博物館・美術館・図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防策に関する調査報告
2020/05/29 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
佐藤夕紀 久利希

はじめに
2020 年 5 月、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館・演劇映像学連携研究拠点では、国内および
国外の博物館・美術館・図書館関係団体が公表した新型コロナウイルス感染拡大予防策について
調査を行った。
新型コロナウイルス感染拡大の懸念が高まる 2020 年 2 月下旬、厚生労働省より「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本方針」が発表され、日本政府からはイベントなどの中止・延期要請があった。
これを受け、多くの博物館・美術館・図書館が休館、あるいはサービス縮小・変更を余儀なくされた。
おりしも早稲田大学坪内博士記念演劇博物館（以下、当館）はエレベーター設置工事により休館中
であったが、いずれ必ず来る博物館再開に向けて準備をしておく必要があった。しかし、新型コロナ
ウイルスについてはその詳細が解明されていないことも多く、調査を始めた 2020 年 5 月 1 日時点の
国内では、博物館における感染予防策の指針となるものが、公に出ていないように思われた。その
ため、博物館を安全に再開するにはどのような対策を講じるべきか探る目的で行ったのが本調査と
なる。調査は当館の佐藤夕紀、久利希の２名が行い、国内は主に佐藤、国外は久利が担当した。調
査の最終的な取りまとめは久利が行った。

調査の目的
国内外の博物館・美術館・図書館関係団体が発表した新型コロナウイルスの感染拡大予防策につ
いて情報を集め、博物館再開へ向けた対策を考えるための材料とする。

調査方法
対象 国内・国外の博物館・美術館・図書館関係団体
※当館は図書室・閲覧室を併設しているため、図書館も調査対象に含めた

期間 2020 年 5 月 1 日～5 月 14 日
※当初は明確に期間を定めておらず、当館における感染予防策を検討できるだけの材料が揃うま
でと考えていたが、5 月 14 日に日本博物館協会および日本図書館協会より指針となるガイドライン
が公表されたため、その時点でひと区切りとした。以降は国内で得られる情報を中心として、目に留
まったものを追記することとした。
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方法〈国内〉 文化庁、日本博物館協会、日本図書館協会、国立国会図書館などを中心に WEB サイ
トに公開されている情報を集めた。

方法〈国外〉

ICCROM（国際文化財保存修復研究センター）、ICOM（国際博物館会議）、IFLA（国

際図書館連盟）、国立国会図書館などの WEB サイト上の情報にあたり、そのリンク集などから参考
になりそうなものを選び、さらに情報を集めた。

調査結果
調査した情報をまとめたものが 4 頁以下に付した調査リスト（国内）、調査リスト（国外）である。実
際には内容を確認のうえ、参考となりそうな事柄を別途メモしながらの作業となったが、個別の詳細
を載せると煩雑になるため、リストにはごく簡単な概要のみを載せた。各情報についてはリストを参
照いただくとして、ここでは調査をしながら気づいた大まかな傾向について述べる。

国内
全体の印象として、博物館・美術館関係団体よりも図書館関係団体から発信された情報の方が多
く、更新頻度も高い。日本博物館協会や日本図書館協会、save MALK プロジェクトなどが新型コロナ
ウイルスに関連する情報提供をしているが、主となるのは開館状況や休館に伴う新しい取り組みの
紹介、行政関連の参考資料などである。
国内で感染予防策の指針について述べている資料を見つけ出せないなか、静岡県立美術館が
「県有施設における感染防止対策（チェックリスト）」を HP 上に掲載していたのは貴重な情報源となっ
た。考慮すべき具体的な内容が明らかにされているため、どのように対策を立てていくかを考える上
で大いに参考になった。後に日本博物館協会および日本図書館協会がガイドラインを公表した際、
その内容を理解しやすかったのは、上記チェックリストを事前に見ていたのが大きい。
国内の情報発信について補足しておく。国立国会図書館のポータルサイトである「カレントアウェア
ネス・ポータル」は、国内外の図書館に関する最新情報を積極的に提供しており、国内では最も情報
量のあるポータルサイトである。内容は多岐にわたり、時には博物館・美術館関係団体の情報も扱
っている。「美術手帖」のサイトも、国内外の博物館・美術館界隈の動向についてリアルタイムに更新
しており、多くの情報を得られる。「カレントアウェアネス・ポータル」「美術手帖」ともに国外の感染予
防策に関する記事を掲載していたため、ここから国外の状況をうかがい知ることができた。そのほか、
国内のガイドライン公表後に、株式会社未来の図書館研究所が国内外における図書館再開に向け
た取り組みや、ガイドライン等についてとりまとめた詳しいレポートを公表しており、こちらも参考にな
る。

