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日本における産業遺産登録の文化産業への影響 

―富岡製糸場と絹産業遺産群を例として― 

要 旨：近年、日本では過去の産業革命を代表するいくつかの産業が遺産

化にされ、産業遺物・遺跡が文化財に認定された。かつては工場や倉庫、酒

蔵などとして使用されていたが、現在は当時の用途・機能を失っている文化

財についても、本来の価値を保存・継承していくことになっている。遺産化

した産業が一つの文化遺産として現在の社会、特に文化産業の発展において

どのような役割を果たしているかという問題意識で、筆者は国内外の研究論

文、書籍、関連部門の報告書、雑誌記事及びインターネット記事、ホームペ

ージなどを参考し、富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録という事例分

析の方法で研究をした。遺産化した産業が他の文化遺産と比べ、一部の工業

発展の歴史と言っても過言ではない。産業遺跡・遺物が新しい観光素材とし

て当地の地域経済振興に大きな波及効果をもたらす他に、教育資源として国

民、特に若者に与えた教育の意義もかなり重要である。また、遺産化した産

業を再建設、再利用及び再開発のために、国と地方と民間、三つの力を合わ

せ、互いに協働することが必要である。 

本論文の研究内容においては、以下のようになっている。まず、本研究の

背景、目的と意義を簡単に言い出し、日本の文化産業、産業遺産及び製糸業

についての国内外の先行研究及び本論文の研究方法を述べてから、本論文の

関連概念の分析と文化産業についての論述をする。それから、日本の産業遺

産化への展開を検討し、具体的な事例として富岡製糸場と絹産業遺産群の世

界遺産登録後の現状と効果を研究する。また、これらの研究の上で本論文の

結論を出し、さらに、これからの課題も提示する。 

キーワード：文化産業；産業遺産化；富岡製糸場と絹産業遺産群；教育；

観光 
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日本产业申遗对文化产业的影响 

—以富冈制丝厂和绢产业遗产群为例 

摘要：近些年，在日本，过去代表产业革命的一些产业被遗产化，产业遗

物和遗址被指定为文化财。过去是被当做工厂、仓库或者酒窖使用的，现在虽

然作为失去当时用途和功能的文化财，但也依然保存和继承着原来的价值。被

遗产化的产业作为一种文化遗产，在现在的社会，特别是文化产业的发展中起

着怎样的作用？在这个问题意识下，作者参考国内外的研究论文，书籍，相关

部门的报告书，杂志以及网络记载，网站主页等，采用以富冈制丝厂和绢产业

遗产群的世界遗产申遗为事例进行了分析和研究。遗产化的产业和其他的文化

遗产相比，也可以称作是一部工业发展史。产业遗迹和遗物作为一种新的观光

素材给当地的经济振兴带来了很大的效果，除此之外，作为一种教育资源对国

民，特别是年轻人的教育意义也是特别重大的。另外，为了再建设，再利用和

再开发遗产化的产业，国家，地方和民间，这三股力量相结合，互相协作是必

要的。 

关于本文的研究内容，具体如下。首先，简单介绍本文的研究背景，目的

和意义，以及日本的文化产业，产业遗产和制丝业相关的国内外先行研究和本

文的研究方法，论述相关概念和对文化产业进行分析。然后，讨论日本产业遗

产化的展开，作为具体的事例分析，对富冈制丝厂和绢产业遗产群申遗后的现

状和效果进行了研究。最后，在得出本文的结论的基础上提出今后的研究课题。 

关键词：文化产业；产业遗产化；富冈制丝厂和绢产业遗产群；教育；观

光 
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一、序章 

 

1.1研究動機 

 

現在、経済発展のために、文化ソフトパワーの力は徐々に各国競争の指標

に絞られている。従って、文化産業の範囲及び類別をさらに拡大することは

各国にとって直面する課題になるのであろう。近年、18-19世紀の産業革命を

代表する産業が遺産化になるという現象が突然世界人々の注目を集めている。

産業の遺物あるいは遺跡が世界遺産の登録を申請し、国の文化財に認定され

ることなど、ヨーロッパをはじめ、アメリカや日本ではよく見られるように

なってきた。日本では、2015年に明治日本の産業革命遺産が世界遺産登録に

成功し、世界に大きな注目を集めている。現在、過去の発展を支えてきた産

業が社会や経済の発展に遅れ、消えていくことが少なくない。このような事

実の元に、産業を遺産化し、産業遺跡・遺物を文化財として保護することは

文化と経済の結合だと思われる。この意識をもとに、筆者自分の専門、日本

国国家研究と繋げ、産業遺産登録が文化産業への影響に研究の焦点を絞るこ

とにした。 

 

1.2研究の目的と意義 

 

周知のように、20 世紀 90 年代から、バブル崩壊のために、日本経済がき

わめて不況に陥っている。不況から打出するために、様々な手段を取るべき

である。文化産業の発展が新しい手と期待されている。 

現状として、日本の文化産業は発展の範囲が飽和状態になっていると言わ

れている。だが、新しい類別の拡大が文化産業、及び経済の発展に対して必

要なものである。従って、ある産業の遺物あるいは遺跡を再利用し、文化産

業の発展を促進する効果が期待されている。産業遺産はいったいどのように

理解すればよいか、産業を遺産化するため、国と地方と民間三つの力を合わ
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せて、産業遺跡・遺物の保護と活用にはどうすればよいか、詳しく検討する。 

産業の遺産化の進展として、日本は 2007年から三つの産業遺産が世界遺産

に登録された。そのうち、2007年 6月に登録された「石見銀山遺跡とその文

化的景観」と 2015年 7月の「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、

石炭産業」は、重工業として過去国の国防のために極めて重要な役割を果た

した。だが、2014年 6月に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」が明治

政府の殖産興業政策に基づき設立された自営模範工場として、日本国近代の

経済・産業史をはじめ建築史・産業技術史等様々な分野を理解する上で貴重

な遺産である。本論文では、富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録を例

として、登録後の現状と効果を検討することで、遺産化した産業の価値と産

業遺産登録が文化産業への影響を分析する。 

 

1.3先行研究及び本論文の斬新さ 

 

1.3.1日本の文化産業についての先行研究 

 

 日下（1978）は、社会存続の三条件、つまり第一にものの再生産の経済開

発、第二に人の再生産の社会開発と第三に価値観の継承の人間開発であると

言った。そして、もし社会発展の条件を考えるとすれば、この三つの条件の

次に、自己実現の喜びなどを求めるために、文化開発は第四に加えるはずで

あると論じていた。庄林（1981）では、まず日本の文化産業の源流から、複

製文化の紹介を通じて、地域経済と文化産業の関係も詳しく論じ、そして、

文化産業としての伝統的工芸品産業の振興に触れて、最後に文化志向の深化

と拡散まで分析した。佐々木（2005）において文化産業は時代とともに移り

変わることより、かような財やサービスの生産に関わる産業として、私たち

と密接に関わるものであると言った。 

 駱（2006）では日本は文化立国戦略のもとに文化産業発展の現状を述べて

から、日本政府が法律や行政等の面でどのような取組を行っているか、それ

に文化産業の発展にどのように促進しているかについて分析をした。李
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（2010）は日本の文化産業の戦略思想を詳しく分析し、中国の文化産業の発

展への示唆を検討した。唐・李（2012）において、日本文化産業の現状を分

析してから、近年日本国ＧＤＰの増加数値を示した上で、日本文化産業の国

産競争力を疎かにすることができないという結論を出した。また、そういう

国際競争力を形成する基礎に触れてから、日本文化産業の展望についても詳

しく述べている。 

 

1.3.2製糸業についての先行研究 

 

老川・仁木・渡邉（2002）では、製糸業について少し紹介されている。江

戸時代に入って、鎖国によって中国産生糸は朝鮮、琉球ルートで輸入される

ようになった。当時はまだ、国産生糸の品質が悪く、西陣を中心とする高級

絹織物の素材には不向きで、中国産生糸は必需品であった。18世紀後半以後

から、国産生糸が輸入品の代替化に成功した。開港後、自由貿易の開始で生

糸が輸出総額の 60-80％を占めた。そして、価額の高騰は養蚕、製糸業の発展

をもたらした。明治維新後、殖産興業のため、製糸業は産業革命の主要産業

として、技術が改良して機械製糸業が発展した。 

 梶川（1991）によると、明治期近代工業の発達は繊維工業から始まった。

とりわけ、綿紡績業と製糸業の 2 部門の発展が顕著である。そして、近世以

降における製糸技術の発達は手挽、座繰り、機械、多条機、自動機の 5 段階

に分けられる。また、製糸業は国内の繭生産が原料基盤とされ、在来の技術

を継承した手工業的小規模生産の形態が展開した上で、農業の 1 部門である

養蚕業と結びついて、全国各地に散在する工業であった。 

 しかしながら、菱谷（1997）によると、昭和年間に桑栽培面積や養蚕戸数、

繭生産量など全部減退していた。機械製糸工場数も養蚕業の衰退と比例する

ように減退し、残った工場の規模も小さくなるという、名実とともに衰退の

傾向が現れてくるのである。 
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1.3.3産業遺産についての先行研究 

 

