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序にかえて

みなさま、おはようございます。今年も残すところあと２週間となりました。年末の本当にお
忙しい中、このようにたくさんの方においでいただきまして、深く感謝を申しあげます。
東京文化財研究所では昭和 27 年（1952） に芸能部を設立し、今日の無形文化遺産部につなが
る研究を継続してまいりました。2003 年にユネスコが無形文化遺産に注目してまいりまして以
降は、継続的に国際会議などに人を送り出し、国際的な状況やその変遷なども見てきました。こ
ういう経緯を踏まえ、現在の状況をみなさまと共有させていただこうと考えております。
本日はお忙しい中、韓国から朴先生にもおいでいただき、東アジアにも視野を広げて、みなさ
まと考えていければと思っています。また、午後からは自治体の方々から無形文化遺産保護への
取り組みについての事例報告をいただき、みなさまで情報の共有もし、お互いに参考にしあえれ
ばと思います。
無形文化遺産は、自然や地形といったものと結びついています。近代になって産業の在り方が
変化し、人口集中や、また一方での過疎・高齢化などによりコミュニティのかたちが変わってく
る中で、どのように無形文化遺産を保護するかが大きな課題になっているかと思います。本日は
みなさまとそういった問題も共有しながら、考えていければと思っています。
夕方までの長い時間となりますが、どうぞ最後までお付きあいくださいますようにお願いいた
します。

（平成 27 年度「第 12 回無形民俗文化財研究協議会」挨拶より）

東京文化財研究所副所長

山梨

絵美子
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ユネスコ無形文化遺産とその制度（今石）

基礎講座１

ユネスコ無形文化遺産とその制度
今石 みぎわ（東京文化財研究所 無形文化遺産部）

久保田 裕道（司会） 本日の最初の２人は東京文化財研究所からお話をさせていただきます。ユネ
スコの無形文化遺産に関する基礎知識と現状について、最新情報も踏まえて話をしたいと思います。
最初は無形文化遺産部の今石みぎわよりお話しいたします。

＊＊＊

はじめに―協議会の趣旨
みなさま、おはようございます。本日は朝早くからたくさんの方にお越しいただきまして、心より
感謝申しあげます。
今回は「無形文化遺産への道」というタイトルにいたしました。2013 年、「和食」がユネスコ無
形文化遺産になったという報道があって以降、この制度に対して国民的な関心、認知が非常に高まっ
てきたと感じています。そこで本日の協議会の目的は、
「このユネスコ無形文化遺産を目指そう！」
「ど
のようにすれば無形文化遺産になれるか考えよう！」と…、こういうことではございません。
私たちとしては、やはり目的は無形文化遺産の保護であり、このユネスコ無形文化遺産というもの
はあくまでもその目的を達するための手段のひとつに過ぎないと考えています。ですから、この制度
にいたずらに振り回されることなく、むしろこれを利用・活用してやろうと、そういう心積もりで考
えていけたらと思っています。そのためには、このユネスコ無形文化遺産の制度についてしっかりと
知って、客観視する、相対化するということも必要だということで、本日の協議会を企画いたしまし
た。「無形文化遺産への道」という、あえて紛らわしいタイトルをつけて、みなさまの関心を引くよ
うなこともしたのですが、目的はこういうことになります。
もうひとつ、本題に移る前に皆さまにクイズです。
「2016 年、日本の山・鉾・屋台行事が世界無形文化遺産に登録された」
こうした文章はよくマスコミ等でも見かけますが、この中に△も含めると間違いが２つあります。
お分かりでしょうか。
ひとつは大変分かりやすいのですが、「世界無形文化遺産」という言い方はありません。よく、無
形文化遺産というのは世界遺産の無形版だと言われるのですが、２つは全く違う制度です。そして無
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形文化遺産の場合は「世界」という言葉は冠しません。
もうひとつはちょっとややこしいのですが、「登録」という表現です。この無形文化遺産制度の中
身というのは、「一覧表」があって、そこに名前が載るということです。ですから「人類の無形文化
0

0

遺産の代表一覧表に記載された」というのが正確な表現になります。専門家は今でもこの「記載」と
いう表現を使っていますが、文化庁のホームページなどを見ると、最近は「記載 （登録）」というよう
な使われ方もしていまして、ちょっと変わってきたのかもしれません。ということで△としましたが、
より正確なのは「記載」という表現だということです。

１.

無形文化遺産保護条約の歩み

それでは、本題に入っていきたいと思います。まず、無形文化遺産保護条約の歴史をごく簡単に振
り返りたいと思います。
そもそも国際的な文化財保護を巡る枠組みが、条約という強制力を持つかたちで最初にできたの
が、今から 45 年前、みなさんよくご存知の世界遺産条約です。その世界遺産条約では不動産という
有形物を扱うのですが、その後、無形の遺産に関する条約が出てくるのが 2003 年ということで、30
年以上遅れます。どうしてこんなにタイムラグがあったのかといいますと、そもそも 1972 年の時点
では、無形文化遺産という概念自体が世界的に全く共有されていなかったということがあります。
日本では 1950 年に文化財保護法ができて、その中で最初から「無形の文化財」が位置づけられて
いましたが、これは実は世界では初めてのことでした。その後、1962 年には韓国でも保護法がつく
られ、やはり無形の文化財が位置づけられます。その後長らく、世界の中では日本と韓国だけが「無
形の文化財」というものを、法制度によって守ってきた国でした。無形の文化財の法的保護に関して
は、日本と韓国が先進国であった時代というのが長かったわけです。
では、逆にどうして無形文化遺産が注目されるようになったのかといいますと、いろいろな背景が
ありますが、大きな要因のひとつは、世界遺産制度の対象となるものが、どうしても西欧世界に偏っ

図１

条約の締約国
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ているということでした。それに対して特に第三世界から不満の声が上がり、世界遺産制度に対抗す
る軸になるものとして無形文化遺産が見いだされたと、そういう経緯があったと聞いています。そし
て 1998 年には「人類の口承および無形遺産に関わる傑作の宣言」というものが採択されます。事実上、
2003 年の無形文化遺産保護条約の前身といってよいと思いますが、この「傑作宣言」は、無形文化
遺産を讃えて、それによって継承や発展を図ろうという目的のものでした。
2006 年までに３回の傑作宣言が行われ、各国から提出された合計 90 件の無形文化遺産がリスト
アップされています。日本からも重要無形文化財の能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎が傑作として宣言
されています。この傑作宣言が無形文化遺産の保護に果たした役割は非常に大きかったようで、これ
をきっかけにして国際的な認知も非常に高まり、予算や組織、法制度の整備等による無形文化遺産の
保護も世界的にかなり進んだと言われています。
そして 2003 年に、本日のテーマである「無形文化遺産保護条約」が採択されることになりました。
この条約を整備する時には日本の専門家、それから韓国がかなり尽力して主導したと聞いています。
そういうかたちで採択されたものが、2006 年になって発効し、2008 年から実際に一覧表への記載
が始まります。ただ 2008 年は、先ほど言った「傑作宣言」の 90 件がそのまま自動的にスライドす
るかたちになりましたので、実質的に各国から提案を受けつけて、それを審査して記載するというか
たちが始まったのは 2009 年からでした。
条約の締約国は、発効時（2006 年４月当時） は 47 ヶ国でしたが、わずか 10 年余りで 175 カ国に増
えています（2017 年９月現在）。日本は３番目に批准しました。これが条約発効時の国の内訳ですが〔図
１〕、当時関係されていた方にお聞きすると、アラブ諸国や東欧の比率がかなり高く、発言力も非常

に強かったようです。逆に西欧諸国は、この条約に対して当初かなり冷淡だったと聞いていますが、
現在では西欧の締約国も増え、地域間バランスが次第に整ってきたということになります。

２.

