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◆歴史遺産の未来を考える ～歴史遺産はだれのもの？～ 

2018 年 8 月 19 日(日) 

今野 公顕 

 

１ 歴史遺産とは？ 

２ 歴史遺産を保護するとは？ 

３ 歴史遺産はどうあるべき？ 

４ 歴史遺産はだれのもの？ 

 

 

１ 歴史遺産とは 

 

（１）文化財とは 

『文化財保護法』：昭和 25年議員立法にて成立。分野ごとに分類し保護することを定める。 

 

＊1949 年（昭和 24 年）1 月 26 日の法隆寺金堂の火災により，

法隆寺金堂壁画が焼損した。これをきっかけに，文化財の保

護についての総合的な法律として，議員立法により本法が制

定された。1950 年（昭和 25 年）8 月 29 日施行。前身である

「史蹟名勝天然紀念物保存法（1919年）制定）」，「国宝保存法

（1929年制定）」及び「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律（1933

年制定）」は廃止。 

（ウィキペディアの執筆者. “文化財保護法”. ウィキペディア日本語

版. 2018-06-20.） 

 

 

 

文化財保護法 昭和 25年 5月 30日法律第 214号 

第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資す

るとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くこと

のできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、

その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければ

ならない。 

第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実

に協力しなければならない。 

２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを

公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めな

ければならない。 

３ 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重し

なければならない。 
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（２）歴史遺産とは 

・「遺産」 ①死後に残した財産。法律的には，人が死亡当時持っていた所有権，債権，債務も含

む全財産をいう。相続財産。 

② 前代の人が残した業績。文化遺産。 

 

・「文化遺産」 現代にまで残され，将来に継承されるべき，過去の時代の文化財。 

人類の文化的活動によって生みだされた有形・無形の所産。文化的所産の中でも，

特に価値が高く後世に残すべきと考えられているものを指すことも多い。 

 歴史的価値を有する文化的所産を，文化財を含む広い範囲での文化遺産とし，文化

的景観，環境，科学・産業遺産，総体的に把握できるもの，なども含む。 

歴史遺産，文化財，とも。 

＜参考＞ 

・「世界遺産」 ユネスコ憲章による。Heritage，文化遺産 cultural heritage 

・人類の歴史の所産：文化遺産  ・地球の歴史の所産：自然遺産 

・「日本遺産」 文化庁による制度。文化財などをひとつのストーリーとして認定し，その活用を

支援する制度。歴史文化遺産を，地域やテーマに基づいて包括的に認定し，観光な

どを中心とした活用を促進し，地域活性化を目指す。2020 年までに全国に約 100

件認定するとしている。 

 

◯「歴史遺産」は自発的に生み出されるもの。 

「遠野遺産」，「勝手に関西遺産」，「北海道遺産」など …という，自治体や団体に認定されるも

のもあるが，一般に，遺産は「先人の文化的活動の所産」であるという意味で，いわゆる指定され

ている文化財のほかに，各地にたくさんあるといえる。 

 地名，伝承，言い伝え，民話・昔話，石碑，寺社，郷土民俗芸能，建物，跡地，信仰の地，景観，

庭園，景勝地，樹木，水路，道路，ご先祖様の話，一族の出自，様々な由来…  などがある。 

 

← ここには，「客観性（学術的な価値付）」が生じるよりも，自然に人々が共有する「アイデンテ

ィティ（共同体への帰属意識）」を感じることや，「自分の歴史的なルーツ」を感じることがその価

値となり，学者や行政による「学問的な価値付け」よりも先に，人々によってそうみなされている

ものが多く，ある意味，歴史遺産になるためには「学問的な価値判断の有無は不要」ともいえる。 

 指定文化財に対しては，人々がアイデンティティや自分のルーツであることを感じてもらえるよ

うに，行政は取組んでいるともいえよう。 

 

◯「歴史遺産」の価値とは？ 

 「文化財保護法」＝ 文化財は，保存し活用を図るもの。 

 ・保存：そのままの状態に保っておくこと，良好に将来にわたり守り続けること。 

 ・活用：物や人の機能・能力＝価値を十分に生かして用いること。 

 ・価値：他のものより上位に位置づける理由となる性質。人間社会の存続にとってプラスの普遍

性をもつと考えられる概念。物事の持つ目的の実現に役に立つ性質，重要な性質や程度。 
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２ 歴史遺産を保護するとは 