 伊藤（2014）の研究では、産業遺産を文化財として保存することのほかに、

動態保存、つまり動産の産業遺産でも文化財指定・登録が進むと考えられて

いる。この論文を通じてはじめて動産の産業遺産を知った。久保（2014）は

遺産保護の資金不足を解消・改善するために、現状を分析してから、遺産保

護のための持続可能な資金調達、資金運営が成り立つ条件と仕組みを事例か

ら導き出した。これは遺産を保存するための資金調達についての研究である。

庄子（2014）は日本の世界遺産保存管理計画について、世界遺産委員会が定

めている作業指針との整合性チェック、またイギリスの保存管理計画と比較

してから、日本の保存管理体制の検討をした。 

また、中国の梁（2008）は「日本的产业遗产研究」という論文において、

産業遺産の研究略史を紹介してから、日本の産業考古学学会をひきだし、そ

して、日本の産業遺産調査と研究に存在する問題を指摘した。その他に、産

業遺産の保存モデルについて、李（2002）、呂（2011）、邢・冉・張（2007）

たちの論文では大体同じように、過去の遺跡を元に博物館を作ること、遺跡

を景観公園に改造すること、ショピングセンターと観光と結びつけさせるこ

と、レストランやスポーツなどの娯楽場所にすることなどに分類している。 

さらに、西尾（2014）は歴史的産業遺産である富岡製糸場の価値評価を踏

まえた上で新たな観光産業としての観光まちづくりについて、観光客と地域

住民を対象とした調査分析結果から考察をした。小森・有馬（2000）は最近

の観光動向から、産業遺産が学習（教育）観光資源や地域おこしの資源とし

て有望であることを考察した。 

 富岡製糸場と絹産業遺産群についての先行研究が少ないため、日本経済産

業省のホームページの報告書を参考するところが多い。 

 

1.3.4先行研究の問題点及び本論文の斬新さ 

 

 先行研究は文化産業について、あるいは産業遺産について、別々のものに
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しているものである。そして産業遺産についての研究は産業遺産の保存及び

活用をめぐって分析するものが多い。産業遺産と文化産業との関係を論述す

る論文がない。本論文はこの視点で、製糸業を例として、世界遺産登録され

た富岡製糸場と絹産業遺産群が、文化財として地域経済を活発化させること

より、日本文化産業の構造及び社会教育にもたらした変動や効果を検討して

みる。 

 

1.4研究方法 

 

 資料の収集方法については、本論文は国内外の研究論文、書籍、関連部門

の報告書、雑誌記事及びインターネット記事、ホームページなどを参考する

ところが多い。 

 分析方法においては、富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録を事例と

して、日本の製糸業の歴史及び登録後の現状と影響を分析することで、産業

遺産登録がもたらす効果を検討するという事例分析の方法になっている。 

 

1.5関連概念の分析 

 

1.5.1文化産業について 

 

「文化産業とは、①ある文化を創造し、②その文化及び、③その記号を販

売するものだと述べている。」1文化産業の枠組は研究者各人各様で、確固と

して決まったものはあるわけではない。それは、文化産業が広範囲にわたる

こと、また、時代を反映する産業であることに依拠する。 

歴史的には、1980年代頃から政策立案者や研究者の間で「文化産業」とい

う用語が使用され始め、特に、国際連合教育科学文化機関が美術、音楽、舞

台芸術、文学、ファッション、デザイン等を対象とした産業の概念として「文

化産業」を用いたことで、世界に広く普及したと言われている。 

文化産業の分類については、諸国によっていろいろ違っているところが多



 

6 

いが、本文ではユネスコ統計研究所の提唱する「ユネスコ統計研究所モデル」

を参考した。 

表 1 ユネスコ統計研究所モデル 

領域 分野 産業分野 

文化領域 A 文化遺産、自然遺産 博物館 

古代遺跡、史跡 

文化景観 

自然遺産 

B パフォーマンス、セレペレーション 舞台芸術 

音楽 

フェスティバル、フェア、祝祭 

C ビジュアル・アーツ、工芸 美術 

写真 

工芸 

D 本、出版 本 

新聞、雑誌 

その他の印刷物 

図書館 

ブックフェア 

E オーディオ・ビジュアル、インタラクティブ・

メディア 

本 

新聞、雑誌 

その他の印刷物 

図書館 

ブックフェア 

F デザイン、クリエイティブ・サービス ファッションデザイン 

グラフィックデザイン 

インテリアデザイン 

ランドスケープデザイン 

建築的サービス 

広告サービス 

関連領域 G 観光 個人旅行・団体旅行サービス 

ホスピタリティ、宿泊 

H スポーツ、リクリエーション スポーツ 

フィットネス 

アミューズメントパーク、テーマ

パーク 

キャンピング 

出所：文化産業の経済規模及び経済波及効果に関する調査研究事業報告書（平成 27年度

文化庁委託事業）P6を引用した。 
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1.5.2産業遺産とは 

 

スーパー大辞林 3.0 によると、産業遺産は過去の産業に関わる施設や製品

の総称である。国際産業遺産保存委員会のニジニータギル憲章において、歴

史的・技術的・社会的・建築学的、あるいは科学的価値のある産業文化の遺

物からなる、と定義している。産業遺産として、造船所や鉱山、製鉄所、製

糸工場、れんが製造工場、ビールやワインの醸造工場などの建造物、工作物

があげられている。 

「産業遺産」（industrial heritage）は、イギリスでは研究対象を明確するた

めに、1950年代の産業考古学が成立したあと、定義付けられた語である。そ

して、当初は産業革命以後を対象とするものとされた。日本では、文化庁に

よって明治時代以降の産業遺産は近代化遺産として重要文化財として指定さ

れている。そして、近代化産業遺産は日本の経済産業省によって文化遺産に

分類される。そのうち、富岡製糸場は製糸業の遺跡として日本の近代化産業

遺産群に認定された。 

 

1.5.3産業遺産の発展段階 

 

20世紀以来、周知のように、世界の産業構造や技術の大幅な変革が次々に

起こり、かつての技術体系が徐々に崩れてきている。このような状況から、

過去の産業に対する関心を深めるべきだと主張する声がある。例えば、鉄道

施設や各種類の工場で使われていた機械などは、当時の技術水準を知る上で

極めて貴重なものであり、ただの研究ではなく、現物の保存も望まれる。従

って、民衆の注目を集めてきている。当初は一部の愛好者の動きに過ぎなか

ったが、産業革命の本場イギリスでは、1950年代に「イギリス産業考古学会」

が生まれ、学問としての産業考古学が洗練されていた。そして、国際的には

1973年に国際産業遺産保存委員会が成立した。また、ヨーロッパでは特に重

要な産業遺産をつなぐプロジェクト、「ヨーロッパ産業遺産の道」という組織

がある。このプロジェクトの目的は、従来個別の保護にとどまりがちだった
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産業遺産に横の繋がりを促し、ヨーロッパ共通の工業化に関する遺産や遺物

への関心を創出することにある。同時にこのプロジェクトは、地域、町、遺

跡などによる産業史の開陳を推進することや、そうした地域や町を魅力的な

観光地として娯楽産業や観光業に売り込むことも目指している。日本でも、

1977年に産業考古学会が生まれた。 

1978年に登録されたポーランドのヴィエリチカ岩塩坑から、1990年代以降

に産業遺産は世界遺産登録が急増するようになった。「現在、世界遺産の産

業・技術遺産リストでは、ほとんどのものがヨーロッパに集中し、特にイギ

リスに一番多い。」2日本は富岡製糸場と絹産業遺産群のほかに石見銀山遺跡

とその文化的景観という鉱業の遺産、および 2015年に登録された明治日本の

産業革命遺産という三つのものがある。 

 

1.6日本の文化産業 

 

 日本は 1996 年に、「文化立国」という政策を出した。20 世紀 90 年代、日

本経済が極めて不況に陥ったが、文化産業がかなり発展の勢いを持っている。

そして、いちはやくアメリカにしたがって世界第二の文化産業大国になった。

3だが、近年文化産業の発展が飽和状態になり、新種類の拡大と産業分野の充

実が非常に重要な時になった。日本 2015年度文化庁委託事業の「文化産業の

経済規模及び経済波及効果に関する調査研究事業報告書」（表 2）によると、

日本の文化 GDP産業の規模は約 8.8兆円という計算結果が得られたが、国全

体の GDPに占める割合は 1.8％で先進諸国よりかなり低い水準にあることが

明らかとなった。また、日本経済産業省の 2014年度「ファッション業況調査

及びクールジャパンのトレンド・セッティングに関する波及効果・波及経路

の分析」（図 1）によると日本ファッション関連市場（海外市場含め）は、こ

の 10年間緩やかに縮小傾向にあり、2013年は 18兆円規模になっている。 
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表 2 諸外国の文化 GDPとの国際比較 

国名 日本 英国 フランス ドイツ 米国 カナダ オースト

ラリア 

年度 2014 2013 2011 2010 2012 2010 2008 

購買力平価換算値 838億米

ドル 

1,111億米

ドル 

991億米

ドル 

788億米

ドル 

6,987億米

ドル 

436億米

ドル 

581億米

ドル 

国の GDPに占める

文化 GDPの割合 

1.8％ 5.0％ 4％ 2.4％ 4.3％ 3.4％ 6.9％ 

出所：文化産業の経済規模及び経済波及効果に関する調査研究事業報告書（平成 27年度

文化庁委託事業）P32を参照した。 

  

図 1 日本のファッション関連市場の推移 

出所：日本経済産業省の平成 26年度「ファッション業況調査及びクールジャパンのトレ

ンド・セッティングに関する波及効果・波及経路の分析」P1を引用した。 

縮小していく分野があるのは確かな事実であるが、新分野の発展も徐々に

見られるようになった。「観光は「国の光を観る」という言葉から生まれた言

葉であるといわれるが、これは「国の文化を観る」というふうに解すること

ができると言われている。」4近年流行ってきた遺産化した産業遺跡或いは遺

物は新しい観光素材として、国民たちの注目を集めている。公的支出による

地域活性化を期待することが難しい現在、人口減少、急激な少子高齢化に悩

む地方都市にとって、観光による国内外の交流人口の拡大や日本考古独自の
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文化財、伝統芸能などの文化遺産の他に、日本の近代化を推進した産業遺産

