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◆歴史遺産の未来を考える ～歴史遺産をいかす～ 
2018 年 11 月 11 日(日) 今野公顕 

 

１ 「歴史遺産をいかす」ためには 

（１）「歴史遺産をいかす」目的 

→ 未来永劫，その歴史遺産の「本質的な価値」を保護し，次世代へ継承するため。 

→ 何のために取組むか共通認識が必要。 

→ 関係者の想い（地域振興，教育，企業広報，歴史探求など）を，各関係者同士が理解し，尊

重しあうことで，未来へ続く持続可能性を持たせられるのではないだろうか。 

 

（２）「歴史遺産をいかす」視点 

 多様な視点でそれぞれの効果を上げられるように。 

 ・価値を高める ：「本質的価値」と「現代的価値」を磨き「社会的価値」がある存在とし， 

保護すべきものとしていくこと。 

 ・持続可能性  ：未来へ継承する仕組み。 

 ・敷居を下げ門戸を開く ：より多くの関係人口を。 

 ・多様性を認める ：あらゆる切り口からの活用を模索。 

 

（３）「歴史遺産をいかす」とは 

多くの人たちに，その「本質的な価値」を知って守ってもらうために…  

一例として 

 ・住民の拠り所とする →「誇り」となる。帰属意識 identification (同一視，一体化)醸成。 

 ・歴史学習の場とする →「本質的な価値」を知り，親しみと愛着を広める。知ること。 

 ・歴史観光の場とする →「現代的な価値」の向上を図る。観光誘客の素材。 

 ・地域の目玉とする  →「商工・観光・まちづくり・教育など」多様な施策にいかす。 

 

（４）「歴史遺産をいかす」実施主体 

 ・自治体 

 ・住民団体 

 ・NPO，指定管理者 

 ・愛好団体 

 ・企業，団体，法人 

 ・その他 

 

＊「はじめは小さく，徐々に大きく」，または「はじめは大きく，徐々に絞り込む」。 

どちらもメリット・デメリットがあるだろう。 

ただし，特定の団体が独占するのは，いかがなものかと思う。常に可能性を広げるため，ア

ンテナを高く，ネットワーク，協同できることはないか，スケールメリットを生かせるもの

はないか考え，相互扶助，win-winの関係を目指し他団体へ働きかける。 
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（５）「歴史遺産をいかす」費用負担 

 ・公費（国庫補助，自治体単独費）～自治体主導の施策 

 ・企業協賛 地域貢献活動，企業メセナ活動，各種財団等の助成 

 ・協賛 事業に賛同を募り，必要経費を協賛金として集める。 

ハード整備や公共的なイベント。協賛御礼やその成果公表により協賛してよかったと

思ってもらうことが必要。インターネット上のクラウドファンディングという手段も。 

  

実施主体によって，適切な手段を検討する。 持続可能性を持たせる計画と取組が必要。 

住民や民間団体が主要な実施主体の場合，スタート時は自治体の補助金助成金に頼り，その後

は自走できるような仕掛けをしていく必要があろう。企業メセナ助成など，周年記念などの節目

の活動に活用するのもよい。 

また，営利活動として事業化するファンド（投資銀行）の活用，商工会との連携（中小企業向

けの助成）なども視野に入れられるだろう。 

 

＊営利活動 ガイド料，グッズ販売，イベント参加費，共同事業（コラボレーション）。 

     お金を取ることは悪いことではない。それなりの価値を準備して堂々とすればよい。

「ガイド料」などとすることがおこがましいのであれば，運営協力費など名目を工

夫することも考えられよう。 

それよりも従事する側の「お金を取るという意識」を持った活動が大事だ。無償

だと，サービスを受ける側も，提供する側も，無償なりの価値意識になりかねない。

海外の事例やテーマパークを参考に考えればわかるだろう。 

 

（６）対象・ターゲット 

 活動をするにあたって，その活動の「ターゲット」を明確にした上で計画を作らなければなら

ない。その歴史遺産のどのような側面＝「価値」を，どの対象に向けアピールするのか，そのた

めに何の活動ができるのか考える。すべての活動には，平等に価値があるものと考える。 

  