無形文化遺産の一覧表とその記載

続いて、無形文化遺産の具体的中身についてお話しします。これは先ほども言いましたように、主
に一覧表から構成されています。リストが３つあるのですが、このうち日本で「無形文化遺産」といっ
てみなさんが思いつくものは、この「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表

図２

一覧表などの種類
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Representative List of

the Intangible Cultural Heritage of Humanity」です。略して「代表一覧表」と言いますが、無形文
化遺産によって文化の多様性を示し、その重要性への認識を喚起するために作られるリスト、と位置
づけられています。
この代表一覧表が最もよく知られていて、かつ記載件数も多いのですが、この３つの中では、実
はこの「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表

List of Intangible Cultural Heritage in

Need of Urgent Safeguarding」が最も大切なリストで、第１リストだと言われてきました。という
のも、ユネスコ無形文化遺産条約の一番の目的は無形文化遺産を次世代に継承していくということで
すので、その継承が危機にあって対策が必要な無形文化遺産を挙げ、国際協力と支援による適切な保
護を促すと、そういう支援の枠組みの中に位置づけられるのが、この緊急保護一覧なのです。ですか
ら、条約の理念を最も反映したリストと言われています。
３つ目として「無形文化遺産保護のグッド・プラクティス」というものがあります。昨年までは「ベ
スト・プラクティス」と言われていたのですが、名称が変わりました。条約の原則と目的にのっとっ
た良い実践を示すためのリストということです。これら３つのうち、代表一覧表については、また後
ほど取りあげたいと思います。
年ごとの記載などの件数ですが、日本の案件について、詳細は文末の資料２をご参照ください。世
界全体でみると、2017 年現在、470 件の無形文化遺産が記載されています。このうち代表一覧が
399 件、緊急保護一覧が 52 件、グッド・プラクティスが 19 件になっています。
日本の記載件数については、図３のグラフの上に数字が書いてあります。2008 年は全体で 90 件、
こちらは先ほども言ったように傑作宣言からそのまま移行したものですから、実質的な記載が始まっ
たのは 2009 年です。この時日本は 14 件提案する予定だったのですが、そのうち１件が不記載勧告
を受けたため、取り下げて 13 件が提案・記載になっています。そして 2010 年になると全体の記載
数がガクンと減っています。みなさんも既にご承知かと思いますが、今は１年間にユネスコが審査す
る数が 50 件に制限されています。そうした制限が実質的に始まったのが、実は 2010 年でした。こ
の時日本は 13 件提案しているのですが、ユネスコ側から日本の案件は２件しか審査しない、と言わ
れて、２件しか記載がありませんでした。
こうして提案数に制限をかける一番大きな要因になっているのは、ユネスコのキャパシティの問

図３

年ごとの記載などの件数

2017 年現在 470 件が記載、うち代表一覧は 399 件
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題です。人手が足りない、キャパシティがないからと
てもたくさんの数を審査しきれないという、そういう
事情があります。それに加えて、ユネスコというのは
非常に地域間のバランスや平等性を大事にする組織で
す。2009 年の第１回提案の時に、どういう国が提案
書を出したかを見ていくと、75 件のうち 44 件がアジ
ア・太平洋地域になっています 〔図４〕。もっと言えば、
中国、日本、韓国が 40 件と、半分以上を占めている、

図４

2009 年の記載数の国別内訳

こういう非常にアンバランスなかたちで提案がなされ
ていたということです。ただ、これは仕方ないことでもあって、日本や韓国は保護制度の歴史が長い
ので、準備が整っていて出せるものがたくさんあるんですね。しかし、やはりユネスコとしてはこう
いう不平等はよろしくないということで、次第に制限がかかる方向に向かってきたということです。
そして 2011 年になると、１年間に審議する提案数の上限を設けようという議論が、はじめてなさ
れます。この 2011 年はインドネシアのバリ島での会議で、私も参加していたのですが、私にとって
はいろいろとショッキングな会議でした。というのも、この時日本の出した案件に対して、「日本が
これまでに提案した無形文化遺産と似ているから情報照会だ」ということがはじめて言われた会議
だったのです。具体的に言うと、たとえば男鹿のナマハゲは情報照会になって記載されなかったので
すが、これは鹿児島のトシドンと似ているからという理由だったんですね。ほかにも美濃和紙が石州
半紙に似ているからと、そういう理由で記載されなかった。私は民俗学が専門なので、トシドンとナ
マハゲが一緒というのは「まさか嘘でしょう？」という感覚だったのですが、その後よくよく考える
と、日本は無形民俗文化財の制度に支えられて、すでに地域的に非常に細かい調査が行われています。
それに、そもそも無形民俗文化財の制度の基礎となる民俗学というのは、地域間の民俗文化の細かい
差異というものを非常に大事にしてきた学問です。ですから、私も地域間の細かな文化の違いに意識
的だったのですが、それは世界には通用しないのだということがよく分かった会議でした。
それから、もうひとつこの会議で強く私の印象に残ったのは、提案の中身なんて大して見られてい
ないのだなという点です。これは無理もないことで、結局は有形の文化財のようにモノがあるわけで
はないので、本来は、背景にあるさまざまな文化的要素を知らない限り、その無形文化遺産について
正確に理解することはできません。そんななかでどうやって判断するかと言うと、もう提案書に書か
れたわずかな文書から判断するしかないわけですね。この年に日本から記載になったのは「壬生の花
田植」と「佐陀神能」の２件だったのですが、これはあくまで私見ですが、もし佐陀神能が「～神楽」
という名前だったら恐らく記載されていなかっただろうと。というのは、早池峰神楽が既に記載され
ていましたから。とにかくそういうレベルで審議がなされているということが分かった会議でした。
この 2011 年の会議を踏まえて、2013 年には一年間に審査する数を 50 件に制限しようということ
が決まります。いま現状では、日本の提案は２年に１度は必ず審査されるということになっています
が、もし各国から提案されてくる数が今後どんどん増えていったら、この２年に１回という間隔が、
徐々に広がってくる可能性もあります。日本はすでに記載数が多いので非常に優先順位が低いためで
す。このような状況で審査がなされています。
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３． 無形文化遺産の基準とその特徴
無形文化遺産の定義と基準については、レジュメ 〔文末資料１〕にも載せてありますので、ご参照く
ださい。この定義に適うもので、無形文化遺産の対象になるものとして明示してあるのは、（a）口承
による伝統および表現、（b）芸能、（c）社会的慣習、儀式および祭礼行事、（d）自然および万物に
関する知識および慣習、（e）伝統工芸、の５つです。こうした無形文化遺産のうち、レジュメで示し
た５つの基準を全て満たしたもの、それが無形文化遺産代表リストに載る可能性があるということで
す。
この基準については後でゆっくり見ていただければと思いますが、ほとんどの基準は、日本で国指
定の文化財になってるようなものだと、難なくクリアできるものかと思います。ただし、ユネスコが
特に重視している基準が、４番の「関係コミュニティの参加・関与と同意があること」です。関係コ
ミュニティというと、伝承されている方はもちろんですが、それを支援する方や地方公共団体、そう
いったコミュニティのことで、これが伝承に参与していることに加え、ユネスコは、この「関係コミュ
ニティ」が提案の全てのプロセスに関わっていることが重要だと言っています。これについてはまた
後でお話ししたいと思いますが、こういうかたちで、全ての基準を満たしていたら記載、情報が足り
ないと情報照会、そして満たしていない基準があったら不記載と、そういう判断になるということで
す〔評価に関しては p.21 二神氏の報告も参照〕。
このユネスコ無形文化遺産の特徴として何が挙げられるか、もう少しご説明したいと思います。そ
もそも日本での無形文化遺産の定義は何か、つまり日本の政府が何を対象として提案をするかという
と、日本では無形文化財、無形民俗文化財、選定保存技術の３つを無形文化遺産の対象としていま
す。この日本の無形文化遺産とユネスコの無形文化遺産を比べると、ユネスコのもののほうが、より
概念が広いことが分かるかと思います。特に（a）口承による伝統および表現や、（d）自然および万
物に関する知識および慣習というものは、現在の日本の文化財の制度の中ではあまり対象になってこ
なかったものです。それが１点目の特徴です。
２点目は、こちらのほうがより重要ですが、ユネスコの無形文化遺産というのは価値づけをしない
ということが原理原則です。価値づけをしないとはどういうことかというと、なぜ特定の無形文化
遺産が一覧表に載るのかというと、それはそのものに価値があるからではないんですね。世界の中
にはこれだけたくさんの文化があるよ、という文化の多様性を示すための、あくまでも例のひとつ
として載せるんだという、それが無形文化遺産保護条約の本来の原則です。ですから、あくまでも
example list（例示リスト） なのだということです。それをよく示しているのが、当初この無形文化遺
産保護条約ができた時は、このリストはサンセット・クローズ方式にしようという話が出たそうです。
サンセットというのは日の入りですが、これは、ある一定の期間がきたら、もうそのリストを全部な
しにして中身を総入れ替えすると。そういうリストにしようという話になっていました。結局その話