の活用も地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

二、日本の産業遺産化への展開 
 

2.1産業遺産の保存と活用 

 

近代化、工業化の過程において経済発展を支えた産業遺産は、産業構造の

転換によって生産施設やインフラとして役割を終え、安易に取り壊され、建

て替えられることが多かった。しかしながら、イギリスをはじめとする西欧

諸国では、時代環境の変化に伴って利用されることのなくなった地域の産業

遺産を保全し、現代に至る国や地域の成り立ちを振り返るとともに、観光や

商業施設など役割を変えて、まちづくりの重要な資源として再利用し、荒廃

した工業都市や地域を観光地として再生する取り組みが活発に行われている。    

各国でこの動きを活用する運動が行われている。例えば、イギリスでは産

業考古学会、日本でも産業全国的な考古学会が設立され、また、国際的にも

この動きは活発で、国際産業遺産保存協会（TI-CC-H）がロンドンで設立さ

れ、50ヶ国が加盟する国際的運動も高まった。「ドイツのルール工業区が 200

年の工業歴史を終えてから、社会の変化に伴って、観光スタイルで保存と活

用を開始した。」5保存モデルは以下のようにまとめている。 

1、博物館にすること。当時特色ある、そして重要な貢献をした産業遺産を

博物館の形で保存と展示する。このようにすると、見学者が博物館で、当時

の先端な技術や、社会の変貌などを心と身体から感じることができる。 

2、景観公園に改造すること。面積の大きい産業遺跡に対して、娯楽施設を

提供して、その産業を目指す「テーマ別」6観光などを設定して、見学者が遊

べるようにする。 

3、買い物や飲食、スポーツなどと結びつける活動。産業遺跡地で見学者に

対して、見学の他に、ショッピングセンターで当地の名産物やお土産を買え

ること、レストランで休憩や食事すること、スポーツを観戦することを提供

する。 

また、前述したように、近年の観光動向は見ることを中心とした観光から、

学習・体験することを中心としたものに変わってきた。この動向から言えば、
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その活用によっては学習（教育）観光の有望な資源になると言えよう。例え

ば、欧米の近代化遺産の活用状況を見ても、土木遺産や鉱山遺構を利用した

ヘリテッジ・パークは新しい施設を作るより教育プログラムの作成に力を入

れており、そのコンセプトは観光ではなく教育にあると言われるほどである。

しかも重要なことは、教育プログラムに応じて年間のイベントや活動プログ

ラムを組んでいることで、これがリピータ―の確保に繋がっている。 

 

2.2日本の産業遺産の保存と活用 

 

 日本では産業考古学会をはじめ主要学会経済団体などでこの動きが高まり

文化庁でも産業機器、工場などを重要文化財に指定する等、文化財保護の見

地からも保存に力を入れ始めた。すなわち「近代化産業遺産」保存の方向が

定着してきたのである。各地で専門家による調査も進められ保存すべき産業

遺産のリストアップとともに保存への公的支援も開始された。保存した以上

これらの「近代化産業遺産」は活用しなければならない。文化財は公開が原

則である。そこで近代化産業遺産の活用方法としてこれを観光資源として、

すなわち観光の対象として多くの人々の注目を集めるようにし、保存の効果

を活用しようとの動きが各地で出てきたのである。このようなことが「産業

観光」の大きい動機となった。すなわち近代化産業遺産の活用としての「産

業観光」である。 

 1998年度の自由デザインセンターの調査研究7から、産業遺産の活用手法と

意義を、①地域イメージやアイデンティティーの創造（地域の対外的ＰＲ効

果）、②新しいツーリズム資源（観光振興効果）、③産業技術の継承・教育効

果（産業遺産をテーマとしたミュージアムなど）、④新産業の創造（産業技術

や工場跡地空間を活用した新産業の創出）、⑤歴史的中心市街地の環境整備

（空洞化が進む歴史的な中心市街地区の再生効果）、⑥地域学習・生涯学習の

素材（地域への理解と愛着を高める効果）とまとめている。このまとめから

産業遺産の主要活用手法は観光や教育、学習等であることが分かる。 
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2.3日本における産業遺産化 

 

日本の経済産業省では、日本の産業近代化を代表し、現在まで継承されて

いる建築物、機械器具、文書が有する豊かな歴史的価値を顕在化させ、地域

活性化に役立つ資源として、2007、2008年度の 2年間にかけて、全国で幕末

から戦前までの産業遺産（近代化産業遺産）を取りまとめの対象とし、近代

化産業遺産の認定を行った。それぞれ 33群のストーリーとして取りまとめた。

ホームページから以下の表が参考できる。 

表 3 33近代化産業遺産群にかかるストーリー及び構成遺産 

番号 タイトル 

1 
『近代技術導入事はじめ』海防を目的とした近代黎明期の技術導入のあゆみを物

語る近代化産業遺産群 

2 欧米諸国に比肩する近代造船業成長のあゆみを物語る近代化産業遺産群 

3 鉄鋼の国産化に向けた近代製鉄業発展のあゆみを物語る近代化産業遺産群 

4 建造物の近代化に貢献した赤煉瓦生産などのあゆみを物語る近代化産業遺産群 

5 
外貨獲得と近代日本の国際化に貢献した観光産業草創期のあゆみを物語る近代化

産業遺産群 

6 日本の近代化を支えた北海道産炭地域のあゆみを物語る近代化産業遺産群 

7 
北海道における近代農業、食品加工業などの発展のあゆみを物語る近代化産業遺

産群 

8 
洋紙の国内自給を目指し北海道へと展開した製紙業のあゆみを物語る近代化産業

遺産群 

9 
有数の金属供給源として近代化に貢献した東北地方の鉱業のあゆみを物語る近代

化産業遺産群 

10 
京浜工業地帯の重工業化と地域の経済発展を支えた常磐地域の鉱工業のあゆみを

物語る近代化産業遺産群 

11 
新潟など関東甲信越地域で始まった日本国近代石油産業のあゆみを物語る近代化

産業遺産群 

12 銅輸出などによる近代化へ貢献と鉱害対策への取り組みに見る足尾銅山のあゆみ
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を物語る近代化産業遺産群 

13 
『上州から信州そして全国へ』近代製糸業発展のあゆみを物語る富岡製糸場など

の近代化産業遺産群 

14 『貿易立国の原点』横浜港発展のあゆみを物語る近代化産業遺産群 

15 
優れた生産体制などにより支えられる両毛地域の絹織物業のあゆみを物語る近代

化産業遺産群 

16 
激しい産地間競争などを通じて近代産業へと発展した利根川流域などの醸造業の

あゆみを物語る近代化産業遺産群 

17 
『重工業化のフロントランナー』京浜工業地帯発展のあゆみを物語る近代化産業

遺産群 

18 
官民の努力により結実した関東甲信越地域などにおけるワイン製造業のあゆみを

物語る近代化産業遺産群 

19 
近代技術による増産を達成し日本国近代化に貢献した佐渡、鯛生両鉱山のあゆみ

を物語る近代化産業遺産群 

20 
近畿の経済や中部のものづくりを支えた中部山岳地域の電源開発のあゆみを物語

る近代化産業遺産群 

21 
日本国モノづくりの中核を担い続ける中部地域の繊維工業・機械工業のあゆみを

物語る近代化産業遺産群 

22 
『羽二重から人絹へ』新たなニーズに挑み続けた福井県などの織物工業のあゆみ

を物語る近代化産業遺産群 

23 
輸出製品開発や国内需要拡大による中部、近畿、山陰の窯業近代化のあゆみを物

語る近代化産業遺産群 

24 京都における産業の近代化のあゆみを物語る琵琶湖疏水などの近代化産業遺産群 

25 
日本国鉱業近代化のモデルとなった生野鉱山などにおける鉱業のあゆみを物語る

近代化産業遺産群 

26 
『軽工業から重工業はへ・河岸部から臨海部へ』阪神工業地帯発展のあゆみを物

語る近代化産業遺産群 

27 商業貿易港として発展し続ける神戸港のあゆみを物語る近代化産業遺産群 
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28 
日本酒製造業の近代化を牽引した灘・伏見などの醸造業のあゆみを物語る近代化

産業遺産群 

29 
『東洋のマンチェスター』大阪と西日本各地における綿産業発展のあゆみを物語

る近代化産業遺産群 

30 
地域と様々な関わりを持ちながら日本国の銅生産を支えた瀬戸内の銅山のあゆみ

を物語る近代化産業遺産群 

31 
産炭地域の特性に応じた近代技術の導入など九州・山口の石炭産業発展のあゆみ

を物語る近代化産業遺産群 

32 
九州南部における産業創出とこれを支えた電源開発・物資輸送のあゆみを物語る

近代化産業遺産群 

33 
近代の沖縄経済に貢献した『２つの黒いダイヤ』製糖、石炭両産業のあゆみを物

語る近代化産業遺産群 

出所：近代化産業遺産群 33 P5を引用した。 

世界遺産に登録されたものは以下の三つしかない。 

表 4 日本の産業遺産 

登録名 登録年 所在地 

石見銀山遺跡とその文化的

景観 

2007年 6月 島根県 

富岡製糸場と絹産業遺産群 2014年 6月 群馬県 

明治日本の産業革命遺産 

製鉄・製鋼、造船、石炭産

業 

2015年 7月 山口県・鹿児島県 

静岡県・岩手県 

佐賀県・長崎県 

福岡県・熊本県 

出所：インターネットの内容を参照し、筆者が作成したものである。 

産業遺産への関心が現代日本において高まりつつある一方で、「産業遺産の

活用方法は文化財保護、観光振興、町並み保存、都市計画、企業の地域施策、

地域アイデンティティーの醸成など多面的なものとなっている。」8そして、

産業遺産の意味のある保存と活用には、文化的価値と経済的価値の両者を考

慮することが重要であるということが分かる。経済産業省九州経済産業局の
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2016 年 3 月の「平成 27 年度産業観光を活用した地域活性化事例調査 事例