ファミリー 幼児と楽しめる体験，自然，工作，作る，味わう 
現代的 

な価値 社
会
的
価
値
の
向
上 

若者 サブカルチャー，恋愛，歴女，オタク文化 

企業 収益の上がる活動，企業価値の上がる地域貢献活動 

高齢者 健康運動，自然散策，散歩コース，歴史ネタ  

子ども 親が参加させたい学習要素もある体験，クラブ化  

観光客 見学ルート，ガイド，アクティビティ（遊び）  

学校 教員が使いやすい地域学習のストーリー 
本質的 

な価値 
愛好家 歴史を深める詳しい解説，調査に参加できる 

専門家 専門家同士の交流の場，調査研究の場 
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２ 歴史遺産をいかす 具体策 

（１）活動内容 

 各地の先進事例から真似できそうなことも参考に。「モノマネ」から「コトマネ」。 

 観光地としての活用，学習活動としての活用。数年後の様子や，失敗例も収集することも。 

 ・公開  誰もが，いつでも，自由に見ることができるようにすることを基本とする。 

日時や入園料，ガイド料を設定するのも可能。 

・調査  本質的価値を高める調査研究活動。 

     ・発掘調査 ・資料調査 ・調査旅行 ・悉皆調査 ・公募研究 ・調査報告書 

 ・ガイド 本質的価値を，小学生でも理解できる内容で説明できるか。 

      均質なガイドとなるようマニュアル整備や接遇の研修が必要。 

マニアが自分の知識を披露することはガイドではない。＝来訪者が何を知りたくて

ガイドを頼んだのかを把握すること。 

 ・環境整備 来場者を迎える最低限の環境整備は必要。 

駐車場，案内看板，解説板，誘導標式，ベンチ，水飲，東屋，トイレ，遠路。 

ガイダンス施設，復元整備。花畑，日よけになる樹木… 

・維持管理 気持ちの良い空間を保つ。草刈り，ごみ拾い，植栽管理，雪かき。 

 ・イベント 歴史をネタに遊ぶ。人を呼び集めるきっかけ。 

イベントが目的にならないように。来て見て存在を知ってもらうことが目的。 

まつり。地域の発表の場。 

 ・多目的広場として 空間の利用。グランドゴルフ,遠足，レクリエーション，散歩… 

 ・話題作り 些細なことでもニュースになる。マスコミへ情報提供を欠かさない。 

      インターネットの活用は必須。SNSや，Google MAP，など。 

 ・異業種共同 サブカルチャーや企業活動との共同活動。多彩な価値を生む。 

 ・本質的価値の周知 なぜそこが大事なのか，どんな魅力を感じるか。ロマンの共有。 

 

（２）主な活動 

ひとつの歴史遺産に対してひとつの活動だけでなく，様々な活動をそれぞれ得意な団体が取組

むことにより，多くの関係人口を生み出すきっかけとなり，交流人口の増加や，持続可能性も持

たせることができよう。中心となる団体が，それぞれをマネジメントし，それぞれが事業評価し

あい，どのような姿にしていきたいのか明確にし，盛り上げていくと効果が上がるだろう。 

たとえば，歴史探求団体がガイドや研究会・講演会を，地元老人会が環境美化を，企業や自治会がイ

ベントを，子ども会や学校がレクリエーションや花植えを，自治体が環境整備を担う，それらの団体か

らの代表者と有識者による団体が全体のトータルマネジメントを担当するなど分担する。 

 

ガイド 研究会

講演会

環境美化
環境整備

イベント
歴史遺産 

ひとつの歴史遺産を舞

台に，様々な団体が係

わることができる。 

⇒ 様々な人たちが，そ

れぞれ興味のある分野

で係わることができる。 
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①ネットワーク 

《歴史遺産活用の活動連携の考え方》 

 時代，種類，立地，環境，地域など，あらゆる側面をとらえ共同することによるメリットを生

かしたネットワーク構築は，有効性が高い。ネットワーク構築の際には，誰にでもわかりやすい，

もっともらしいストーリーを作り，「だからネットワークを組んで一緒に盛り上がろう！」という

仕掛けが必要だ。こじつけのストーリーでも，魅力的で価値が高まるように。 

 

・同じような種類の歴史遺産を持つネットワーク 

（縄文世界遺産，ル・コルビジェの建築，日本百名城，名水百選，近代化遺産など） 

・街道や地名などの地理的条件に基づくネットワーク（石見銀山の道，熊野古道，お遍路など） 

・歴史遺産で街づくりをする団体のネットワーク（街並み，建造物，史跡など） 

・姉妹都市，提携都市，河川，道路，広域など既存の連合体の活用（北上川，国道，振興局等） 

  