図５

価値基準にみる日本の文化財制度とユネスコの文化遺産
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は途中で消えてしまったそうなのですが、それぐらい、あくまでも例示リストだということを非常に
大切にしてきました。ですから、最初に「登録」と「記載」の表現のお話をしましたが、何らかの価
値が認められてレジスターされる、登録されるということではなくて、ただ単にリストに載るだけな
んだと、そういう意味でも「記載」という表現がより正確だとされてきたわけです。
この価値づけをしないという考え方は、実は世界遺産制度とは全く違うものです〔図 5〕。世界遺産
というのは「顕著な普遍的価値」という、万人にわかりやすい高い価値を求めるものですので、その
面で鋭く対立しています。また、無形文化遺産がコミュニティの関与を非常に大切にしているという
ところも、世界遺産との大きな違いです。よく混同されるこの２つの制度ですが、元になっている位
置づけは全く違うということです。ついでながら、日本の文化財制度の中で、このユネスコ無形文化
遺産に一番近い考え方というのは、民俗文化財だと私は思っています。文化的景観もそうですが、民
俗文化財には「国民の生活の推移が分かる」ものが指定されるのであって、決して絶対的価値に拠り
ません。人間に価値の上下がないのと同じように、一つひとつの無形民俗文化財には原則的に価値の
上下はない、あくまでも典型例を示すためのものだという意味では、非常に近いものがあると考えて
います。

４.

提案にかかる日本の方針

提案に係る日本の方針については、みなさまが一番お聞きになりたいところかと思いますが、たい
して目新しいことはありません。まず、当初の日本の方針がどうだったかというと、先ほども言いま
した国内の無形文化遺産 （無形文化財・無形民俗文化財・選定保存技術）から、分野ごとに満遍なく、かつ
指定が古い順から提案するというのが原則でした。例外もあったのですが、こういう方針で進めてき
ていたところ、先ほども言ったように提案数に上限がかかってきたこと、それから似たような無形文
化遺産はもう載せないという方向になってきたので、今は似た者同士を集めてグループにして、まと
めて提案するというかたちに変わっています。それから、上限数がかかったことで、提案は現状で２
年に１回になっていますが、今後はその間隔が開いてくる可能性も否定できない状況です。
それからご存知のとおり、「和食」のように文化財以外の分野からの提案・記載もすでにありまし
たし、今後も増えてくるだろうという状況です。それから、みなさまがご関心があるかなという部分
で挙げておくと、当面は総合認定、保持団体認定を対象とするということも当初から言われています。
これはつまり保持団体、保護団体、保存団体といった、団体が認定・特定されているものに限るとい
うことで、その方針が現在まで貫かれています。もっと砕いて言うと、いわゆる人間国宝 （各個認定）
は対象にならないということです。ご記憶にあるかと思いますが、2014 年に「和紙」が記載された際、
各個認定の方たちはこの中に入らなかったために少し話題になったことがありました。文化庁は「当
面は」と言っていますが、
「当面は」ということは「ずっと」だということです。こういう方針でやっ
ているようです。
それから今後についてですが、今年の２月に文化庁の報道発表にあった内容は以下のようなもので
す。未審査案件５件、これは 2009 年に情報照会になったものですが、その未審査案件をグルーピン
グして優先的に提案するんだということが１点、それから「生活文化」など、文化財以外の案件を提
案対象とすることも検討しているとあって、具体例として茶道や書道、盆栽といったものが挙げられ
ています。
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これは報道発表されているものですが、これに関連して私たちが今回ぜひ強調して申しあげておき
たいのは、「地方公共団体は提案プロセスに関与していない」ということ、現状では関与できないと
いうことです。これは実は世界遺産とは大きく違うところです。世界遺産というのは地方公共団体が
頑張って推薦書をまとめて、提出をして、という方式で進められるのですが、無形文化遺産の場合は、
いまのところ、基本的には国の主導でやられているのが実態です。目下、みなさまの地域の案件が無
形文化遺産になるか、ならないかに何が一番影響するかというと、先ほど言ったグルーピングなので
す。未審査案件の５件を優先的に出すということは決まっているのですが、何をどうグルーピングす
るかによって、あるいは意外に早く自分のところの案件が記載される可能性もあるし、全く順番が回っ
てこない可能性もあると、そういう状況です。このグルーピングをどうするのかは専門家によるワー
キンググループで協議されて、その後文化審議会で協議して決定するという流れになります。年明け
には次に提案するものが公表されると思いますが、そういう状況で、基本的に自治体が何か動いたか
らといって、それが直接記載につながるというシステムではないということです。
ただ専門家にお聞きすると、先ほども言いましたように、ユネスコは、「関係コミュニティ」が申
請のプロセスにきちんと関与することを非常に大事な基準としています。ですから、こうした国主導
の方式は今後変わっていく可能性も無きにしもあらず、といったところですが、現状はこのようなか
たちだと。ただし、二神さんから後でお話があるかと思いますが、世界遺産は自治体主導でやってい
る中で、かなり自治体が疲弊してきているという話もあります。ですから、自治体主導がいいのか、
国主導がいいのかというのは、実際には議論が分かれるところかと思っています。

５． 今後を考える―わたしたちにできること
最後のまとめです。では、直接記載に関わることができない立場の私たちに、何ができるのだろう
というお話です。
まずひとつは、より柔軟な提案の在り方を国に求めていくことができるのではないかということで
す。先ほど３つのリストがあると言いましたが、日本は「緊急保護一覧」や「グッド・プラクティス」
にはこれまで出してきませんでした。しかし、これらのリストへの提案も今後は考えていってもいい
のかなと思っています。特に「グッド・プラクティス」に関しては、ユネスコは日本に対してぜひ提
案をしてほしいと前々から話をしているそうで、日本でも、東日本大震災の後に芸能や祭礼が復興し
てきた事例を出そうかという話もあったそうですが、いままでのところ実現していません。ただ実は、
「緊急保護一覧」と「グッド・プラクティス」は、先ほど言った提案数の上限に引っ掛かってしまう
んですね。ですから、これらに出すと「代表一覧」に出せないということで、恐らく望まない人が多
いのかなという感じではあります。
それよりもう少し現実的かと思うのは、「共同搭載」という方式です。これは、いくつかの国でま
とめてひとつの案件を出すというものです。この方式をユネスコは非常に推奨していて、現在 34 件
ほど共同搭載の案件があります。そして、この共同搭載は提案の上限数に引っ掛からないのです。で
すから、日本が本来提案できない年であっても、あるいは代表一覧への提案とは別に、提案できる可
能性があるということです。2015 年に、韓国やフィリピンなどの共同提案で「綱引きの儀礼と競技」
という案件が記載されましたが、実はこの件に関しては、日本にも、一緒に出しませんかという提案
を韓国からいただいていました。ただ日本には県指定まで含めると、把握しているだけで 20 件以上
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の綱引き関連の文化財があります。韓国側がお示しになったスケジュールが、１年余りで提案まで持っ
ていくというもので、とても国内の案件をまとめられないし、国際的な調整もできないということで
日本は参加しませんでした。しかし、今後はこうした共同提案も選択肢のひとつとして考えていって
もいいのかなと思っています。国内では、実は三重県でも韓国の海女の文化との共同搭載の動きがあっ
たと聞いています。私は行政が主導したのかと思っていたのですが、実は行政はまったくノータッチ
で、民間主導で動いていたということですが、今日の午後の発表では小濵さんからその辺りのお話も
少しあるかもしれません。
それから２点目、グループ内でのネットワークの構築についてです。今後は、基本的にグループで
の提案になるということで、せっかく作られたそのグループをどう有効活用していくかということ
は、それこそ地方公共団体のみなさまが深く関与できるところです。ですから、このグループをどう
有意義なものにしていくのかということが今後の課題のひとつかと思っています。本日は宮崎からお
ふたりに来ていただいていますが、宮崎では神楽のネットワーク協議会をつくって、さまざまな活動
をされていますので、関係するお話が聞けるかと思っています。
それから最後の２つはちょっと大きいテーマです。ひとつは、無形文化遺産制度の意義をどのよう
に考えるかということです。いまみなさんの自治体でも、知事や市長などトップの方が、「うちから
も何か無形文化遺産に」ということで動いているところがあるかと思います。そういうトップの方の
意向というのは、これを地域活性化につなげたい、もっと言うと観光化につなげたい、ブランド化し
たいということだと思うのですが、たとえば世界遺産を見ても、世界遺産に登録された後に継続的に
観光客の数が伸びているのは白川郷だけだとも聞いています。ですから、本当に無形文化遺産の一覧
に記載されることが観光に役立つのかということを考えなくてはならない。かつ、無形文化遺産のよ
うな形のないものを、どうやって観光に役立てるのか、それが本当にいいことなのか、そういうこと
も含めて、どうして、何を求めて無形文化遺産になりたいのかをもう一度自問し、この制度の意義が
何なのかを、きちんと考える必要があるだろうということです。
それから、日本の文化財制度とユネスコ無形文化遺産制度は、2003 年に無形文化遺産保護条約が
できた当初、あるいは設計をする段階では、方向性を近づけるような考え方もあったと思いますが、
この十数年でまったく別方向を向いてきている状況です。こんな中で、実はお隣の韓国では 2016 年
に韓国の文化財保護法を改正して、よりユネスコの無形文化遺産に近い内容に変えました。韓国はそ
のように対応したわけですが、それでは日本はどうするのかと、そういうことをわれわれは文化財行
政に関わるものとして、考えていかなければならないと思っています。もちろん、日本はこれに影響
されないという立場でもいいと思いますが、特に日本では保護法の改正も控えていまして、その中で
は文化財の「活用」がかなり重点化されるとも聞いています。そういった今後の保護行政の動きも含
めて、総合的に考えていく必要があるだろうと思っています。
以上、大変早足でしたが、発表を終わります。ありがとうございました。