集」では、地域資源を活かした地域活性化・集客に向けた九州内外の先進的

な取り組みをまとめた。そして、公益社団法人日本観光振興協会の 2015年 3

月の「近代化産業遺産活用ハンドブック」では、その保全・活用状況につい

て近代化産業遺産の所有・管理者などを対象に書面によるアンケート調査を

実施し、主要な施設のヒアリング調査を行うとともに、「近代化産業遺産活用

促進協議会」を設け、その活用方策について検討することにより、これらの

結果を集約し、近代化産業遺産における活用方法をまとめた。また、経済産

業省・経済産業政策局・地域経済産業グループの 2014年 3月の「地域活性化

のための産業遺産・工場見学などの活用方法ガイドブック」では、地域活性

化のために産業遺産などを活用するポイントとして「企業の発想」、「コーデ

ィネートカ」9、「地域の気運、見学者の関心」の三つの方面から説明した。

次はこの三つの報告書やハンドブックに参考し、これらの事例から、地域資

源を活かした地域活性化・集客に向けたキーワードと特徴的な事例をピック

アップして紹介する。      

（１）他の要素との組み合わせ 

周知のように、地域資源単体では、必ずしも強い集客力を持たないものも

かなりある。これらを他の観光資源と組み合わせてその魅力を高めたり、観

光客が地域への滞在時間を延ばす取り組みが行われている。 

2015年の「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録により、長崎市は観

光客を引き付ける魅力を構成する要素が新たに加わっている。長崎市では、

世界遺産登録にされた資産は、長崎造船所の関連資産が 5 点、その他の資産

3点の合計 8点存在している。そのうち、軍艦島は 2009年の一般上陸可能よ

り、初年度に 5.5万人だった上陸者数は、2015年度には 25.5万人にまで増え

ているようである。長崎港から軍艦島までは片道 30分以上かかることもあり、

スタッフが軍艦島への上陸時だけでなく、航行上も軍艦島にまつわる歴史や

航路上の名所などの案内を行っている。長崎では、2006年からスタートした

「長崎さるく」10という地域資源を活かした着地型観光の歴史を有している。

また、世界遺産の構成資産ではない池島炭鉱では元炭鉱マンによるガイド付
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きで実際に使用されていたトロッコに乗車して坑内を見学し、削岩機の操作

などを体験できる「学さるく」のコースも用意されている。その他に、長崎

市内から池島までは公共交通でのアクセスが容易ではないことから長崎港発

のツアーを設定するなど、産業観光に関連したメニューが拡充されつつある。 

（２）多様な活用方法と手法 

産業遺産の活用には、「見るだけ」、「触れるだけ」から、ミュージアム、ア

トリエ・工房、レストラン・ショップ・宿泊施設などの商業・文化施設にリ

ノベーションするもの、なくなってしまった遺産をアーカイブし復元するも

のなど多様な道がある。 

群馬県桐生市は古代より織物の産地として知られている。近代における織

物製造の現場として活躍した「ノコギリ屋根」の工場は、桐生の繁栄のシン

ボルであり、市民に愛されてきた。戦後、桐生は産業構造変動の中で、機械

金属工業を中心とするものづくり都市への道を歩んだ。しかしながら、産地

規模の縮小、企業の市外流出などで「空洞化」が進み、街の「顔」でもあっ

たノコギリ屋根工業も解体されるケースが目立つようになった。近年、桐生

は「リノベーション」（既存の建物を改修・用途変更市、付加価値を高める手

法）で近代化産業遺産活用の特徴として国内外で注目を集めている。具体的

に言えば、行政による「有鄰館」だが、2008年頃より民間によるリノベーシ

ョンが加速し、ベーカリー、ヘアメイクサロン、和菓子店、カフェ、ダイニ

ングバー、フレンチレストランなど活用例は 30を超え、その多彩さが一つの

特徴となっている。また、「ノコギリ屋根」に着目した産業観光推進としては、

ノコギリ屋根工場のポテンシャルを全国に発信する「ノコギリ屋根博覧会」

の開催、ノコギリ屋根工場の情報を発信・ＰＲする「産業観光マップ」の作

成、外からの誘客を図る「産業観光ツアー」などが実施されてきた。その他

に、「桐生織物記念館」や「クラシックカー・フェスティバル in 桐生」など

もかなり人気を高めている。 

（３）地域活性化・集客に機能的、面的な広がり 

地域資源を活かした地域活性化・集客の取り組みは、時として組織の壁、

圏域の壁に直面してその輪が広げる上での制約要因になることもある。従っ
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て、組織横断的、地域の壁を超えて地域活性化・集客に取り組みを行うべき

である。 

福岡県北九州市は、日本の近代化を支える産業都市として、強いブランド

力、認知度を持つもので工業地帯から産業観光に着目しつつある。2010年に、

（株）安川電機の利島康司会長（現・特別顧問）が、北九州商工会議所の会

頭に就任すると、商工会議所における産業観光振興の取り組みを加速し、ト

ップセールスの効果もあって経済界においても産業観光の振興の気運が高ま

った。明治時代からの産業近代化を牽引してきた稼働・非稼働の産業施設と

環境・リサイクル、ロボット、衛生陶器、物流などの生産施設、さらに工場

夜景などが北九州市の産業観光に活用できる資源となっている。また、近代

化産業遺産としては、炭鉱、窯業、鉄鋼、港湾、水道など、多様な分野のも

のが認定されている。工場見学、工場夜景、環境就学旅行、稼働中の産業遺

産の世界遺産登録などいくつかの活用方法が行われている。さらに、地域経

済への波及効果というと、ガイドブックによると、北九州市の観光客数に対

する産業観光見学者数の割合は 2.3％（約 25万人）であり、北九州市が推計

している観光消費額や観光の経済波及効果に対する産業観光の貢献度も同程

度と考えると、産業観光の観光消費額は 23億円、経済波及効果は約 31億円

の経済的インパクトを出している。 

（４）地域の気運醸成、見学者の関心の高揚 

地域の産業発展史をストーリー化し、その価値を見直し、地域住民や見学

者に伝えて行くことにより、地域の気運を醸成し、見学者の関心を高める。

そのほかにも、地域のイベントへの企業の参加や出前講座などによって産業

遺産などの価値を伝えていく取組事例もある。 

北海道室蘭市は重化学工業都市として、戦前は軍需工場としての役割が高

まり、戦後は石油精製やりサイクル関連事業所も集まっている。「旧発電所」

と「瑞泉閣」、「エレガ館」、「知利別会館」は経済産業省の近代化産業遺産に

認定されている。現在、九つの施設で工場見学が行われている。そして、室

蘭の夜景見学もすごく人気を集めている。室蘭夜景ナイトクルージングは海

上から工場夜景を眺めるクルーズとして地元の民間企業が 2010 年より運行
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しているものである。料金は一時間の運行で大人 3000円、小人 1000円、年

間で約 2000人が利用している。夜景見学バスも 2013年度から社会実証実験

として取組が始まった。また、稼働中の産業遺産などを活用することに対し

て、秘密保持の点から一般の人の工場見学は受け入れてこなかったが、地元

小学生などの社会学習の機会として活用されている。地域経済への波及効果

なら、ガイドブックによると、ボルタ工房の体験プログラムには年間約 42万

円、工場夜景ナイトクルージングには年間 400万円、室蘭夜景見学バスには、

2013年度の社会実証実験で 700人が参加で、約 70万円である。 

（５）訪日外国人へのアピール 

アジアで最初の産業革命を達成し、世界最速の産業発展を遂げた日本の産

業資源は、外国人観光客にも注目を集めている。従って、これらの産業遺産

地では、外国人向けパンフレットや、英会話学習の取組なども積極的に用意

してある。 

北九州は工場見学を行う工場で、外国人向けパンフレットなどを作成する。

桐生市では、アジアの高校生などの教育旅行の人気が高まっている。受け入

り地の条件として、①産業観光ができること、②神社・仏閣があること、③

学校単位の交流ができること、が共通しており、行政を上げて積極的に経営

している。 

以上は簡単に日本での産業遺産化において、33の近代化産業遺産群から代

表的な例をまとめた上で、遺産化した産業遺物・遺跡が観光素材として地域

振興への役割を分析した。続いて、これらの産業遺産化展開から見る産業遺

産の価値表現を検討する。 

 

2.4産業遺産の価値表現 

 

産業を遺産化し、産業遺物・遺跡を文化財にすることにより、産業遺産が

一つの文化遺産として、極めて重要な役割を持っている。 

産業遺産の価値は歴史、技術、美学、経済、教育五つの方面から分析す

ることができる。歴史価値というと、産業遺産は過去ある時期の歴史と
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文明の現れと記録であり、当時の社会や人類の変化の記録に非常に役に