ひとつの歴史遺産だけより、相互に盛り上がるスケールメリットを生かすことができる。それ

ぞれの地域で，それぞれの歴史遺産を周知広報するネタができることで，輪を広げることが期待

できる。また，連携する地域活性化には，国や自治体，関係団体，企業メセナによる補助金・助成

金の対象となる場合が多い利点も考えられる。 

互いの目指すところを尊重しあって、高めあうよきライバルとしてのネットワーク構築が肝心

だろう。また，緩い結合で束縛しあわない余裕のある関係が，長続きできるポイントか。 

人や予算などについては，持続できる仕組みつくりも必要だ。例えば，持ち回り制で会合を催

す，数年に１回は大きなイベントを行うなど，続けることだけが目的とはならず，持続性と効果

を上げるための仕組みを検討する必要があろう。 

互いのことを知ること，親睦と情報交換，交流，見学会などから始め，徐々にシンポジウム，

書籍化，パンフレット，ネットサイト，案内板の整備など，互いの関係人口を増やす為の価値の

向上と情報発信強化を図っていく。 

なお，この際には，常にマスコミなど各種メディアへの情報提供はマメに行うとよいだろう。

新聞テレビなどはもちろんのこと，ラジオ，各種雑誌，業界紙などに，「あそこでは面白いことを

やっている」と応援してもらうことで広報につながり，関係人口の増加が見込める。 

 

②環境美化活動 草刈り，ごみ拾い，花植え，植樹祭 

③環境整備活動 案内板，解説板，名称板，ベンチ，東屋，遊歩道 

④復元整備 発掘調査成果をもとにした 竪穴建物の復元，遺構構表示（秋田市 地蔵田遺跡） 

⑤ガイド  市民ガイド，案内人，管理人 

 ＊ガイドはとても難しい。知識を披露するだけのガイドは一般の人にとっては，苦痛かもしれ

ない。ガイドする人のニーズや知識量などを判断し，飽きさせない工夫が必要だろう。ツア

ーのどこかで，アクティビティ（遊び）や景色の良いところの紹介，差もない豆知識的なト

リビアを用意するなどの工夫もあってよいだろう。 

 ＊外国人の対応も重要になってくるだろう。   

＊方言を使ったガイド。 
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⑥イベント 遺構表示体験（払田柵や弘前城の例），まつり，体験，アクティビティ（遊び） 

⑦調査活動 市民団体による発掘調査， 文献資料等調査 （野尻湖の調査） 

⑧団体同士の親睦会 見学ツアー 夢を語る会 

⑨シンポジウム，講演会，解説書籍刊行，パンフレット制作，インターネットサイト作成 

⑩場としての活用 

 リビングヘリテイジ（生きている遺産），文化的景観の保護， 

 広場を使ったイベント（ゲートボールなど） →それをきかっけに来て知ってもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説案内ガイド，イベント，解説板作成，環境整備等の各種活用活動の際には，専門家の

助言助力（指導委員等）を得て，その内容を間違いないものとする。 

また自治体の関係部局（教育委員会，都市計画，住民活動など）にも相談し，助言・助力

を得たり，様々な関係団体，地元の学校や大学などと協力しあったりするとよいだろう。 
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４ 留意点 

「活用のための活用」にはならないように。 

 何のための活動なのか，当初の趣旨を明確に，常に意識すること。 

 価値を高める 本質的な価値（歴史遺産の学問探求），現代的な価値（活用メニュー）。 

 持続可能性  常に価値を向上させる燃料を焚き続け，持続可能性を持たせる仕組み。 

価値を磨く  流動化の時代。 

変わらないもの（歴史遺産の「本質的価値」）と， 

変わるもの（歴史遺産の「現代的価値」＝社会的価値）がある。 

 単純明快 入口は広く低く，入った人を深みに誘う魅力＝「価値」を磨く。 

外の目線 見慣れているものには，気づかない魅力が隠れている。 

      なぜそこに住み続けるのか。住まうだけの理由，好きなところはどこか。 

      強みを生かす。弱みを消す。 

熱意 熱量は伝播する。熱量は人を呼ぶ。 

 若者 若者の考えを否定せず，生かす。若者と馬鹿者と余所者は価値ある存在。 

 多様性と公開性 三人寄れば文殊の知恵。三本の矢。様々な「価値」を見出す。 

 パワーバランス 誰かのためでも，誰かが言うからでも無く，「未来のために」。 

 失敗は成功の素 失敗しても立案者を否定せず，次へ生かす「おおらかさ」。 

試さなければ正解は見えない。 

 コトマネ 先行事例のコピーやモノマネではなく，理念・思想を真似る「コトマネ」を。 

先行事例を他山の石とする。 

全国にあふれるものではなく，そこにしかないものを見つけ磨く視点。 

 