※ 本発表に際しては、宮田繁幸氏（東京文化財研究所客員研究員）に多くをご教示いただきました。
記して厚く御礼申し上げます。
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■資料 2

◉ ユネスコ無形文化遺産の記載案件
08 年

能楽
人形浄瑠璃文楽
歌舞伎

※ ３件とも「傑作宣言」から自動移行

09 年

雅楽
小千谷縮・越後上布（新潟）
※ 以下は不記載勧告のため事前取り下げ
奥能登のあえのこと（石川）
木造彫刻修理 → 2010 年提案へ
早池峰神楽（岩手）
秋保の田植踊（宮城）
チャッキラコ（神奈川）
大日堂舞楽（秋田）
題目立（奈良）
アイヌ古式舞踊（北海道）
甑島のトシドン（鹿児島）→ 2018 年「来訪神」へ統合予定
石州半紙（島根） → 2014 年「和紙」へ統合
京都祇園祭の山鉾行事（京都）→ 2016 年「山・鉾・屋台」へ統合
日立風流物（茨城）→ 2016 年「山・鉾・屋台」へ統合

10 年

組踊
結城紬

※ ２番目の提案まで審査され、以下は翌年以降の審査へ
本美濃紙（岐阜） 秩父祭の屋台行事と神楽（埼玉）
高山祭の屋台行事（岐阜）
男鹿のナマハゲ（秋田）
壬生の花田植（広島）
佐陀神能（島根） 那智の田楽（和歌山）
綾子踊（香川）

建造物修理・木工

諸鈍芝居（鹿児島） 多良間の豊年祭（鹿児島）

11 年

壬生の花田植（広島）
佐陀神能（島根）

12 年

那智の田楽（和歌山） ← 2010 年情報照会

13 年

和食；日本人の伝統的な食文化

14 年

和紙：日本の手漉和紙技術

16 年

山・鉾・屋台行事

18 年

来訪神：仮面・仮装の神々

20 年

※５件の未審査案件から優先的にグルーピング

以降

以降

明朝 = 無形文化財

木造彫刻修理（← 2009 年取り下げ）

※ 以下は情報照会のため取り下げ
本美濃紙（岐阜）→ 2014 年「和紙」へ統合
秩父祭の屋台行事と神楽（埼玉） → 2016 年「山・鉾・屋台」へ統合
高山祭の屋台行事（岐阜） → 2016 年「山・鉾・屋台」へ統合
男鹿のナマハゲ（秋田） → 2016 年「山・鉾・屋台」へ統合

ゴシック＝無形民俗文化財

ゴシック＝選定保存技術
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無形文化遺産を取り巻くユネスコと世界の状況（二神）

基礎講座２

無形文化遺産を取り巻くユネスコと世界の状況
―無形文化遺産保護条約の政府間委員会での審議から―
二神 葉子（東京文化財研究所 文化財情報資料部）

久保田

ふたり目は同じく東京文化財研究所文化財情報資料部の二神葉子室長です。先々週、本年

度のユネスコ無形文化遺産の政府間委員会が韓国の済州島で開催されましたが、二神室長はその会議
にも参加してまいりました。よろしくお願いします。
***

はじめに
みなさま、本日はありがとうございます。今日は「無形文化遺産を取り巻くユネスコと世界の状況
―無形文化遺産保護条約の政府間委員会での審議から」という表題で発表させていただきます。よろ
しくお願いいたします。
今日お話しする内容ですが、４点挙げました。無形文化遺産の代表一覧表と世界遺産一覧表につい
て、代表一覧表記載への提案から記載までの道筋、それから最近の政府間委員会にみる課題について、
最後に今後に向けて、という項目で構成いたしました。今石さんの発表と一部重複するところもあり
ますので、適宜省略しながら、しかし大事なところは２回言うということで、ご了解いただければと
思います。

１．無形文化遺産保護条約と世界遺産条約
このようなテレビ番組をご覧になった方もいらっ
しゃると思います（図 1）。これは NHK の「プロフェッ
ショナル仕事の流儀」という番組のウェブサイトで
す。括弧つきではありますが「‟ 世界遺産 ” スペシャ
ル」というタイトルで、世界遺産として何が主に取
りあげられたかというと、和食と和紙、文楽なんで
すね。このように NHK でも世界遺産と無形文化遺
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図１

NHK の“世界遺産”スペシャル告知ページ

産を混同しているということです。
無形文化遺産にまつわる意見として、次のようなことをよく聞かれるかと思います。みなさんが誤
解しているという意味ではありません。たとえばよく首長さんや市民の方が言うとか、周りで聞くと
いうことがあると思います。「無形文化遺産は無形の世界遺産です。無形文化遺産は世界遺産より格
下なので、うちとしては世界遺産を目標にします」「我々のお祭りは自治体で開催するのですから、
別に誰の許しを請わなくても記載ができるでしょう」。それから記載をされると、「ユネスコが私たち
の無形文化遺産の正当性にお墨付きを与えた」あるいは「うちにも同じような無形文化遺産があるの
に、先に別の国が記載してしまった」。「めでたくリストに記載されました、ですからもうこれで何も
やることはありません、観光客を待つだけです」といったようなことを思っている方が、もしかする
と周りにいらっしゃるかもしれません。いずれも間違いです。
今石さんのご発表にありましたので詳しくは申しあげませんが、現在 175 ヶ国が無形文化遺産保
護条約を批准しています（2017 年９月現在、※ 2018 年２月現在 177 ヶ国）。先ほど、韓国で行われた会
議に出席したという紹介をいただきましたが、この会議の場でも、almost universal という言葉が
よく聞かれました。ほぼ世界的、という認識をみなさんがされています。世界遺産条約の締約国の
192 ヶ国に比べるとちょっと少ないのですが、条約が成立をしてからわずか 14 年という年月を考え
ると、世界遺産条約は 45 年たって 192 ヶ国ですので、無形文化遺産保護条約の締約国は急増したと
言えます。
今石さんからもお話がありましたが、無形文化遺産保護条約にはこのような一覧表があり、それぞ
れ目的が異なります。
・ 緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表：適当な保護のための措置をとることが目的

・ 人類の無形文化遺産の代表的な一覧表：無形文化遺産の一層の認知及びその重要性についての意識
向上の確保、文化の多様性を尊重する対話の奨励が目的

ここで重要なのは、これらの一覧表の目的は、いずれも無形文化遺産の一層の認知、それから重要
性についての意識向上であるということです。これは無形文化遺産に対する重要性であって、個別の
案件が重要であるということではありません。それから「文化の多様性を尊重する対話の奨励」も目
的とされています。
また、代表一覧表と緊急保護一覧表、どちらに記載されても、「無形文化遺産になった」という表
現がなされる報道が世界的にも多いようです。世界遺産とは全く違い、「緊急保護一覧表」に記載さ
れたことについて、関係締約国が肯定的に捉えて、非常に喜んでいるのも特徴的です。
記載を判断するための基準は英語ではクライテリア（criteria）と言いますが、これも今石さんか
ら報告があったとおりです。代表一覧表については、これらの５つの記載基準を全部満たしているこ
と、それが書類から読み取れること、付属資料が適切に添付されていることが記載の条件になります。
また、これらの資料以外は考慮してはいけないというルールになっています。
世界遺産一覧表と対比してみました〔図２〕。世界遺産一覧表の場合は有形の不動産しか登録されま
せん。もちろん無形文化遺産代表一覧表の場合は、無形文化遺産が対象です。また世界遺産では、文
化遺産に限ると６つのクライテリア（登録基準 ※ 英語ではいずれも criteria だが、世界遺産条約では「登録基準」
と訳されることが多い） がありますが、このいずれかを満たしていることが条件になります。無形文化