立つものである。技術についての貢献といえば、産業遺産は当時の生産

創造、技術革新、そして、人間が生産活動に対して高い創造力と知恵を

持っていることも反映している。産業遺跡、例えば建築の特色や機械の

精密などを通して、当時の人が美学に対してどのような意識を持ってい

るかがわかる。産業遺産の保存が社会経済構造の変化に伴って、博物館

あるいは公園などの新しい様子で活用されたり、再利用されることがで

きて、また経済発展に貢献することが期待できる。他の文化遺産と同じ

ように、産業遺産も当時の歴史や文化の反映で、現在社会の人々に非常

に重要な教育意味を持っている。11 

その他に、遺産化した産業が新たな観光素材としてかなり重要な役割を果

たしている。産業や技術の歴史を伝承することや現場の技術に触れることは、

当該産業などを生んだ文化を学ぶことであり、将来的産業発展のためにも重

要な要素である。「産業観光はイギリスから始まったものである。」12工業の

発展の歴史で、産業考古から産業遺産保存にかけて、新しく発展してきた観

光スタイルである。具体的言えば、廃棄された産業遺跡で、過去の機械器具

や、生産設備、工場建築などを保存して再利用することで、現代の人類に産

業文明と産業文化に注目させる方法である。同時に、独特な見学とレジャー

と観光の役割を持っているものになっている。 
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三、富岡製糸場と絹産業遺産群の事例分析 

 

3.1日本の製糸業の歴史 

 

製糸業とは蚕から絹織物の原材料となる生糸を生産する産業である。日本

では弥生時代に大陸から絹作りが伝来して、江戸時代には、東北地方などに

おいて生産がもう行われていると考えられているが、当時はまだ、国産生糸

の品質が悪く、西陣を中心とする高級絹織物の素材には不向きで、中国産生

糸は必需品であった。しかしながら、江戸後期の横浜開港を契機に、当時蚕

の微粒子病による打撃を受けていたヨーロッパ諸国から、日本産生糸の高品

質が評価されため、生糸生産は明治期にかけて日本の輸出貿易の中心となっ

た。「開港後、自由貿易の開始で生糸が輸出総額の 60-80％を占めた。」13そし

て、価額の高騰は養蚕、製糸業の発展をもたらした。「明治期近代工業の発達

は繊維工業から始まった。」14 

そして、製糸業は明治政府の殖産興業の主力として、国策的に振興され、

創業のための原料繭購入資金の融資を行う地方銀行や高利貸には政府からの

政策的融資が行われていたと言われている。これは当時の創業者に対して極

めて有利な条件である。従って、地方商人や地主階層が次々と製糸業を創業

した。始めの時は、座繰り式の製糸機械であるが、イタリア、フランスから

機械製糸の技術が導入されると、官営富岡製糸場を始め各地で導入が進んだ。 

しかしながら、日本の製糸業者の多くは中小規模業者であるから、高価な

鉄製繰り糸機械の導入はかなりの困難になった。それに、フランスやイタリ

ア式を簡略化した木製繰り糸機械も発明された。従って、日本の製糸機械は

徐々に世界の発展に遅れてきた。そして、「昭和年間に桑栽培面積や養蚕戸数、

繭生産量など全部減退していた。」15また、当時の製糸工場では寄宿制と低賃

金、劣悪な労働環境という問題も存在していた。これらは工場で働く工女た

ちにとって極めて不利である。 
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3.2富岡製糸場 

 

富岡製糸場は群馬県南西部の富岡市に設立された日本初の本格的な機械製

糸の工場である。江戸時代末期に開国した際、生糸は主要な輸出品、そして

明治のはじめには日本の総輸出品の七割近くをしめていて、主な外貨を獲得

するものとなっていた。しかし、この当時、生糸は「座繰り」という伝統的

な方法で生産されており、品質管理も十分でなく、輸出ブームが粗製濫造を

生み、日本の生糸は評判を落としつつあった。このような状況下、富岡製糸

場は明治期初期に、明治政府が殖産興業政策の一環として設立した官営の機

械製糸場として、フランスの技術を導入して、1872年に設立された。当時と

しては世界最大級の機械製糸工場で、日本国の本格的な製糸工業化の端緒と

なり、工場の動力は石炭による蒸気エンジンで、それまでの製糸法とは大き

く異なった画期的なものであった。同製糸場は、国内初の模範・伝習工場と

して全国から、製糸技術取得のためやく 400 人の工女が集まり、技術を習得

した工女たちが地元に戻り、機械製糸の技術を広め、日本国における機械製

糸業発展の基礎を築いた。   

なぜ富岡市にするかというと、①周辺地域は養蚕が盛んなため、繭の調達

が容易であること、②建設予定地周辺の土質が悪く、農業には不向きな土地

で、理想的な敷地が確保でき、住民も洋式機械製糸場設立に反対しなかった

こと、③水や石炭などの製糸に必要な資源の調達が可能であること、が挙げ

られている。 

 しかしながら、官営模範工場としての富岡製糸場の経営は恒常的な赤字で、

お雇い外国人の巨額の給与なども原因とされ、赤字体質の改善に努めていた

が、1893年には、三井に払い下げられた。その後、1902年には、原合名会社

に、1939年に、片倉製糸紡績株式会社に譲渡され、戦中戦後と長く、製糸工

場として操業してきたが、1960年代から日本国内産生糸が国際競争力を失う

など産業構造の転換に伴う時代の趨勢から、1987 年、操業を停止し、115 年

の製糸場としての歴史を終えた。まとめて言えば、富岡製糸場は官営時代、

三井家時代、原合名会社時代と片倉時代四つの段階を経た（表 5参照）。 
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1987 年の操業停止を受けて、同製糸場は所有者の片倉工業の「貸さない、

売らない、壊さない」の方針の下、自社独自で保全、管理を行い、知名度は

高いにも関わらず県や市の重要文化財にも指定されていない、言わば隠れた

文化財として、長いあいだ、地域の観光資源としてほとんど活用されていな

かった。操業停止後も、原則として一般公開されておらず、1996年からゴー

ルデンウィークと夏期に外観説明を通して積極的に観光客を受け入る活動も

行っておらず、来訪者は 2000-2002 年で年間やく 6-7 千人余りと限られてい

た。その後、富岡製糸場は史跡に指定されており、開業当初の主として木骨

レンガ造の建造物群が重要文化財に指定されている。また、繰糸所、東置繭

所が国宝、蒸気釜所、鉄水溜、首長館、女工館、検査人館が重要文化財に指

定されている。 

表 5 富岡製糸場の歴史的変遷 

年月 歴史 

1871年 工場の建設開始 

1872年 官営製糸工場として操業開始 

1893年 三井家に払い下げ 

1902年 原合名会社に譲渡 

1938年 株式会社富岡製糸場を設立 

1939年 片倉紡績（原片倉工業）と合併 

1943年 日本蚕糸製造に経営権が移動 

1946年 片倉工業が経営に復帰 

1987年 操業停止。115年の歴史に閉幕 

2005年 7月 国史跡に指定 

2005年 9月 片倉工業が建物を富岡市に寄付 

2005年 10月 一般公開開始 

2006年 1月 片倉工業が敷地を富岡市に売却 

2006年 7月 明治初期の建造物などが国重要文化財に指定 

2007年 1月 世界文化遺産暫定リスト入り 
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2013年 1月 日本政府がユネスコに正式版推薦書を提出 

2014年 6月 ユネスコ世界遺産委員会で世界遺産登録可否決定 

出所：富岡製糸場のホームページを参照し、筆者が作成したものである。 

3.2.1富岡製糸場の価値 

 富岡製糸場は明治政府の殖産興業に基づき設立された模範工場として、日

本の機械製糸工場設立の基礎を築き、払い下げ後も引き続き製糸業の中心と

して機能した、日本近代の経済・産業史をはじめ建築史・産業技術史等様々

な分野を理解する上で貴重な遺産である。 

 1、官営模範機械製糸工場としての価値 

表 6 官営模範機械製糸工場としての価値 

 

紹介 影響 

歴史的価値 ①政府による産業育成の象徴 

明治初年、生糸の生産拡大と品質向上は日本の

産業発展の最大の課題であった。富岡製糸場は政

府が自らこの問題に取り組むことを内外に示す

べく大規模な洋式工場として創設され、その威容

を現在に伝えている。 

政府の産業育成の積極的な関

与は日本の急速な経済発展の

要因として世界的にも知られ

ているが、富岡製糸場はその最

初の拠点であった。 

②機械製糸業の発展を促進した模範工場 

官営富岡製糸場の技術体系は見学者や伝習生

を通じて全国各地に伝えられ、様々な形で応用さ

れ、その技術は他に類似の役割を果たした、築地、

葵町両製糸場などより高度であった。 

日本の機械製糸業の技術普及

の原点の一つである。技術進歩

の目標として機械製糸業の発

展を促した。 

③士族授産の拠点 

官営時代の伝習生の多くは士族の子女であり、

伝習や一部の見学は士族授産事業の一環である。

旧支配層たる士族を短い期間

で、また産業界を開いて近代社

会を支える人材に転換できた

ことは、日本の急速な産業発展

の一要因であるが、全国的な士

族授産を現代に伝える施設と

して類例がない。 

④産業革命を経たヨーロッパ繊維工業の技術移

転が行われた東アジア最初期の工場 

富岡製糸場は日本だけではなく、東アジアにお

いても最初期にヨーロッパからの本格的な技術

移転が行われた製糸工場である。 

その技術は現地の在来の技術

と混合されて製糸業の発展を

促進するとともに、模範的工場

として、その後の日本引いては

アジアの産業発展や社会の近

代化のモデルとなった。東アジ

アにおいて西洋からの技術移



 