国外（主に欧米）
図書館関係団体、博物館・美術館関係団体のいずれにおいても、積極的な情報発信が見られた。
保存修復学会や保存研究所といった、保存関係団体からの情報提供も多い。新型コロナウイルス
感染拡大予防策についてはもちろん、施設再開に向けてのフェーズごとの取り組みを細かく示して
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いたり、関連情報としてコレクションケアについて改めて掲載していたりと、幅広いニーズに応えるも
のとなっていた。全体としての情報量が膨大であることから、今回は各団体の公表している内容をつ
ぶさに調査するには至らなかったが、求めていた情報は充分に得ることができた。
国内との違いとして特筆すべきは、資料の取り扱いについて多くの団体が公表していた点である。
資料の取り扱い（隔離・消毒）としては、資料を隔離した状態で時間をおくことが最良の策という認識
で各国共通していた。その隔離期間の設定は国ごとに 24 時間から最大 14 日間まであり、見解に相
違があるようだが、72 時間（3 日間）という数値が比較的多く見受けられた。国内では、日本博物館
協会のガイドラインには該当項目がなく、日本図書館協会のガイドラインに「海外の関係団体が公表
している情報を参考にすることが考えられる」という趣旨の記述があるのみである。資料の取り扱い
については、国外の情報を参照しながら、どこまでなら対応可能なのか、その時の状況にかんがみ
て実行する必要があると思われる。
現時点でも、各国の様々な団体から新たな情報が続々と公表されており、国内に比べて情報の流
れが速い。上記「国内」で示した団体が国外の情報を参考資料として挙げていることからも、動向を
注視することで新たな知見を得られる可能性が高い。

おわりに
日本博物館協会および日本図書館協会からガイドラインが発表され、新型コロナウイルス感染拡
大予防策を考える上でめどが立った時点で、調査はひと区切りとなった。状況が刻々と変化し、毎日
のように新しい発表があるなか、限られた時間で行った調査となったため、内容に偏りがある面は否
めない。しかし、図書館だけでなく博物館・美術館を含んだ調査結果をアクセスしやすい一覧にした
ということに加え、この未曽有の事態に博物館・美術館がどのように対応しようとしたかの記録資料
としても役立つ面があると考え、内部資料に留めず情報公開することにした。この報告は 5 月半ば時
点の情報をもとにしていることをご了承のうえ、ご参照いただければ幸いである。
現在は、この調査結果を踏まえて作成した新型コロナウイルス感染予防策のチェックリストを使い、
当館においての具体的な対策を検討する段階に入っている。実際の対策については、また別の機
会に報告できればと考えている。
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調査リスト（国内）
No.