遺産では、クライテリア全部を満たしている必要があります。
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▶ 有形・不動産

▶ 無形

▶ ６つの登録基準いずれか

▶ ５つの記載基準全て

▶ 登録基準は価値を記述

▶ 記載基準に価値の記述なし

▶ 顕著な普遍的価値

▶ 無形文化遺産全般及びその重要性の
意識向上に貢献、文化の多様性を
尊重する対話を促進

▶ 真正性、完全性の証明が必須

▶「純粋」「オリジナル」「真正」
「独自」「傑作」は NG

▶ 国内推薦候補を公募

▶ 提案は国主導

世界遺産一覧表（文化遺産）
図２

無形文化遺産代表一覧表

世界遺産一覧表と無形文化遺産の代表一覧表

登録基準は、世界遺産は「価値」についての言及があり、
「顕著な普遍的価値」を持つことが必須です。
一方で無形文化遺産は「価値」については言及がなく、無形文化遺産全般やその重要性の意識向上、
それから多様性を尊重することが目的になっています。世界遺産の場合には真正性や完全性の証明も
必要になりますが、無形文化遺産の場合は、提案書に pure（純粋）、original（オリジナル）、authentic（真
正性）、あるいは unique（独自の）、masterpiece（傑作） などの言葉を使うことは禁止されています。

さらに日本の事情でいいますと、世界遺産の国内推薦候補は公募です。それに対して無形文化遺産
代表一覧表の場合は、代表一覧表への記載を提案する文書（提案書、nomination file） の作成を国が主
導で行います。今石さんから世界遺産についてお話を振られたので自治体の方に伺っている内容を少
し申しあげますと、「国内推薦候補公募」とありますが、これは単に手を挙げるだけではなく、自治
体が推薦書（nomination dossier） というユネスコに提出する文書を作らなければなりません。自治体
の方が作った推薦書を国に提出して、どの資産が今回の国内推薦候補になるかを文化審議会で審議し
て決めるという手順ですので、自治体の方が推薦書を、最終的には英語で作らなければなりません。
この作業は普段の文化財保護の業務とはまったく異なる内容ですので非常に労力もかかりますし、い
つ推薦候補になるかもまったく分からない中で、何年も時間をかけなくてはならない。準備を始めて
から世界遺産一覧表に記載されるまでに 10 年くらいかかりますが、もしかするとそれが 20 年にな
るかもしれない。実際に 20 年になっているところもあるという状況で、自治体の方たちは非常に大
変な思いをされています。

２．人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧）と記載までの過程
（1）提案書の内容
無形文化遺産の提案書はどういう内容なのか、実際にユネスコのウェブサイトで公開されている、
2016 年に記載された「山・鉾・屋台行事」の例を挙げてみました〔図３〕。まず名称を書きます。英
語かフランス語、それから現地の言葉で、という指示なので、「山・鉾・屋台行事」と日本語でも書
いてあります。それから、関係者・団体としてどのようなところが関係者かが書いてあり、この下に
は、どこで行われているかが書いてあったりします。
この次がこちらです。「過去および現在」、それにこのページに表示されてないのですが、「未来」
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図３

提案書（nomination file）の例（山・鉾・屋台行事）と特徴
※ ユネスコのホームページよりダウンロード可能
https://ich.unesco.org/en/home

【特徴】
・ 事務局が指定する書式を用いて作成
・ 指定の単語数で、所定の内容を簡潔に説明
・ 世界遺産一覧表への登録推薦とは様子が異なる
・ 提案書のほかに添付資料が必要
- 無形文化遺産の画像（10 点）
、映像（5 ～ 10 分）
- 無形文化遺産目録（インベントリー inventory）の抜粋
- 地元や関係団体（コミュニティ community）の同意書

・ 日本では、文化庁文化財部伝統文化課文化財国際協力室が
主に作成

名称（英語かフランス語
及び現地語）

関係者・団体

実践の場所

過去及び現在の
保護の取り組み

Not fewer than 150 or
more than 250 words
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という欄もあって、どのように保護を行っているかが記述されます。最後のほうには、たとえば「原
材料を育てるために木を植えています」ということが書いてあったりします。
後でまた詳しく述べますが、ここに「Not fewer than 150 or more than 250 words」と書いてあ
ります。つまり 150 単語以上 250 単語以内で書いてくださいと指示があるんですね。これをご覧になっ
て、すごく少ないなと感じると思います。実際、とても厳しい文字数制限なので、どの提案書でもこ
れには苦労されています。
提案書についてまとめました 〔図３【特徴】〕。まず、事務局が指定する書式で書かなければなりませ
ん。指定の単語数で、所定の内容を簡潔に説明しないといけません。これを世界遺産と比べると、世
界遺産の場合には書くべき内容は決められていますが、書式や分量に決まりはありません。2014 年
に世界遺産一覧表に記載された「シルクロード ：長安－天山回廊の交易路網」の場合ですと、推薦
書は 6,000 ページ近くあって、そのファイルサイズは 2GB ぐらいありました。一方で無形文化遺産
の場合には、書式も単語数も決まっているということです。
それから、添付資料が必要で、一覧表への記載を提案する無形文化遺産の画像が 10 点、映像が 5
点～ 10 点、目録の抜粋、地元の同意書が必要になります。日本でこの提案書を作成しているのは、
文化庁文化財部伝統文化課文化財国際協力室です。
（2）案件の提案から記載に至る流れ
それでは、提案がどのように処理されるかについて、話をさせていただきます。無形文化遺産保護
条約の事務局はユネスコ本部内にあって、ここが事務を取り扱います。図４にスケジュールが書いて
ありますが、先ほどの提案書は３月 31 日が事務局への提出の締め切りです。その後、事務局で提案
書の不備を確認します。たとえば記入漏れの欄があるとか、必須の資料が添付されていないとか、そ
ういったことを確認して、必要な場合は修正の依頼を各締約国に対して行います。それで、９月 30
日まで改訂した文書を受け付けます。
提案書は次に、評価機関に送られます。評価「機関」といいますが、これは常設の機関ではありま
せん。委員国以外の６カ国から専門家がそれぞれ１名、それから認定 NGO という、能力があると認

無形文化遺産
保護条約事務局

評価機関

政府間委員会

ユネスコ本部に所在
条約の事務取扱

委員国以外の6カ国の
専門家各１名、
認定NGO ６団体で構成

締約国の中から選出
された委員国（24カ国）
で構成

・１年目 ３月31日
提案書の受け付け

・１年目 12月1日〜
2年目 5月1日
提案書、
画像・映像等
付属資料で検討

・ 2年目 11月/12月
政府間委員会開催
評価機関の勧告に
ついて審議

・ 同 4月〜7月
会合の開催

・ 決議の採択

・ 同 ６月30日まで
提案書の不備を確認、
必要に応じ締約国へ
修正請求
・ 同 ９月30日まで
締約国からの提案書
修正受付

・ 委員会開催4週間前
政府間委員会への
勧告をウェブ公開
図４

案件の提案から記載に至る流れ
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（最終的な決定）

定された NGO ６団体からなっています。専門家は地域バランスを配慮して、各地域（ユネスコでは「選
挙グループ」と言います） からそれぞれ出ます。NGO は、条約の締約国会議 （全批准国が集まる会議） で

認定されます。この提案書の内容が、その後 12 月から５月にかけて、約５か月で検討されます。
その後、評価機関は会合を開催して、政府間委員会の開催の４週間前に、無形文化遺産保護条約の
ウェブサイトに「勧告」を公開します。勧告というのは、委員会でこのような決議をしてくださいね、
という案を出すということです。
そして政府間委員会です。政府間委員会は、すべての締約国の中から、地域のバランスを考慮しつ
つ選出された 24 ヶ国で構成されています。政府間委員会は 11 月か 12 月に開催され、評価機関の勧
告内容について審議して、採択をして最終的に決定をするという流れになります。
さきほど今石さんが審議の優先順位の話をしましたが、具体的にはこのような内容になります。
優先度 [i] ：記載、選定あるいは承認の経験のない締約国からの提案、緊急保護一覧表への記載提案
優先度 [ii] ：複数国による提案で優先度 [i] に該当しない