25 

転が行われた工場では現存最

高のものである。 

建造物的価

値 

①官営工場唯一の完全な遺構 

明治初期、殖産興業のため数多くの官営工場が

建設されたが、製糸工場でこれほどの大規模な工

場は当時世界的にも珍しく、さらに富岡製糸場の

ように当初の建造物がほぼ完全な形で現存する

例は他にない。 

富岡製糸場は官営工場として

操業時の建造物がほぼ残る貴

重な遺構である。 

②明治初期の木骨煉瓦造唯一の遺構 

本建造物に用いられた木造の骨組に煉瓦の壁

を用いる構造方式（木骨煉瓦造）として明治初期

に建設されたものは他に現存する例がない。 

富岡製糸場は日本に唯一完全

な形で残る明治初期の木骨煉

瓦造の遺構である。 

③ヨーロッパ系の技術を伝え、日本の技術と折衷

融合させた遺構 

旧幕府時代から始まった横須賀製鉄所の建設

には大スパントラス構造の小屋組煉瓦積みの壁、

明かりを採り入れるガラス窓などフランスを中

心としたヨーロッパ系の技術が採用され、富岡製

糸場においても横須賀製鉄所の技師バスチャン

を傭聘し、ヨーロッパ系の技術を伝承した建造物

が建てられた。 

基本設計はフランス人に基づいているものの、

実際の施工にあたってはメートル法の寸法を日

本の尺寸に読み替えたり、屋根を桟瓦葺にするな

ど尾高惇忠らをはじめとする日本人技術者によ

って採用された日本の技術が随所で見られる。 

横須賀製鉄所の遺構がほとん

ど失われた今横須賀製鉄所に

持たされたヨーロッパ系の技

術を伝え唯一の遺構と言って

良い。 

導入したばかりの洋式の技術

と日本の技術を折衷融合させ

た日本人技術者の優秀さを伝

える遺構である。 

④明治初期の鉄製構造物 

明治 8年（1875）に煉瓦積貯水槽に代わり建造

された（鉄水溜）が現存し、操業時の（煙筒基部）

が現存する。 

明治初期の鉄製構造物として

現存最古期であり、鉄水溜は横

浜製造所で製作されたことが

分かっており、国産最古期の鉄

製構造物であると言える。 

生産システ

ムの価値 

①繰糸機・揚返機 

ブリュナはフランスへの製糸器械の発注に先

立ち、旧来の製糸技術を持つ村女 4人を雇い入れ

製糸をさせ、気候の湿潤な日本では西洋式の直繰

式では不合理であること、日本の工女の体格には

西洋の器械は背が高すぎることを確かめ、まず西

洋風の直繰式から再繰式に改め、また器械の高さ

を低くしたものを特注した。揚返機も鉄製のもの

をフランスより輸入した。 

フランス式を日本にアレンジ

したところに大変革があり、ブ

リュナは後年揚返方式を導入

したことを高く評価され表彰

を受けている。また、フランス

式の煮繰兼業の一人繰の方法

はその後諏訪式繰糸機へと受

け継がれ、日本国の器械製糸業

発展の基点となった。 

②殺蛹・繭乾燥 

従来繭の乾燥は専ら天日乾燥によっていたが、

ブリュナは蒸気による殺蛹と大きな繭倉庫での

窓の多い巨大な置繭所はその

遺構である。 
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風通しによる自然乾燥の必要性を説いた。実際に

は最新式のイタリア式燥繭所も設けてはいるが、

蒸殺も合わせて用いられ、その方法はやがて諏訪

等の地域に伝播していった。 

③蒸気機関 

日本の従来の座繰りは、熱源及び動力は人によ

る温度管理と人力に頼っていたが、富岡製糸場で

はボイラーによる蒸気と蒸気機関の導入により

人の手を専ら糸取りに専念できるようにした。 

糸質の向上に貢献した。熱源に

ボイラーによる蒸気を用いる

という方法はやがて多くの器

械製糸工場で導入され、器械製

糸業の発展に大きな影響を与

えた。 

④鉄製煙突及び下水道 

富岡製糸場は基本的に農地を転用した場所に

設立されたが、その決定の一視点に地味の優劣を

見極め、その結果最も地味の劣悪な場所を選定し

ている。これは町民の農業に大きな影響を与えな

いという配慮があったものと思われる。 

 工場設備を環境衛生面から見ると、特筆すべき

ものとして煙突（吐烟筒）と煉瓦積排水溝（下水

竇及び外竇）が挙げられる。 

 高さ 36m 以上の鉄製煙突は、ボイラーへの送

風の役割のほかに石炭の煤煙を空中放散する役

目ももっていた。その後、明治 17 年（1884）こ

の鉄製煙突は暴風雨により倒壊し、一時高さの低

い煙突が建てられた時期もあったが、やがて元の

高さに戻している。 

当初の煙突の高さの先見性が

見出される。また、当初から地

下に煉瓦積排水溝（下水竇及び

外竇）が作られ、繰糸所からの

排水や雨水排水に用いられた。

これは汚水の悪臭や大屋根か

らの雨水を全て地下下水道で

処理しようとした。現在も明治

初期の下水道の遺構がほぼ完

全に残存している。 

工場制度の

価値 

①労働体制 

労働管理や生産工程管理等は当初からヨーロッ

パ方式を用いていたといえる。工女は全寮制と

し、寄宿舎にて共同生活を行った。創業時は始業

時間と終業時間が定められ、労働時間は 7 時間

45 分、当初から日曜日を休みとする七曜制を導

入している。また、休日は日曜日のほかに祭日（6

日）、年末年始休み（10 日）、暑休（10 日）を設

け、年間就業日を 290日ぐらいとし、工女の給料

は完全に 4階級による能率給でスタートし、明治

7年（1874）4月にはさらに 8階級による能率給

に改変している。 

先進的な体制になった。 

②福利厚生 

明治 6年（1873）2月ごろからフランス人医師を

常駐させて、製糸場内のけが人・病人の手当てを

行っている。その治療費や薬代は工場側費用とし

た。食費も工場側負担で寄宿舎も無料だった。ま

た、明治 13 年（1880）からは首長館において工

働きながら教養を得ることが

でき、工場における女子教育の

先駆けとなった。 

女のための夜間学校が開かれていた。 

出所：富岡製糸場のホームページを参照し、筆者が作成したものである。 
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2、日本の製糸業を象徴する工場としての価値 

表 7 日本の製糸業を象徴する工場としての価値 

 
紹介 影響 

歴史的 

価値 

富岡製糸場は民間払下げ方針に基づいて三井経

営となり、さらに原・片倉という日本を代表す

る生糸関連企業に引き継がれ、片倉時代には蚕

糸業統制法により一時日本蚕糸製造株式会社の

経営となったが、太平洋戦争終結後、再び片倉

の経営に戻った。この間、好不況の波の激しい

製糸業においても操業を停止することなく一貫

して製糸業を継続してきた。 

同一建物内で 115 年も同じ仕事

が継続された事例は稀なことで

ある。 

 現在、操業停止のままの姿をと

どめているが、これは日本の製糸

技術の到達点を示すものであり、

日本の機械製糸業の起点であっ

たことと併せて日本製糸業の記

念碑というべきものである。 

建造物的

価値 

建造物は官営に始まり三井・原・片倉と時代を

経た各時代の主要な工場建造物が残存してお

る。 

建造物から建築技術の変遷、工場

システムの変遷をたどることが

できる。 

工場の変遷と各時代のものが残る社宅・寄宿舎 工場の変遷は各時代背景・建築技

術・生産システムの変遷をたどる

ことができ、各時代のものが残る

社宅・寄宿舎などは工場内の生活

様式の変遷をたどることができ

るものとして貴重である。 

生産シス

テムの 

価値 

機械設備は昭和 62年（1987）の操業停止時のも

のが遺存しているが、工場設備一式がそのまま

保存されている。 

日本の現役製糸工場が全て消滅

しつつある現在貴重な存在であ

る 

自動繰糸機及び機械製糸機は初めて導入された

揚返機やドイツ製のコーン巻機などの主要な機

械類から改良を繰り返してきた製糸技術の到達

点とも言うべきものである。 

操業停止からおよそ 30年を経た

現在でも最新式の機械類である

といえる。 

出所：富岡製糸場のホームページを参照し、筆者が作成したものである。 

 

3.3富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録 

 

群馬県が推進する富岡製糸場の世界遺産登録に向けた運動は、2003年 8月

に、群馬県知事が「旧富岡製糸場をユネスコの世界遺産にする研究プロジェ

クトを発足させる」という方針を記者会見で公表したことに始まる。その後、
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観光立県を標榜する同県では、同製糸場を貴重な観光資源として見直し、保