アクセス日

機関名

タイトル

概要など

URL

1

2020/5/1

東京文化財研究所

【文化庁 発出文書】

文化財のウイルス除去・消毒作業についての留意点。

https://www.tobunken.go.jp/info/in

文化財所有者及び文化財保存展示

「文化財が所在する場所において消毒作業等の必要が生じ、専門的な助言等が

fo200424/%E6%96%B0%E5%9E%

施設設置者におけるウイルス除

必要な場合には、事前に、以下の文化庁の担当へ御相談くださるようお願いし

8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3

去・消毒作業に係る対応について

ます」

%83%8A_%E4%BD%9C%E5%93%
81%E6%B6%88%E6%AF%92%E3
%81%AE%E7%9B%B8%E8%AB%8
7%E7%AA%93%E5%8F%A3_%E4
%BA%8B%E5%8B%99%E9%80%A
3%E7%B5%A1.pdf

2

2020/5/1

美術手帖

INSIGHT - 2020.4.14

美術作品の保存・修復の専門家である東海大学情報技術センター（TRIC）講

新型コロナウイルス、もし美術館

師・田口かおり氏へのインタビュー。

で感染者が出たら？ 保存・修復の

・美術作品の表面の消毒は消毒剤の選定からしても簡単ではない。

専門家に予測される対処法を聞く

・「館内で感染者が出た場合の手順については、（略）各館で入館時の検温、

https://bijutsutecho.com/magazine/
insight/21683

ヒアリング、手指の消毒、入館者数制限、緊急時の連絡先を聞いておくなど、
感染を未然に防ぐ対策や、非常時の連絡手段の確保以上のことは、検討の途上
（略）」
3

2020/5/8

日本図書館協会

【内閣官房新型コロナウイルス感

美術館・博物館・図書館における対策の例示。

https://www.jla.or.jp/Portals/0/dat

日本博物館協会

染症対策推進室 発出文書】

【別紙２】「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（抜粋）

a/content/information/cas20200504

「緊急事態措置の維持及び緩和等

【別紙４】施設に応じた感染拡大を予防するための工夫（例）

.pdf（同じ文書：https://www.j-

に関して」

muse.or.jp/02program/pdf/corona0
506.pdf）

4

2020/5/9

美術手帖

INSIGHT - 2020.5.9

再開を決定した館と各館が発表している対策（随時更新予定）

まとめ：全国の美術館・博物館の

https://bijutsutecho.com/magazine/
insight/21871

再開状況
5

2020/5/11

文化庁

新型コロナウイルスに関連した感

●リソース集

https://www.bunka.go.jp/koho_hod

染症対策に関する対応について

「緊急経済対策について」

o_oshirase/sonota_oshirase/202002

「文化施設における感染拡大予防ガイドライン・緊急事態宣言関連等」

06.html#info02

「国立の美術館・博物館・劇場の臨時休館について」など

4

6
7

2020/5/12
2020/5/12

日本図書館協会

新型コロナウィルス感染症への図

●リンク集

https://www.jla.or.jp/home/tabid/8

書館の対応事例

再開した図書館の対応状況、参考資料など

53/Default.aspx

国立国会図書館（リサーチ

新型コロナウイルスに関する図書

●リンク集

https://rnavi.ndl.go.jp/research_gui

ナビ）

館等の取組み

新型コロナウイルスに関する国内外の図書館等の取組を紹介。

de/entry/post-1168.php#univ

国内：全国（協会、協議会、学会など）、都道府県立図書館、大学図書館等
海外：全体（連盟、団体など）、アジア、大洋州、北米、欧州
8

2020/5/12

save MLAK プロジェクト

COVID-19 の影響による図書館の

全国の公共図書館・公民館図書室等 1692 館をウェブサイトの公開情報にもと

https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:

動向調査（2020/05/06）について

づいて調査した結果。(随時更新）

プレス/20200507

1 調査概要
2 調査結果 : 開館状況
3 調査結果： 休館中の対応
3.1 全体の動向
3.2 特徴的な取り組み（※リンク集あり）
4 調査結果： 休業要請の状況
5 サービス再開に向けて
6 調査結果： 調査データの公開
9