優先度 [iii]：これまでに記載、選定あるいは承認された案件が所定の件数を超えない締約国からの提案
優先度 [0]：前年に審議対象になっていない締約国からの提案（最優先）
※ １回の委員会での審議件数の上限が設定されている（50 件）

優先度 [i] という、一番優先度が高いのは、これまでにいかなる案件も記載されてない締約国の場
合、あるいは緊急保護一覧表へ提案する場合です。２番目に優先度が高いのが複数国による提案で、
緊急保護一覧表ではないなどの理由で優先度 [i] に当てはまらないもの。これが優先度 [ii] になります。
ですから、さきほど今石さんが言っていた複数国による提案というやり方が、非常に優先度が高いと
いうことがわかります。優先度 [iii] というのが、一定の件数を超えない数しか記載をされていない国
です。1 回の審議件数の上限が 50 件と決まっているので、全審査数が 50 件になるように毎年変わ
ります。そのため、この「一定の件数」は２件かもしれないし３件かもしれない、４件かもしれない
と、その年によって変わるということになります。
最後に優先度 [0] とありますが、実は今までお話ししたほかに、２年に１回、必ず自分の国からの
提案書を１件審議できるという条件がありまして、それを読み換えると、ある年にもし審議の対象に
なっていなければ、その次の年には必ず審議の対象になるということで最優先で審議されます。従っ
て、日本のようにどの優先度にも当てはまる可能性がない国に関しては、２年に 1 回しか審議をさ
れないわけです。ただし、複数国での提案であれば、この上限には抵触しにくい。下手をすると１回
に２件提案できるかもしれないということになります。

評

価

記載

条
inscribe

情報照会
不記載

refer
not inscribe

件

一覧表に記載する
記載基準（criteria）をすべて満たす
提案書の記述をより明確化したうえでの再提案を求める
記載基準を１つ以上満たさない
（条約第２条に定める）無形文化遺産保護条約上の無形文化遺産とは

認められない
プロスポーツなど商業的な活動、人権侵害がある実践など
図5

３段階の評価
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（3）無形文化遺産の評価
次に評価については、さきほどもお話がありましたが、「記載」それから「情報照会」「不記載」が
あります。「情報照会」というのは記載基準の５つのうち、ひとつ以上を満たさない場合です。「不記
載」は、最近定義が変わりました。以前は記載基準をひとつ以上満たさない場合が不記載になってい
たのですが、不記載という言葉が重すぎるのと、情報照会と不記載の違いが分かりにくいという意見
が出て、無形文化遺産でないものについてのみ不記載にしよう、ということになりました。無形文化
遺産でないとは、ユネスコ無形文化遺産保護条約上の無形文化遺産ではないという意味で、たとえば
プロのスポーツや、人権を侵害するような実践は不記載にすることになっています。
先ほどの繰り返しになりますが、評価機関は専門家の集団として評価し、それで「このような決議
をしてください」という勧告を出します。それについて政府間委員会で決議案を審議して、必要に応
じて改訂をして決議するという流れになります。ただ、評価機関が専門家や専門機関によって構成さ
れるのに対して、政府間委員会では外交官が、より具体的に言うとユネスコ代表部の大使が、主導的

しんしゃく

な役割を果たすことが多くなっています。彼らは外交官ですので、提案書の内容とは別の事情を斟 酌
したり、あるいは評価機関の勧告と異なる決議を行うことがありまして、最近それが非常に問題に
なっています。
それでは評価の例を挙げてみます。評価の内容は決議案として公開されていますので、詳しく見て
いきます〔図６〕。はじめに案件の概要が書いてあります。段落ごとに１、２と番号が振ってあります
が、1 段落目にはこの案件がどのようなものかが書いてあります。Float（山車）を使うお祭りはコミュ
ニティで実践されています、あるいは山・鉾・屋台行事には 33 の代表的なものを挙げていますなど
と書いてあります。
２段落目には、ここでは記載基準 R.1 と R.2 の途中までしか挙げていませんが、記載基準の R.1
から R.5 まで満たしますと書いてあります。たとえば社会的な実践だから無形文化遺産ですとか、こ

案件の概要

３段階の評価と
特記事項

記載基準を満たす根拠
R.1 〜 R.5

図6

評価機関による評価の例（山・鉾・屋台行事）
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の記載によってどのように無形文化遺産全般の可視性に貢献をしますというようなことが記されてい
ます。
３段落目には「記載します」と書いてあって、その後は締約国を賞賛する内容で、たとえば持続的
な実践ですということが書いてあります。最後の部分は備考のようなもので、場合によってあったり
なかったりするのですが、山・鉾・屋台行事では、すでに記載されていた京都祇園祭などがこれと置
き換えられますと書かれています。これらはすべてユネスコ無形文化遺産保護条約のウェブサイトか
ら参照できますので、ご興味のある方はご覧になってください。

３．政府間委員会に見る無形文化遺産条約履行上の課題
2017 年の政府間委員会は韓国の済州島で開催されました。
図７がパンフレットで、図８は会場の実演の様子です。この
ようにいろいろな締約国が実演をします。今回はモンゴルの
方々がホーミーや、ツォールという笛を吹いたりといった実
演をされていました。
最後の写真〔図９〕 は会場の中の様子です。2018 年に日本
からは家々を回る行事ということで来訪神が提案されます
が、スロベニアにも似たようなお祭りがあったので映してみ
ました。このように、一覧表への記載が決まった時には映像
を流したり、あるいは現地に実践される方がいらっしゃれる
場合は、楽器を演奏したり踊りを踊ったりなどの実演も会場
で行なわれます。
図７

第 12 回政府間委員会プログラム

（1）提案書作成における課題
ここからが私の本題なのですが、課題をいくつか挙げたい
と思います。まず、「提案書作成力の問題なのか」と書きま
した。これはなぜ書いたかといいますと、現象としては、た
しかに書類上の不備がよく指摘されています。たとえば先ほ
ど、使ってはいけない言葉があると申しあげましたが、実際
には純粋である、無欠である、正統的であるといった言葉を
図 8 会場での実演（「モンゴルの聖地
礼拝の伝統的な実践」に関連して）

使っている提案書が散見されます。今年の場合だと、「Art of
Neapolitan ‘Pizzaiuolo’（ナポリの「ピッツァウオーロ」の技術）」
という提案がありました。これに関しても、こうした使用で
きない言葉を使っていると。ちょっと横道にそれますが、ピッ
ツァウオーロ、ナポリピッツァというのは、法律に定義があ
るほどに非常にみなさん大切にしているもので、だから自分
たちの案件は「オーセンティック」だ（真正性がある） と言い
たかったのだと思いますが、そのような言葉は使ってはいけ