（１）文化財保護法の「保護」とは 

法や条例で指定したものを，それぞれの関係者共有の「価値ある財産」として，「残し伝える

べきもの」という共通認識に基づく約束（法や条例による保護施策）がある。 

 

（２）共有される歴史遺産の価値は 

 歴史遺産は大切とわかっていても，一般的に「何が」「どのように大事」で「どのように守る」

必要があるのか，理解が進んでいるとは言えない。すべての歴史遺産を残すことは，不可能。し

かし，一度壊れたら戻らない。「真正性（本物であること）」が価値のひとつである。やむを得ず

残せない可能性もある（相続，社会，宗教，紛争…）。 

 残すべき価値，残して将来どのように生かすか，を見極める必要があろう。歴史遺産の現状を

把握分析し，どういう姿にしたいか，みんなで考え，ビジョンを描く。 

  

〇歴史遺産の価値付けの必要性 

本当に守るべきものには，「だれもが納得する価値」を証明する必要があるのではないか。 

 

価値を生かす＝文化財・歴史遺産の価値とは？ (≠貨幣価値・なんでも鑑定団ではない) 

文化財を保護（保存・活用）する理由は？「生かす」とは？ 

価値＝相対的なものであることから，他と比較し価値付けする必要がある。 

 

「唯一無二だから大事！」「歴史は大事！」「心のよりどころ！」「残すべき！」「懐かしい！」

「法律にあるから！」というのは精神論であり，科学的な説明ができない。経済活動への説明責

任。多くが納得できて，関係性を持てる価値付けが必要なのではないか。 

 

文化財，歴史遺産を残すには，それ相応の保護体制，お金，などが必要（現代生活への影響）

であるため，すべての歴史遺産＝人々の生活の所産を残すことは不可能。記録として残す方法＝

記録保存の考え方（遺跡の発掘調査）。残すべき歴史遺産に対しては，価値付けをし，保護（保

存と活用）を継承できる仕組み作りが必要。 

この段階で，歴史的な事物は，「現代に残された既に見つかっている他の歴史的な事物の中で

比較検討」する現代的な価値判断にさらされる。 

歴史学者等による「学問的な価値」と，「人々の共通した価値（アイデンティティ）」「活用性

の価値」を見いだせれば，保護（保存と活用）をはかることができるのでは？活用すべき価値を，

相互に高めあう熱意ある良好な循環を図り，両者のバランスが取れて，魅力が向上＝価値が向上

するものと考える。 
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☆学問的な歴史的価値や科学的価値 ～なぜ残すのか？ 

歴史を調査研究，記録し，後世に伝える 

☆活用するための現代的価値 ～何のために残すのか？ 

現代的な問題をクリアできる方策 

 

⇒未来に残す価値があるのか，残して将来どうしていくのか，どのようにして（ヒト・モ

ノ・カネの方策）継承していくのか。 

 

 

３ 歴史遺産はどうあるべきか 

（１）現状  

・一般に「歴史遺産」・「史跡」の持つイメージ 

  固い，難しい，真面目，謎，暗記，わからない，どこにでもある，何もない，自分と関係ない 

→ ロマン，ミステリー 

・整備活用の視点で「歴史遺産」・「史跡」に持ってほしいイメージ 

  ワクワク，探求できる，感動，面白い，ルーツ，価値ある唯一無二のもの，代表するもの 

→ ロマン，ミステリー 

  

〇イメージにギャップがある ～チャンス！ 

「じつは○○なのですよ。」→「へぇ！そうなのか！」＝未知の意外性が感動を生む。 

 

しかし，ここで歴史好きな人が，その歴史的な魅力を語るだけでは，歴史に興味のない人には響

かない。多くが持つ歴史に対する暗記科目，自分と関係がない，親しみが持てないというイメージ

を，「いい意味で予想を裏切る魅力」を伝える必要があろう。そこには歴史的な価値だけでなく，

現代的な価値も必要と考える。敷居を下げて門戸を開く必要があろう。 
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〇歴史遺産を，歴史好きな人たちだけのものとしてよいのか？ 

 

