討する必
要があろう。

展示してある資料には鉄製、真鍮製のものがある。今後、結露の危険性の検討
も必要である。特に鉄と銅が接触した状態にある場合、結露することで電気的な
腐食が進行する危険性があるため、展示ケース内での環境計測と状態観察が必要
となる。展示ケース内の環境と展示資料および展示ケース内装材の材料による吸
脱湿挙動については今後の大きな研究課題である。
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