2020/5/13

公益社団法人 空気調和・

新型コロナウイルス感染症制御に

換気に関する正しい知識や運用方法について。

https://www.aij.or.jp/jpn/databox/

衛生工学会

おける「換気」に関して緊急会長

・換気回数が大きいほど、汚れた室内の空気を外気で希釈し、速く入れ替える

2020/200323.pdf

一般社団法人 日本建築学

談話

ことができる。
・通常の家庭用エアコンやパッケージエアコンは空気を循環させるだけで、換

会

気を行っていない。エアコンだけの部屋では窓開けや、換気システムの運転を
行うことが推奨される。
・一般的な空気清浄機は通過する空気量が換気量に比較して少ないことから、
部屋全体に対して充分効果があるかどうかは不明。
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2020/5/13

静岡県立美術館

静岡県立美術館 新型コロナウイル

具体的な対策一覧。

http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/

ス感染症 感染防止方針

「密閉対策」「密集対策」「密接対策」「衛生対策等」「サービスの休止」

uploads/files/%E6%84%9F%E6%9F

【来館者の皆様へのお願い】

%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E
6%96%B9%E9%87%9D20200511.
pdf
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2020/5/13

静岡県立美術館

県有施設における感染防止対策

具体的なチェックリスト。

http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/

（チェックリスト）

「現状のリスク評価」「基本的な留意点」「入館制限」「共用物品・設備の消

uploads/files/%E3%83%81%E3%8

毒等」「ごみの廃棄」「清掃・消毒」など

2%A7%E3%83%83%E3%82%AF%

5

E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83
%8820200511.pdf
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2020/5/20

日本図書館協会

図書館における新型コロナウイル

ガイドラインの「来館者名簿の作成」の運用における留意点について説明。

ス感染拡大予防ガイドラインの

http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/
content/information/meibo0520.pdf

「来館者名簿の作成」の運用に関
する補足説明
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2020/5/21

チームラボ株式会社

チームラボ、感染症防止対策に活

「時間指定チケットの販売で混雑を緩和」「チケットレス化、QR コードの導入

https://www.team-

用可能な時間制来館者システム

による非接触での入館オペレーション」 「来場者への連絡手段の確保」「専

lab.com/news/ticket200519/

「チームラボチケッティングシス

用機器に依存しないシステムで、最短 1 カ月で導入可能」などを実現。

テム」を提供開始。時間指定チケ

※美術手帖に紹介記事あり。

ットで混雑を緩和。美術館、水族

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21955

館、遊園地など様々な施設に最短 1
ヶ月で導入可能。
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2020/5/22

株式会社未来の図書館 研

新型コロナウイルス影響下の図書

国内外における図書館再開に向けた取組やガイドライン等についてのまとめ。

http://www.miraitosyokan.jp/future

究所

館：再開に向けた取組（2020-05-

各国のガイドラインを比較した一覧表も。

_lib/trend_report/covid-

22）

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）に紹介記事あり。

19_20200522.pdf

https://current.ndl.go.jp/node/41015
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2020/5/22

株式会社未来の図書館 研

新型コロナウイルス影響下の図書

国内外の図書館が現状行っているサービスについて、インターネット上の公開

http://www.miraitosyokan.jp/future

究所

館：図書館の取組（2020-04-30）

情報から調査したまとめ。

_lib/trend_report/covid-19.pdf

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）に紹介記事あり。
https://current.ndl.go.jp/node/40910
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2020/5/26

日本博物館協会

初版への初回
アクセスは 5/14

博物館における新型コロナウイル

●博物館・美術館向けガイドライン（初版は 5/14 公表）

https://www.j-

ス感染拡大予防ガイドライン

【令和 2 年 5 月 25 日改定版】

muse.or.jp/02program/pdf/coronag

改定箇所：来館自粛・入場制限を要請する条件

uide2.pdf

旧版：過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴があ
る場合等
新版：過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合等
17