全、活用を図り、世界遺産登録を目指す運動を展開することとなり、2004年

4 月には世界遺産推進室を設置して体制を整えるとともに、庁内に研究プロ

ジェクトを発足させて調査研究、対策などの競技を開始した。2005年 9月 30

日に、片倉工業が富岡製糸場を富岡市に寄贈した。それから、旧富岡製糸場

の敷地全体が国の史跡、主要建造物は重要文化財に指定された。そして、2007

年には他の産業文化財とともに「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺

産の暫定リストに記載された。さらに、2014年 6月に世界遺産登録の可否が

審議され、6月 21日に日本の近代化遺産で初の世界遺産リスト登録物件とな

った。 

 構成資産としては以下の 4 件がある。官営模範工場として開業し、日本の

製糸業の発展に大きな影響を及ぼした富岡製糸場（富岡市）、「清凉育」と呼

ばれる養蚕技術を確立し、養蚕農家の様式にも影響を与えた人物の住宅であ

った田島弥平旧宅（伊勢崎市）、「清温育」と呼ばれる養蚕技術を確立し、蚕

業学校によって知識や技術の普及を図った組織の有り様を伝える高山社跡

（藤岡市）、冷涼な環境で蚕種貯蔵によって、春だけでなく夏から秋にかけて

の養蚕を可能にし、ひいては生糸生産量の増大にも貢献した荒船風穴（下仁

田町）という 4件である。以上の 4件は絹産業の技術交流や技術革新にもた

らした貢献は、世界遺産としての顕著な普遍的価値を備えているという判断

から世界遺産リストに登録されたということである。当時の評価基準は以下

の通り： 

 評価基準（ⅱ）高品質生糸の大量生産を巡る日本と世界の相互交流 

  明治政府による高品質生糸の大量生産のための近代西欧技術導入。 

  日本国内での養蚕・製糸技術改良の促進。 

  日本の高度な養蚕・製糸技術の海外移転による世界の絹産業の発展。 

 評価基準（ⅳ）世界の絹産業の発展に重要な役割を果たした技術革新の主

要舞台 

  機械製糸から自動繰糸機までの製糸技術の発達を伝える富岡製糸場。 

具体的に言えば、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が革新的な養蚕技術の開発
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とその普及を伝える建築物・工作物の代表例である。長い間生産量が限られ

ていた生糸の大量生産を実現した「技術革新」と、世界と日本との間の技術

の「交流」を主題とした近代の絹産業に関する遺産である。日本が開発した

絹の大量生産技術は、かつて一部の特権階級のものであった絹を世界中の人

びとに広め、その生活や文化をさらに豊かなものに変えた。絹は紀元前の中

国で発明され、19世紀のヨーロッパで大量生産が始まった。このころ開国し

た日本は技術の輸入に努め 1872年には富岡製糸場が創られ、国中の製糸業が

近代化した。さらに独自に養蚕の技術革新も起こり、原料繭の大量生産に成

功した。その結果、日本は 20 世紀初めには世界中に安価で良質な絹を輸出、

高級繊維の絹をより身近な存在に変わった。さらに第二次世界大戦後は、生

糸生産のオートメーション化にも成功、自動繰糸機は全世界に輸出され、絹

の大衆化に貢献した。 

 

3.3.1登録後の現状 

 

 世界遺産登録を契機に、富岡市が国内外から大きな注目を集めているとこ

ろにあたって、本遺産を地域の観光資源と組み合わせ、産業観光として活用

し、地域経済の活性化を繋げる好機を迎えている。活動についてはライトア

ップやコンサートなどイベントが随時開催されている。そして、座繰り実演・

体験は毎週土曜・日曜日に、フランス式繰糸機実演は毎週水曜日にそれぞれ

二回ずつの開催になっているそうである。また、2007年から富岡製糸場にお

ける活動は様々である。例えば、富岡製糸場を目指すシルクデー、協議会、

世界遺産講演会、自国および外国首脳の視察、シンポジウムなどである。ま

た、その場を借りて観桜会や、音楽演奏会、花まゆ展、及び絹展などという

活動もかなり行われている。様々な活動が行われているため、近年富岡製糸

場の見学者数は徐々に増えてきた。そして、表 8から見ると、毎年の 9月、

10月、11月と 3月学校の休みの時期に、見学者が特に多いと見られる。言い

換えれば、学生たちは休みを利用し、産業の遺跡・遺物を見学する傾向がか

なり現れていると推測できるだろう。 
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表 8 富岡製糸場見学者状況（人） 

 

出所：教育・文化（平成 28 年度富岡市統計書）P101 を参照し、筆者が作成したもので

ある。 

また、富岡製糸場のホームページによると、近年入場者数の変化について

は以下の統計がある。 

  

図 2 入場者数の推移  

出所：富岡製糸場と絹産業遺産群のホームページのデータを引用した。 

この図から見ると、2006年から入場者数は大体上がる傾向になっている。そ

して 2014年、つまり世界遺産登録の年に、者数は急増したということがわか

る。 

富岡市では、富岡製糸場の来訪者のために、様々な活用方法を取り組んで

年度 

 月 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度

1月 9,897 12,662 14,201 58,769 38,337 

2月 9,343 13,473 7,888 19,289 37,682 

3月 12,784 18,668 21,313 79,459 65,979 

4月 10,845 18,593 22,652 38,821 87,337 

5月 17,701 20,812 31,634 109,703 141,975 

6月 15,062 17,924 23,858 109,604 109,853 

7月 16,881 22,242 22,448 128,925 92,741 

8月 22,713 31,972 31,840 166,168 123,603 

9月 33,350 31,144 31,223 151,534 111,674 

10月 38,707 43,373 43,394 162,689 149,606 

11月 33,770 43,740 49,857 177,071 152,635 

12月 10,252 12,735 14,208 65,232 43,320 

合計 231,305 287,338 314,516 1,267,264 1,154,742 
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いる。 

（１）当時の生活をマップに作成。富岡市には任意団体である「富岡げん

き塾」があり、その方々が、かつて富岡製糸場で働いていた工女さんが当時

食べていたものや和んでいた風景・景観などを調べ上げマップにした。 

（２）回遊ルートの提案。市民や富岡製糸場を訪れた方々が手に取り、市

内を回遊するのに楽しみながら活用している。それに、富岡製糸場では、解

説員が有料で場内案内を行っている。また、音声ガイドを有償で貸出してい

る。その他、場内にはＱＲコードのあるペストリーが掲示されており、スマ

ートフォンで読み取って案内を聞くことも可能である。現在、ガイドは団体

客 3500円、個人客 200円/人で有償化しているが、見学者の 3～4割はガイド

を利用している。有償化はガイドにプロ意識をもたらし、製糸場に対する知

識を深めたり、話し方の工夫を行う等自発的に研鑽に励むようになり、結果

として見学客の満足度を高めることに繋がっている。 

（３）2009年に東置繭所内にガイダンス施設の設立。場内のトイレの改修・

増設や周辺に無料駐車場を新設したりするなど、力を入れている。富岡製糸

場では、総務省の JET (語学指導等を行う外国青年招致事業)プログラムによ

る CIR (国際交流員)を受け入れており、英語・仏語など多言語でのパンフレ

ット作成や場内案内表示の整備などを行っている。 

（４）その他に、市民団体等との協働。 

「富岡製糸場世界遺産を目指す連絡協議会」（2005 年 8 月 6 日設立、2015

年 2月 12日解散）が富岡製糸場の近代産業遺産としての文化的・歴史的価値

の普及に努めるとともに、ユネスコ世界遺産登録を目指し各種団体の連絡・

調整を図り、幅広い市民運動を展開することを目的とする。主な事業は観桜

会の開催と募金箱の設置等である。 

「富岡製糸場解説員の会」（2007年 4月 16日設立、2015年 4月 21日自主

運営）の目的は世界遺産・国保富岡製糸場の歴史的・文化的な価値・情報を

共有し、会員の資質向上を図ることと会員相互の親睦・連携を図ることにな

っている。主な事業は見学者に対する富岡製糸場についての解説と研修、見

学会の開催等である。 
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「富岡観光まちづくり推進協議会」（2008 年設立、2015 年７月解散）が世

界遺産を抱くまちとしてふさわしいまちづくりを実施し、「すんでよし、訪れ

てよし」のまちづくりの実現を目指す。 

「認定 NPO法人富岡製糸場を愛する会」（1988年設立、2010年 4月 1日法

人設立、2014年 6月 1日認定）が富岡製糸場の歴史的、文化的、産業的な遺

産価値を認め、これを愛護するものを持って組織し、富岡製糸場について共

に学び合いながらその輪を広げるとともに、「富岡製糸場と絹産業遺産群」を

核とする地域活性化等を支援する事業を行い、もって不特定多数及び地域社

会の利益増進に寄与することを目的とする。主な事業は清掃ボランティアと

講演会・コンサートの開催である。 

「一般社団法人富岡青年会議所」が青年経済人の社会活動を目的とする。

主な事業は赤煉瓦写生大会とみおか夏祭りである。 

「富岡製糸場世界遺産伝道師協会」が富岡製糸場と絹産業遺産群の価値と

世界遺産登録の可能性、保護思想について理解を深めるとともに、県民をは

じめ国民に対し世界遺産登録運動の普及・啓発活動を行うことを目的とする。 

「シルクカントリーぐんま連絡協議会」が群馬県の養蚕・製糸・織物にか

かる歴史や文化を後世に継承するとともに、県内の絹産業遺産や人的資源の

ネットワークを活用して地域づくりに貢献することを目的とする。これらの

市民団体は政府の活動に協働して、着実に地域の宝を守るために努力してい

る。 

 

3.3.2世界遺産登録による効果 

 

（１）新たな産業の変形。富岡製糸場の世界遺産登録や国保への指定によ

って富岡市の産業構造が急激に変化した。 

他のところからの来訪者が、富岡製糸場をはじめとして本市の歴史・文化、

妙義山等の自然景観、農産物等の特産品、市民の暮らしぶりに接することが

できる。市外からの来訪者に対しては、地域に眠っている資源等を活用した、

新産業の開発や新商品・サービスを開発・提供することで交流人口を拡大さ
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せる等新産業を発展させ、地域経済への波及効果の増大を目指している。 