地域の大きな環境特徴のひとつである歴史遺産を，地域の拠り所のひとつとして，地域のために

生かすには，歴史好きの人たちだけのものとしていては，難しい。幅広い世代立場の人々が，それ

ぞれの価値で継承すべきものとい

う認識が必要だろう。 

このために，歴史好きな人たち

以外にも，仲間に入ってもらい，

歴史に興味を抱いてもらうために

できることを，その地域の個性を

生かしながら，模索することが大

事なのではないだろうか。 

歴史好きは一定数いるが，その

すそ野を広げ関係人口の増加，フ

ァンの増加を図らないと，人口減

少化時代の歴史遺産保護の持続可

能は難しい。 

 

４ 歴史遺産はだれのもの？ 

（１）保護するのは誰か 

 行政，地権者，周辺住民，市民，考古学者歴史学者，歴史好きの人達，，，， 

 関係者の見方や立場によって，多角的な価値を持つ。 持続可能性を持った保護のため，常に価

値の向上を図る必要があろう。歴史研究と地域，経済など，熱意をもって，バランスよく取組む必

要があろう。 

 

（例）「ストーンヘンジは誰のものか」（イギリス チッピンデール 1990） 

・考古学者 「遺跡」 

・ドルイド教徒 「聖なるモニュメント」 

・ニューエイジ信仰団体 「自由解放の象徴」 

・ブリテン島先住民を自称する人々  

・違反行為を取り締まる警察官 ・報道するマスコミ 

・一般市民，周辺住民 ・観光業者 ・・・ 

 

＊立場によって，解釈と価値の違い，過去の認識と現代

社会，政治の関係，などが読み取れる。 

  「ストーンヘンジを学ぶことは，同時代の世情を学ぶことと等しい。」 

  「もっとも多くの人が賛同する理解が，その時代のストーンヘンジになる。」 

(参考文献：松田 陽, 岡村 勝行 2012 『入門パブリックアーケオロジー』同成社 より) 
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（例） 出土した土器をみて… 

 ・地域の人 自分の先祖が使った土器だ。 

 ・考古学者 どの遺構のどの層から出土したか。 

     製作技法の伝播。 

焼成場所と使用場所の関係。など 

 ・科学者  粘土の分析，原材料の組成。など 

 ・企業   このグッズを販売したらどうか？ 

（例・ガチャガチャにある） 

 

５ まとめ 

◆歴史遺産のある「場所の状況」は？ 

◆歴史遺産の価値を広める「対象・ターゲット」は？ 

◆多くが納得する付加価値 

＝魅力を向上させる方法（主体，予算，PR）を！ 

①調査（発掘，文献，地理，伝承）（専門家必要） 

②環境整備（草刈，遊歩道，ベンチ，解説板，東屋） 

復元整備（遺構表示，建物復元，他）（専門家必要） 

③各種活動（まつり，イベント，賑わい産直，カフェ，花植え，環境美化運動，その他の場所とし

ての活用）（地域の力や企業の力などが必要） 

④各種連携（地域町内会，子ども会，学校，PTA，各施設，商店，企業） 

◆誰がその歴史遺産の未来を担うのか。プロデュースする人は？プレイヤーは？ 

◆歴史遺産を保護するとは 

それぞれの歴史遺産の置かれている環境（地理的，社会的）によって，抱える問題点や目指すビ

ジョンが異なり，「正解」はない。 

しかし，その歴史遺産に魅了された熱意ある人たちが，調査研究の継続による「歴史的価値」と，

魅力ある場所に育てる「現代的価値」を向上させ，ファンや関係人口を増やし，未来永劫保護でき

るように「持続可能性」を向上させていく取組みであることは間違いない。 

その歴史遺産を最もよく知り，最も愛する人たちが，その魅力（＝価値）を広め，熱く取組むこ

とで，その熱は広く伝わるのでは？ 

行政でも，民間でも，地域でも，国家でも，いつでもどこからでも，本当に残す価値のある歴史

遺産を保護するための取組みは，スタートできる。 さぁ，歴史遺産はだれのもの？ 

No History, No Life. 

私たちのうしろには，太古から続く足あとがある。 人は常に歴史を生きている。 

 

エポック社 歴史ミュージアムシリーズ 

「埴輪と土偶＋土器＆青銅器」 