2020/5/26
初版への初回
アクセスは 5/14

日本図書館協会

図書館における新型コロナウイル

●図書館向けガイドライン（初版は 5/14 公表）

http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/

ス感染拡大予防ガイドライン（5 月

「5 月 14 日以降の状況の変化と専門家等の意見を踏まえるとともに、補足説明

content/information/corona0526.pdf

26 日更新版）

の内容を反映し、図書館特有の事情に基づいて内容を更新」
【注記表示】

6

「注１ 附記２に基づき公表された「「来館者名簿」の運用に関する補足説明」
（2020 年 5 月 20 日）を，併せて参照のこと。」
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2020/5/26

文化庁

令和２年度文化芸術振興費補助金

公演等の再開にあたって必要とされる感染症予防等に係る取組を支援する事

https://www.bunka.go.jp/shinsei_b

文化施設の感染症防止対策事業

業。

oshu/kobo/92252301.html

（補助金）

「新型コロナウイルスによる自粛において、公演や展覧会等の中止や延期、施
設の閉館等を実施した劇場・音楽堂等、博物館の文化施設に対し、公演等の再
開にあたって必要とされる感染症予防等、並びに博物館の混雑緩和に資する時
間制来館者システム導入の取組を支援します」

19

2020/5/27

文化庁

５月 25 日に決定された「新型イ

「催物（イベント等）の開催制限及び施設の使用制限に関する段階的な移行に

https://www.j-

ンフルエンザ等緊急事態解除宣

ついては，改正基本的対処方針の「三（３）６）緊急事態宣言解除後の都道府

muse.or.jp/02program/pdf/coronak

言」等について

県における取組等」及び別添の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

aijyo0526.pdf

長による各都道府県知事宛て事務連絡（令和２年５月 25 日事務連絡「移行期
間における都道府県の対応について」）をご参照の上，引き続き，活動場所等
となる地域の状況を自治体等に確認し，把握したうえで，適切に対応してくだ
さい。」
20

2020/5/27

美術手帖

美術館再開をめぐって──学芸員

5 月 8 日に再開した和歌山県立近代美術館の学芸員・青木加苗氏による、新型

https://bijutsutecho.com/magazine/

の備忘録

コロナウイルスが国内の博物館・美術館に影響を及ぼし始めた 2 月半ばから 5

insight/21987

月 8 日の再開までの「開館」にまつわる記録。
21

2020/5/28

save MLAK プロジェクト

COVID-19

博物館・美術館、図書館、文書館などで行われている取り組み事例や、新型コ

https://savemlak.jp/wiki/COVID-19

ロナウイルス感染予防に関連して発表されたガイドラインや情報のリンク集。
22

2020/5/28

日本博物館協会

新型コロナウイルスと博物館

●リンク集

https://www.j-

博物館の新たな取組、行政関連の参考資料など

muse.or.jp/02program/projects.php
?cat=13

7

調査リスト（国外）
No.