群馬経済研究所の 2013年の推測によると、観光客数増加によるプラスの影

響は、宿泊業や土産品販売など県内の様々な産業に及び、生産の拡大や従業

員の所得増加につながると言われる。県内へのこうした経済波及効果は、当

研究所の推計では 1年間で 34億円が見込まれる。内訳を見ると、宿泊業や飲

食業などのサービス業への経済効果が 13億円に上がり、次いで、鉄道・バス

などの交通関係は 7億円、土産品販売などの商業が 3億円となった。また、

観光客に直接関係のない製造業などの業種にも幅広く経済効果が及ぶと見ら

れる。 

表 9 地域経済への波及効果 

推計概要 「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産登録された場合の観光客

増加に伴う経済波及効果 

実施主体 一般財団法人群馬経済研究所 

推計時期 平成 25年 11月 

推計結果 観光客数：75万人（45万人の増加） 

経済波及効果 34億円/年  （観光客増加分の効果） 

主な産業別効果 サービス業 13億円、交通関係 7億円、商業 3億円 

出所：松下（2013）P15を参考し、筆者がまとめたものである。 

（２）市民文化意識の向上。地域経済が活性化するとともに、外からの刺

激により市民の意識が変容し、市全体として魅力的なまちづくりや文化振興

等の市民生活の向上にもつながることもできる。 

「世界遺産・富岡製糸場」は長い時間にわたって製糸業を主導し、日本の

近代産業の基礎を築いた。当時の人々は技術革新の積み重ねや女性（工女）

の活躍等により製糸業の振興に尽力し、日本の新たな時代を創っているとい

う自負があったはずであろう。こうした、かつて富岡市にあった新しい産業

を生み出す先端性を次世代に受け継ぐべく、幼少期から本市で築かれてきた

歴史や伝統文化、自然など郷土への理解を深める取り組みを進めることで、

地元に対する愛情と誇り、自信を育て、定住の継続に繋げることができる。     

幼少期から地元に対する愛情と誇りを生み、「富岡で暮らし続けたい」「富
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岡へまた戻りたい」と思える教育の実施や地域コミュニティづくりの取り組

みを推進することである。そして、県民一人一人が「富岡製糸場と絹産業遺

産群」の各遺産に足を運び、自分の目で確認し、現地解説員の切目を聞くこ

とで、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が日本の近代化等に果たした役割や遺産

の価値を理解することができる。果たした役割と価値を理解ことができれば、

その素晴らしさを他県や外国人に伝える動機付けになり、遺産の保全活動や

観光客の受け入り体制整備、情報発信への支援にもつながると言われる。 

また、地元の小中学校における郷土学習において、製糸場の歴史と地域の

誇りであることについて子供たちが学ぶことにより、製糸場に距離感を持っ

ていた大人がその価値を再認識するといった効果も生まれている。市民養蚕

の事業にも取り組んでおり、市内で作られた蚕を使って製糸場にある機械を

動態保存すると同時にオール富岡産の糸を作る構想も進んでいる。 

（３）文化の深掘り。富岡製糸場を核に、絹や桑の生産、養蚕等を切り口

として、農業技術や歴史・文化について深掘りすることができる。加えて、

設立指導者のポール・ブリュナがフランスの出身であるため、フランス文化

をテーマにした新たなイベントや商品の開発も可能である。また、富岡製糸

場を舞台にしたイベントや芸術作品の展示等の取り組みを推進している。 
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四、終章 

 

4.1結論 

 

経済構造の改革、新たな発展モデルを探る時期にあたっている日本におい

ては、歴史の長い文化産業は、範囲の拡大、発展の多様化が経済発展を促進

する一つの動力だといえよう。産業遺産が一つの文化財として、遺産化した

産業を再活用することで、教育資源や観光資源になる。また、産業遺産の発

展は、文化産業を充実する効果が期待される。 

日本では、33ヶ所の近代産業遺産群が認定され、活用方法も極めて多くあ

る。現在、富岡製糸場が本来の目的であった製造業から、新たな観光、教育

素材としての活用へとポジションの転換を図っている。その上、富岡市は群

馬県内の絹産業遺産群と連携することにより、地域経済の活性化を目指して

いる。また、博物館的活用、座繰り実演、国際会議やイベントなどの開催で、

見学者に新たな都市イメージを与えることができた。そのほかに、地元の小

中学校における郷土学習を通し、製糸場の歴史と地域の誇りを子供たちに身

に覚えさせる。この教育により、製糸場に距離感を感じた大人たちにもその

価値を再認識させるといった波及効果を及ぼし、本市の歴史、伝統文化、自

然など郷土への理解も深めることができると期待できそう。 

産業遺産が登録後、産業遺跡・遺物は文化財として、観光資源と教育資源

を充実した。 

（１）観光素材としての活用。周知のように、現在多くの産業観光人口が

存在しているが、それは産業遺産にきちんとストーリーが出ているから。誰

も建物それ自体に興味を持って来るのではなく、その背後にあるストーリ―

に惹かれて施設を見に来るのであると思われる。従って、かつて工場や倉庫、

酒蔵などとして使用されていたが、現在は当時の用途・機能を失っている文

化財についても、本来の価値を保存・継承していくことを前提に、観光関係

施設、地域産業のシンボル、学校教育・社会教育関係施設、地域コミュニテ

ィの核となる施設、まちづくりの拠点施設など、新たな意義と機能を与えて、
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それに沿った形での活用を図っていくことが考えられる。また、これからは

文化という観点をより重視し、人の営みを示す産業遺産などをきちんと保全

して行くべきである。さらに、遺産化した産業は地域の過去の柱として先端

な技術あるいは独特な建造物を持っていることより、現在人々に注目されて

いる。新たな観光素材として、産業観光を通じて、地域の活性化に貢献する。 

（２）国民、特に若者に与えた教育の意義もかなり重要である。他の文化

遺産と比べ、産業遺産が一部の工業発展の歴史と言えるだろう。遺産化した

産業から、当時の技術の革新、機械・設備の進歩、体制の完成等が理解でき、

当時の日本がどのように現在へ発展してきたのかが分かる。産業遺跡・遺物

の再活用で、その価値が永遠に歴史に残されることができるだろう。従って、

新たな教育資源として、国民、特に若者に過去の歴史と一つの産業の発展経

緯を学ぶ機会を提供し、その産業遺産の価値を保存・継承していくことも期

待できる。 

このように、産業遺産が文化的価値と経済的価値両方とも持っている点か

ら、産業遺産化は文化産業の新動向として、日本国の文化立国に実際的な意

義を持っていると考えられている。まとめて言えば、産業遺産が文化財の一

部になることより、文化産業の発展モデルを充実させ、また、産業遺産の振

興は文化産業の発展に大きな効果をもらすことが期待できると言ってもよか

ろう。 

また、遺産化した産業を再建設、再利用、再開発のために、国と地方（政

府・自治体）と民間、三つの力を合わせ、協働することが必要である。国は

政策の支持、宣伝の制作と資金の調達で強力に支援する。地方はこの活動の

鍵として全力にその政策を実施する同時に、保護と開発を両立する。また、

現地の要素と充分に融合することで、地域を一つの文化圏になる。一方、個

人或いは団体は民間の力として、国と地方の仕事を協力し、積極的に参加す

ることも必要である。三つの力を集めることで、産業遺産の再活用を実現す

ることができ、また地域経済への波及効果と国民にもたらす教育意味も期待

される。図にすれば、以下のように示している。 
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図 3 産業遺産の活用における国、地方、民間の関係 

出所：本章の内容のまとめにより筆者が作成したものである。 

 

4.2今後の課題 

 

産業遺産化は、文化産業の構造や性質に大きな変化をもたらした。本論は、

事例分析の方法で産業遺産化による地域の経済及び教育への波及効果をまと

めてみたが、経済効果の中には、観光の要素しか論じていないため、ほかの

産業への波及効果がまだ言及していなく、分析の分野が限られている。 

また、調査手段が足りないため、地域経済への波及効果に関する分析は、

ただ日本の関係機関の調査報告を参考してデータを取り出したものだけを使

い、分析不足のところがたくさん残っている。そして、最新資料が手に入れ

ないため、参考したデータは過去のものが多く、分析の結果は説得力が足り

ないことも避けられない。 

さらに、日本において産業遺産登録は文化産業への影響は確かなことであ

るが、他の国ではどういう状況になっているか。特に我が中国に対して、現

在急速の発展期間において、以前国の発展を支えてきた産業にはどのように

対応しているか、経済構造の変化に伴ってどのような貢献をしているか。こ

のような点もこれからの課題として研究し続けたいと思う。 
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注  釈 
 
 
1日下（1978）．『新・文化産業論』[M]．P13を引用した。 

2阙（2007）．『国际工业遗产的保护与管理』[J]．P528を参照した。 

3唐・李（2012）．『日本文化产业的国际竞争力及其前景』[J]．P47-54を参照した。 

4庄林（1981）．『日本の文化産業』[M]．P123を引用した。 

5李（2002）．『逆工业化与工业遗产旅游开发：德国鲁尔区的实践过程与开发模式』[J]．P58-64

を参照した。 

6 テーマ別：個々の観光資源を産業というテーマで再び編成する。 

7小森・有馬（2000）．『観光資源としての産業遺産の可能性―曾木発電所からの考察』[C]．

P80を参照した。 

8森嶋（2014）．『近代化産業遺産の保存と活用に関する政策的対応の比較（調査報告）』

[R]．P102-117を参照した。 
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