５ まとめ 

 「地域づくり」「まちづくり」の方法や活動は，多くの先行事例がある。 

その中でも，地域の財産として歴史遺産を使った活動も多く見受けられる。インターネットや

日々の新聞やニュースにヒントはたくさん見受けられる。 

しかし，歴史遺産の既にある「現代的な価値」を消費するだけでなく，歴史遺産そのものの価

値（「本質的な価値」）を明確に芯に据えた活動は，なかなか目につきにくい。それは，「本質的な

価値」が一般に難しい内容である場合が多いこと，それを小学生でもわかるように（小学生が分

かる内容は，歴史に興味の薄い大人にもわかりやすい）敷居を下げ，門戸を開いた活動が難しい

ことや地味な活動であることが多いため，目にする機会が少ないからだろう。 

 

観光業界から文化財側に指摘される事項として，「一見して（本質的な）価値がわかりにくい，

説明を聞かなければわからないことが多い」，「見学者などが体験できるなにか（アクティビティ）

が少ない」，「どこでも同じ」などがある。広くその歴史遺産の本質的な価値を知ってもらい，現

代的な価値を活用し，社会的な価値を高め，未来永劫歴史遺産を守り続けるためには，その指摘

も大いに一理あるのではないだろうか。 

また，歴史遺産の本質的な価値を守り伝えるという本来の活用のための具体策の一つに，観光

素材として利用を促進することがあげられるとともに，観光業界も新しくて魅力的な観光素材を

求めているという側面もあるだろう。 
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その点を踏まえ，歴史遺産に携わる者は「その歴史遺産の場でしか味わえないもの」＝「社会

的な価値」を磨く必要があると考える。 

 

地域が真の主体者となり，自治体や専門家，企業などと手を取り合い，本気で取組んでいる事

例は，多くはない。 

 どうせ歴史遺産を活用するなら，とことん他所に真似できないほどに掘り下げ，その魅力をマ

ニアックに（熱狂的な情熱を注ぎ）磨きあげ，そしてその魅力を地域の宝として守り伝え，生か

していく独自の方法を模索することは，他地域の先行事例となり，地域の誇り醸成にも一役買う

ことができるのではないだろうか。 

 また，各地の先行事例は参考にはなるが，そのまますぐに同じことをしても，同じような効果

は上がらない。それは，各地域における活動の成否は，各歴史遺産の置かれた環境に左右される

からである。母体となる地域の違い（大都市部，中規模都市，農村地帯，新興住宅地），その歴史

遺産の現状（文化財としての指定の有無，整備の有無，住民認知度，自治体の取組，等）がそれぞ

れ異なるからだ。先行事例は，それをモノマネするのではなく，その理念や方法を理解して参考

にする「コトマネ」が有効だ。その土地にあった，その土地ならではの取組にするためにどうし

たらよいか，どのような視点で取組めるかなど，参考にする。そうすることで，２つと同じ価値

を持つものがないここでしか味わえない様々な価値＝魅力を発信することできるだろう。 

 

 地域づくりや歴史遺産の活用に正解はない。正解はないということは，誤りもない。とにかく

これに気付いた人が，熱意をもって，多くの賛同者とともに，それぞれが「楽しみながら」取組

むことが肝要だと考える。 

 

 考古学や歴史学の研究を深め，新たな姿を解明していくこと，個人の知識を深めることやそれ

にこたえることも大きな仕事であり，その本質的な価値を向上させることは重要だ。 

しかし，本質的な価値が持つ奥深い魅力を，多くの方に知ってほしいと考える人がいて，それ

を頑張る人がいてもいいのではないだろうか。 

それが，歴史に魅了された者の，いくつかある使命のうちのひとつなのではないだろうか。 

 

 

史跡や歴史遺産の場で，歴史をネタに，  

たくさんの笑顔が，未来永劫咲き続けますように。  