アクセス日

機関名

タイトル

概要など

URL

1

2020/5/1

ICCROM

Heritage in Times of

・Tips and Resources 具体的な対策リストとリソース集。

https://www.iccrom.org/h

International Centre for the

COVID

1.Ensuring Safety of Personnel from COVID-19

Study of the Preservation

・Tips and Resources

3.Preparing for Closure of Heritage Sites and Institutions

and Restoration of Cultural

・Relevant Links

4.First Aid to Collections

Property

・Relevant Links 世界各国を網羅した膨大なリソース集。※他機関のリストと重複あり。

国際文化財保存修復研究センタ

【参考資料】個人防護具の着脱方法：https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-

ー（ユネスコ機関）

Sequence.pdf

eritage-times-covid

→同じような内容の日本語 ver.：https://www.medline.co.jp/empower/ppe
2

2020/5/1

AICCM

COVID-19 Collection and

コレクションケアガイドの紹介とコレクション管理者に向けた管理や消毒についてのリンク

https://aiccm.org.au/news

Australian Institute for the

Conservation Resources

集。※他機関のリストと重複あり。

/covid-19-collection-and-

Conservation of Cultural

●リスト：

conservation-resources

Material

https://aiccm.org.au/sites/default/files/Coronavirus%20resource%20list.docx →リ

→リンク切れ

オーストラリア文化財修復協会

ンク切れ

（2020/5/26）、別ページに

【参考資料】コレクションケアガイド（閉館に向けたフェーズごとの対策、再開に向けた準

飛ぶ（2020/5/28）

備。※ウイルス対策の特記なし）："Closed by COVID-19?"
https://aiccm.org.au/sites/default/files/Closed%20by%20COVID19%20-%20version%201.2%20-%2029Apr2020.pdf →リンク切れ
3

2020/5/1

ICON

Conservation and care of

コレクションケアガイドの紹介とリンク集。

https://icon.org.uk/news/c

The Institute of

collections during the

【参考資料】災害時における素材別の救助ガイド："pocket-salvage guide"

onservation-and-care-of-

Conservation

Coronavirus pandemic

https://www.museumoflondon.org.uk/application/files/9414/5615/4887/pocket-

collections-during-the-

salvage-guide.pdf

coronavirus-pandemic

英国文化財保存修復学会

【参考資料】コレクションケアガイド（閉館に向けたフェーズごとの対策を含むリソース
集。※ウイルス対策の特記なし）
："Collection Care Guidance for Museums and Historic Properties during the Covid19 Crisis"
https://icon.org.uk/system/files/public/collection_care_guide_for_museums_and_hi
storic_houses_during_covid-19_updated.pdf

8

4

5

2020/5/1

2020/5/1

●リンク集 ※他機関のリストと重複あり。

ICON

Coronavirus guidance－

The Institute of

From the sector－

Conservation

Technical advice for

英国文化財保存修復学会

conservators

CCI

Closing a Museum for the

冬季の長期閉館におけるチェックリスト（閉館前に行う項目）

https://www.canada.ca/en

Canadian Conservation

Winter

Security, Exterior Maintenance, Pest Control, Interior Maintenance, Plumbing,

/conservation-

Institute

Occasional Heating, Existing Deficiencies, Basements, Collections(Relative Humidity

institute/services/conserva

カナダ保存研究所

Control, Light, Floods, Snow Removal), Lock-up, Organizing It All, Suppliers

tion-preservation-

https://icon.org.uk/resourc
es/coronavirus-guidance

publications/canadianconservation-institutenotes/closing-museumwinter.html
6

2020/5/14

COVID-19 ウイルスの特性や消毒方法などの紹介とリソース集。

CCI

Caring for Heritage

Canadian Conservation

Collections during the

accr.ca/wp-

Institute

COVID-19 Pandemic

content/uploads/dlm_uplo

カナダ保存研究所

（CCI Technical Note）

ads/2020/04/cci_covid-

https://www.cac-

19_en_2020-04-17.pdf
7

2020/5/1

ICOM

Museums and COVID-19:

コミュニティの回復をサポートするために取ることができる行動についての提案。

https://icom.museum/en/

International Council of

8 steps to support

「1. Secure your own safety and well-being first 」「5. Learn from the past」「6.

news/museums-and-

Museums

community resilience

Consider the possibility of rapid response collecting and documenting the crisis and