図9

クレンティの家々めぐり
（スロベニア）

ないのです。
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それから、より深刻な事柄としては、必須の情報、つまり必ず記述しければならない、あるいは添
付しなければならない情報がついていない。特に文化財・文化遺産の目録については、その抜粋を添
付しなければいけないのですが、それが添付されていない。あるいは、どこが作成を担当するのかや、
目録の更新の頻度が書かれていない。それから、地元などの関係者の関与が分からないといったよう
な、必須の情報が書かれていない問題があります。
こういったことが起こる背景のひとつとしては、提案書の指定の書式の単語数が少なすぎて、十分
に説明がしきれないということが指摘できます。また記載基準 R.2 の「無形文化遺産の可視性」とか「無
形文化遺産全体にどのようにこの記載が貢献するか」といったことについては、意味が分かりづらい
のではないかという指摘もあります。ただし、過去にこういった案件に対してこのような決議をした
という実例がまとめてある補助資料があります。エイド・メモワール（aide-mémoire）というのですが、
これも公開されています。こういったものをきちんと参照せずに提案書を作っている締約国の怠慢も
あるのではないかと考えられます。
さらに深刻なことは、きちんと文書化できないということは、その文書に書くべき現状がもしかす
ると存在しないのではないか、つまり、無形文化遺産の保護制度について、文書に書かなければなら
ない内容が実施できていないのではないかとも疑われます。なぜそういう疑いを持つかというと、た
とえば代表一覧表の場合ですと、関係締約国は６年ごとに定期報告を提出しなければなりません。定
期報告というのは文化遺産の保護制度の現状をまとめたものですが、2017 年には８割近くの国がそ
の報告を期限までに提出できませんでした。状況の報告を提出できないということは、保護をしてい
ないのではないか、と言いたくもなりますので、そういった疑いを持つことになってしまいます。
次に、国内の常識は国際的には受け入れられないかもしれないということです。これはウズベキス
タンの例ですが、子どもが地上から 20 メートルを超えるような位置に張られた綱で綱渡りをする案
件が提案されたことがあって、これは児童虐待ではないかとして情報照会が勧告され、結局、政府間
委員会でも記載にはなりませんでした。あるいは、動物を使った場合の評価の課題もあります。これ
は中国の例で、2014 年にイ族の松明祭りという案件が提案されました。これには闘鶏などが含まれ
ていて、娯楽のためにニワトリを戦わせるのは動物虐待ではないかという指摘がありました。日本で
も動物を戦わせる実践はあると思います。闘牛もあります、闘犬もあります。しかし、こういった動
物を戦わせる実践が動物虐待だという考え方は、そもそも欧米中心の考え方の押しつけとも思われ、
文化の多様性を認めていないという言い方もできるわけです。実際に、この実践に対して、決議案で
は violent（暴力的）、残酷だという表現を使っていましたが、政府間委員会でこれらの文言を削除さ
せました。
それから、戦いに関するお祭りも広く世界にありますが、そういったものをどう評価するかとい
う問題もあります。あるいはある実践に対して持続的（sustainable） ではないという指摘もあります。
例えば何かものを作る過程で有毒な物質を使うような実践もありえますが、今はなかなかそういうも
のは認められづらい。さらに、女性の参加が自発的なのかどうかが疑わしいという指摘も 2017 年の
政府間委員会ではありました。具体的には若い女性が参加するお祭りで、目的が結婚相手探しだった
ので、これは本当に自発的なのかという疑いを持たれた案件もありました。
国連の戦略やアジェンダというものがあるのですが、ジェンダー・イクオリティ（社会的性別の平等
性）というものは必ず守らなければなりません。サスティナブル・ディベロップメント（持続可能な開発）

に関しても 2030 アジェンダというものがあります。こういった戦略と合わないような案件は、なか
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なかこれからは記載しづらいということがあります。
日本の無形の文化財とユネスコの無形文化遺産との差異ですが、例えば職業的な専門家集団によっ
て行われるような実践は代表一覧表に記載できるのか、ということがあります。これらは、コミュニ
ティによって担われる無形文化遺産という趣旨からは理解されづらいでしょう。そうなるとお祭り
や、特定の地域で実践されるようなものづくりに偏ってしまい、また、個々の無形の文化財の細かい
違いもなかなか評価機関に認識をされづらいので、一括でできるだけ記載しましょうという話になり
ますが、そうなると日本でよく行われている精緻な調査や研究の結果よりも、無形文化遺産の保護の
仕組みや、コミュニティが参加しているかなどといった周辺情報により重点が置かれることにもなる
ので、本当に文化遺産の多様性が認識できるのかという疑問も抱くことになるわけです。
（2）政府間委員会の課題
政府間委員会の課題についてですが、あと５分ということなので、早足でいかせていただきます。
専門家集団である評価機関の勧告を政府間委員会で機械的に覆すことが最近非常に顕著になってい
て、特に 2017 年の政府間委員会では、わずか 1 件だけが情報照会で、あとは全部、記載になりまし
た。実際には情報照会が勧告された案件がたくさんあったのですが、ほぼ全部覆されました。１件情
報照会のまま残った案件は、たぶん関係締約国がロビーイングをしなかったからではないかと疑われ
ます。
無形文化遺産保護条約の知名度が非常に上がってきたために、記載がその国の威信をあげたイベン
トになってしまいました。政府間委員会の場での追加情報というのも本来は考慮が認められていない
のですが、追加情報というと角が立つので、「明確化をしました」と言い換えて勧告が次々に覆され、
多くの案件が記載されました 〔図 10〕。そうなると、書類の不備があるというのは先ほど申しあげた
ような問題があるということですので、結局記載に至るまでのプロセスがその国の能力の向上につな
がらない。無形文化遺産の保護に貢献しないという問題になります。外交官の方たちは、保護が最も
重要というのですが、それはこうして勧告を覆す態度とは矛盾しています。
世界遺産条約と混同していないかということですが、世界遺産条約では推薦書の評価の過程で、諮
問機関との対話（やりとり） をしながら、締約国が必要な情報を提供していく方法を取りますので、
無形文化遺産でも同じようなことをしてほしいという意見も出ています。ただ、それは何のためかと
いうと、何とかして自国の案件を記載したいだけなのです。というのは、一応口では能力向上が目的
だというのですが、わずか何ヶ月かの対話を行ったからといって能力が向上するわけもないので、結
局記載したいだけなのですね。
外交問題が無形文化遺産にも影響すると書きました。最初に「誤り」として例示しましたが、たと
えば自分の国の実践が記載できなかったり、ほかの国
が先に記載しても、先に記載した国がその文化遺産を
所有しているということは意味しませんし、ほかの国
が提案に参加できないとかいったことを全く意味して
いません。しかし実際には戦争状態にある近隣諸国が
世界にはありますので、「我が国の案件が記載されて
ないのだから、そちらの国がその案件を記載するのは
図 10 「ピンタオ帽のタルコス、クリネハス及び
ピンタスのための職人技と植物繊維技術」は会議場
での追加情報の提供により記載された

反対です」というような発言が毎年繰り返されていま
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す〔図 11〕。
また 2017 年の政府間委員会では、「緊急時の無形文化遺産」という
議題があって、日本からも災害時の無形文化遺産への対応に関する活
動についての報告を丁寧にしてくださいました。しかし、この議題に
関する議論の最後に「この緊急時 （emergency） という言葉には軍事占
領も含まれますね」と言った国がありました。その発言は議題の趣旨
から考えればまったく不必要なのですが、自分の国は軍事占領されて
いると言いたいがために、そういう発言をすると。委員国はいくらで
も自由な発言が許されるので、このような政治的な発言をしたいため
に政府間委員会の機会を利用しているだけだということがあります。

４．無形文化遺産保護条約の適切な活用に向けて
このような多くの問題がある中で、ではどのように無形文化遺産

図 11 「ドルマ製作と共有の伝
統」の記載について、アルメニア
が強く非難、提案国のアゼルバイ
ジャンが応酬した

保護条約とつきあっていこうかということを最後にお話しできればと思います。「無形文化遺産条約
の適切な活用に向けて」と書きました。問題はもちろん無形文化遺産保護条約にあるわけではなくて、
その履行の方法にあります。無形文化遺産の一覧表に記載するというわかりやすい目標に向かって準
備をしていくなかで、たとえばインベントリー （目録） を作るとか、保護の枠組みを整えるといった
整備をしていくことで、無形文化遺産保護制度全体を整えられるという意味があります。
会議に出ていると、日本と連携したいとか、日本の専門家に何か学びたいというお話を、ただ私が
日本から来たというだけの理由でされることがありますので、未だに各国から着目されている存在だ
ということを感じています。ですから、その日本の専門家の関与なしには、条約の適切な履行は、こ
れまでに増して困難になってしまうと感じています。無形文化遺産保護条約の精神を適切に実現する
ためには、各締約国によって保護を実現していくことが当然必要になりますので、そのための支援の
枠組みが必要になると思います。しかし日本では、認定 NGO になっている組織はありません。たと
えば学会などが認定 NGO になって、直接的に無形文化遺産保護条約の適切な履行に対して、何か関
与をしていくこともこれから考えていけたらいいのではないかと思っています。
日本の役割については、自国の案件を提案する場合も、日本のためだけではなく、ほかの国の模範
にもなるという観点が必要ではないかと考えています。これを実現するための手段としては、たとえ
ば複数の国による提案を主導したり、あるいはそうした提案に加入することで、改善点を提案するよ
うな支援、国際協力もできます。そうなると国指定文化財の枠組みに納まらない案件が出てくると思
うのですが、そういう提案もありうるかもしれませんし、一方で大変な部分もあると思います。グッ
ド・プラクティスへの提案もいいと思います。
委員国になれば、と書きました。2018 年には無形文化遺産保護条約の締約国会議が開催されます
ので、その折には、そろそろ日本が委員国になるかもしれません。委員国になれば、政府間委員会で
発言をして直接的に改善を働きかけることもできると思います。こういったかたちで日本やその専門
家が多面的に貢献できるのではないかと期待しています。無形文化遺産保護条約の履行にあたっては
問題も多くありますが、改善の余地も多くあるということで、最後に提案をさせていただきました。
私の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。
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無形文化遺産を取り巻くユネスコと世界の状況－政府間委員会での審議から－
資料