covid-19-8-steps-to-

its impact」など

support-community-

国際博物館会議

resilience/
8

2020/5/1

ICOM

Conservation of museum

具体的な対策リスト。以下の 3 つの項目に分けて記載。

https://icom.museum/en/c

International Council of

collections

「IN GENERAL」「IN EXHIBITIONS」「IN STORAGE AND WORK AREAS (WITHOUT

ovid-

PUBLIC ACCESS)」

19/resources/conservation

Museums
国際博物館会議

-of-musem-collections/

9

9

2020/5/14

再開する美術館・博物館に向けた具体的な対策リスト。以下の 7 つの項目に分けて記載。

ICOM

Museums and end of

International Council of

lockdown: Ensuring the

・PREPARING FOR THE ARRIVAL OF THE PUBLIC

news/museums-and-end-

Museums

safety of the public and

・PUBLIC ACCESS – ADAPTING THE FLOW OF VISITORS

of-lockdown-ensuring-the-

国際博物館会議

staff

・PUBLIC ACCESS – STRENGTHENING HEALTH MEASURES

safety-of-the-public-and-

・PUBLIC ACCESS – RESTRICTING SOME ACCESS IF NECESSARY

staff/

https://icom.museum/en/

・RECEPTION AND SECURITY STAFF
・CLEANING AND CONSERVATION MEASURES
・IN THE OFFICE
※美術手帖に紹介記事あり。
https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21910
10

2020/5/1

●リンク集 ※他機関のリストと重複あり。

https://www.culturalherita

American Institute for

コレクションケアリソースとして「GENERAL」「CLEANING」「EMERGENCY

ge.org/resources/emergen

Conservation of Historic and

PLANS/DISASTER PREPAREDNESS」「PREPARING A MUSEUM FOR CLOSURE OR

cies/collections-care-amid-

Artistic Works

REOPENING」などの項目がある。

covid-19

Precautions for Museums

具体的な対策リスト。「来館者の安全」「スタッフの安全」「施設管理」「パブリック・コ

https://cimam.org/news-

during Covid-19

ミュニケーション」の 4 カテゴリーに分けて記載。

archive/precautions-

Pandemic

※美術手帖に紹介記事あり。

museums-during-covid-

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/21807

19-pandemic/

AIC

COVID-19 RESOURCES

アメリカ文化財保存修復学会
11

2020/5/1

CIMAM
International Committee for
Museums and Collections of
Modern Art
国際美術館会議

12

2020/5/7

ALA

ALA Executive Director

COVID-19 に関する声明。感染予防についてのリソースやガイダンスを提供することを宣

http://www.ala.org/news/

American Library Association

Tracie Hall releases

言。

press-

米国図書館協会

statement on COVID-19

releases/2020/03/alaexecutive-director-traciehall-releases-statementcovid-19

13

2020/5/7

AIB

Covid-19 and health

科学的な文献レビュー、資料の取り扱いとワークスペースの管理に関して推奨される具体的

https://www.aib.it/attivita

Italian Library Association

protection in libraries

な対策。

/2020/80687-covid-19-

イタリア図書館協会

A review of the literature

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）に紹介記事あり。

and-health-protection-in-

and some

https://current.ndl.go.jp/node/40887

libraries/

recommendations on the
handling of materials and

10

the management of
workspace [1]
14

2020/5/12

American Libraries

How to Sanitize

資料の衛生状態を保つ(洗浄・消毒)方法について専門家の意見を紹介。

https://americanlibrariesm

Collections in a Pandemic

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）に紹介記事あり。

agazine.org/blogs/the-

https://current.ndl.go.jp/node/40668

scoop/how-to-sanitizecollections-covid-19/

15

16

2020/5/12

2020/5/12

AAM

Managing collections care

具体的な対策とリンク集。 ※他機関のリストと重複あり。

https://www.aam-

American Alliance of

during pandemics

【参考資料】清掃サイクルや素材別の清掃方法についての解説："COLLECTION

us.org/programs/about-

Museums

HOUSEKEEPING GUIDE"

museums/reviewing-

アメリカ博物館同盟

https://ccaha.org/resources/collection-housekeeping-guide（Conservation Center

cleaning-and-collections-

for Art & Historic Artifacts）

care-policies/

保存科学者による資料の隔離、洗浄・消毒についての解説。

https://www.ncptt.nps.go

NCPTT

Covid-19 Basics:

National Center for

Disinfecting Cultural

v/blog/covid-19-basics-

Preservation Technology and

Resources

disinfecting-cultural-

Training

resources/

アメリカ国立保存技術研修セン
ター
17

2020/5/13

NEDCC

3.5 Disinfecting Books

書籍等の消毒に関するアドバイス

https://www.nedcc.org/fre

Northeast Document

and Other Collections

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）に紹介記事あり。

e-resources/preservation-

https://current.ndl.go.jp/node/40889

leaflets/3.-emergency-

Conservation Center
ノースイースト文書保存修復セ

management/3.5-

ンター（アメリカ）

disinfectingbooks%C2%A0

18

2020/5/13

IFLA

COVID-19 and the Global

具体的な対策とリンク集。

https://www.ifla.org/covid

International Federation of

Library Field

「Managing different approaches to restrictions」「Staying safe at home and work」

-19-and-libraries

Library Associations and

「Reopening libraries」など 12 の項目に分けて新型コロナウイルスの情報や図書館再開に

Institutions

向けた対策などを紹介。

国際図書館連盟

※日本図書館協会に紹介記事あり。
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu///tabid/854/Default.aspx

11

19

2020/5/14

DBV

Empfehlungen für die

具体的な対策。

https://www.bibliotheksve

Deutscher

Wiedereröffnung von

※日本図書館協会の記事内にリンクあり。

rband.de/fileadmin/user_u

Bibliotheksverband e.V.

Bibliotheken

http://www.jla.or.jp/committees/jiyu///tabid/854/Default.aspx

pload/DBV/themen/2020_

ドイツ図書館協会

（英訳：

04_23_dbv_Empfehlungen

Recommendations for

_Wiederer%C3%B6ffnung

reopening libraries）

_Bibliothek_Corona_final.p
df
（英訳：
https://www.ifla.org/files/
assets/hq/topics/librariesdevelopment/documents/g
uidance_for_reopening_libraries_dbv_23_
april.pdf）

20

2020/5/14

ABF

COMMUNIQUÉ

開館に向けたフェーズごとの具体的な対策。

http://www.biblio-

Association of French

INTERASSOCIATIF :

「Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques

covid.fr/wp-

Librarians

RECOMMANDATIONS

territoriales」は簡略化した内容。

content/uploads/2020/04/

フランス図書館協会

POUR UN

※日本図書館協会の記事内にリンクあり。

Recommandations-29-04-

・ABF：Association of

DÉCONFINEMENT

http://www.jla.or.jp/committees/jiyu///tabid/854/Default.aspx

2020.pdf

French Librarians

PROGRESSIF DES

(英訳：

・ABD：Association of

BIBLIOTHÈQUES

https://www.ifla.org/files/

Departmental Librarians

（英訳：INTER-

assets/hq/topics/libraries-

・ADBGV：Association of

ASSOCIATION PRESS

development/documents/fr

directors of municipal

RELEASE:

ench_guidance_for_re-

libraries and inter-municipal

RECOMMENDATIONS

opening_public_libraries.p

groupings of French cities

FOR PROGRESSIVE

df）

・Bibliopat

LIBRARY

・Acim：Association for the

DECONFINMENT)

http://www.biblio-

cooperation of music
information professionals

covid.fr/wpAide pour la reprise d’

content/uploads/2020/05/

activité et la réouverture

Recommandationsofficielles-07-11-20.pdf

12

au public des
bibliothèques territoriales

21

2020/5/20

ソウル特別市

서울도서관 1 단계 개방…

"徹底した防疫手順に「注目」"

http://mediahub.seoul.go.

철저한 방역절차 ‘눈길’

具体的な対策の紹介記事。記者が実際に図書館に行った様子を写真付きで掲載。

kr/archives/1281371

※カレントアウェアネス・ポータル（国立国会図書館）の記事内にリンクあり。
https://current.ndl.go.jp/node/40983

13