東京文化財研究所 二神葉子
はじめに
本レジュメは、無形民俗文化財研究協議会での同タイトルの発表に関連する資料として、前半
部は発表者が公表済みの原稿を用いて構成し、後半部はパワーポイントの内容のメモとして新た
に作成した。ユネスコなどが公表している資料の URL を記しているので、それら原資料を参照
するためにご活用いただければ幸いである。
1. 無形文化遺産保護条約と世界遺産条約
無形文化遺産保護条約は世界遺産条約などと同様に、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の文
化関連の条約の一つで、2003年10月17日の第32回ユネスコ総会で採択された。それに先立って、
1989年の第25回ユネスコ総会では、音楽、舞踊、儀式、慣習等の民間伝承について、それらを消
滅の危機から保護することを目的に、ユネスコ条約の締約国に対し立法その他の措置をとること
を求める「伝統的文化及び民間伝承の保護に関する勧告（Recommendation on the Safeguarding
of Traditional Culture and Folklore）
」が採択されている。その後、生活形態や価値観の変化に
伴い無形文化遺産が急速に失われつつある状況を受け、無形文化遺産を保護する国際的な法的枠
組みの必要性が高まり、無形文化遺産の保護は人類にとって普遍的な利益であるとの認識の下で、
この条約が採択されたi。また、無形文化遺産保護条約の成立の背景には、世界遺産条約に基づい
て世界遺産一覧表に記載される遺産、特に文化遺産がヨーロッパに偏っており、有形の不動産の
文化遺産が少ないために記載の機会が得づらいアフリカなどの発展途上国の不満があったという
ii 。さらに、2001年に「文化的多様性に関する世界宣言（UNESCO

Universal Declaration on

Cultural Diversity）
」が採択されたことにもみられるように、文化の分野においても「多様性」
への関心が高まっていた時期でもあった。
無形文化遺産保護条約に対する日本の取り組みについてみると、日本は、1950年の文化財保護
法の制定以来、無形文化財の保護の取り組みを世界に先駆けて行っており、条約の作成交渉の段
階から議論を主導してきたiii。当時のユネスコの事務局長として松浦晃一郎氏も条約の成立に尽力
したことからも、条約の成立にあたって日本が果たした役割は大きいと言える。日本が無形文化
遺産保護条約の受諾書を寄託したのは、条約が採択された翌年の2004年6月8日で、世界で3番目
の早さであった。2017年9月5日現在、無形文化遺産保護条約の締約国は175カ国である。世界遺
産条約の締約国の192カ国には及ばないものの、世界遺産条約の成立が1972年であることから考
えれば、締約国数の伸びはより急速で、各国の無形文化遺産保護条約に対する関心の高さを示し
ている。
無形文化遺産保護条約は前文、本文40カ条及び末文からなり、その目的は、無形文化遺産の保
護、社会や集団、個人の無形文化遺産に対する尊重の確保、無形文化遺産自体や無形文化遺産を
相互に尊重することの重要性に対する意識向上、及び国際的な協力や援助について規定すること
「慣習、描写、表現、知識及び技術並びにそれらに関連す
であるiv。条約が指す無形文化遺産は、
る器具、物品、加工品及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文
化遺産の一部として認めるもの」で、特に（a）口承による伝統及び表現（無形文化遺産の伝達手
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段としての言語を含む。
）
（b）芸能（c）社会的慣習、儀式及び祭礼行事（d）自然及び万物に関す
る知識及び慣習（e）伝統工芸技術vが挙げられている。一方、世界遺産条約が扱う文化遺産は記
念工作物、建造物群及び遺跡viという有形の不動産に限定され、動産や無形文化遺産は含まれない。
無形文化遺産保護条約に拘束され、自国においてこの条約が効力を発している締約国viiの役割
は、自国の領域内にある無形文化遺産の保護のために必要な措置をとることや、社会、集団及び
関連する民間団体の参加を得て、自国の領域内に存在する種々の無形文化遺産の認定を行うこと
とされるviii。また、社会における無形文化遺産に対する普及啓発、無形文化遺産を脅かす危険や
条約に従って実施される活動の周知、無形文化遺産の実演場所を保護するための教育の促進に努
めるixことが定められている。
2. 人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧表）と記載までの過程
無形文化遺産保護条約のメカニズムとしての一覧表には、
「緊急に保護する必要がある無形文化
遺産の一覧表（List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding、緊急保護
一覧表）
」及び「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity、代表一覧表）」があるx。緊急保護一覧表は、この一覧表に記載
される無形文化遺産に対して適当な保護のための措置をとるために作成されるxi。また、代表一覧
表は、無形文化遺産の一層の認知及びその重要性についての意識向上の確保や、文化の多様性を
尊重する対話の奨励のため、関係する締約国の提案に基づいて作成されるxii。これらの一覧表、
特に代表一覧表に記載されることを、報道などでは「ユネスコの無形文化遺産に記載される（登
録される、無形文化遺産になる）
」と表現しているxiii。
代表一覧表に記載されるには、提案された案件が次の5つの基準のすべてを満たしていなければ
ならないxiv。
R.1 無形文化遺産保護条約第2条に定義される無形文化遺産であること
R.2 記載によって、広く無形文化遺産全般の可視性とその重要性についての意識向上の確保、
対話の奨励、及び、世界的な文化の多様性と人類の創造性の証明に貢献すること
R.3 保護、振興するような手段がとられていること
R.4 できるだけ広範な関連の社会、集団、及び該当する場合には個人が参加し、また彼らの自
由で事前の十分な情報に基づいた同意を得たうえで提案されていること
R.5 提案書を提出した締約国の無形文化遺産目録に掲載されていること
一方、世界遺産条約では「世界遺産一覧表」について「文化遺産又は自然遺産の一部について
（中略）顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表xv」と定義しており、世界遺産一覧表
に記載されるには、顕著な普遍的価値がなければならない。しかし、無形文化遺産の代表一覧表
への記載のための5つの基準を見ると、価値判断を意味する記述は一切ない。無形文化遺産は、他
と比べて「優れている」から代表一覧表に記載されるのではない。その無形文化遺産が記載され
ることで、広く無形文化遺産全般及びその重要性に対する意識向上に役立ち、文化の多様性を尊
重するような対話が促進されることが、記載の条件となる。各締約国が自国の無形文化遺産の代
表一覧表への記載を提案する際にも、このことに留意しなければならない。世界遺産一覧表への
記載の推薦にあたっては、その文化遺産がいかに顕著で優れていて、他と異なる存在であるかを
「オリジナル」
「真正」
「独
説明しなければならないが、代表一覧表の場合には、提案書に「純粋」
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自」
「傑作」といった文言を用いることは不適切であるとされる。
資料

緊急保護一覧表や代表一覧表の作成・更新は、無形文化遺産保護のための政府間委員会
（Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage、政府
間委員会）の役割の一つとされる。政府間委員会は、締約国会議xviが選出する24カ国、任期4年の
委員国xviiによって構成されxviii、毎年1回、11月～12月に5日間xix）程度の会期で開催される。
代表一覧表への記載提案にあたっては、ユネスコの事務局xx が指定する書式を用いて提案書
（nomination file）を作成する。書式は、https://ich.unesco.org/en/forms からダウンロードでき
る。世界遺産一覧表への記載推薦の場合に作成する推薦書（nomination dossier）が、書式や文
章が自由で、構成資産数が多い場合などは数千ページにわたることもあるのに対し、無形文化遺
産代表一覧表記載への提案書では、指定された単語数で、所定の枠に決められた内容を簡潔に記
すことが求められる。提案書にはこのほか、無形文化遺産に関する画像 10 点、5 分～10 分の映
像、関係者（community）の合意書、無形文化遺産目録の抜粋（オリジナルの言語及び英語もし
くはフランス語訳）を添付しなければならない。記載基準からも読み取れるように、地元など、
実践に実施に関与している関係者が重視されることは、留意すべきであろう。
提案書の作成に際しては、代表一覧表の場合、公式の資料として Instructions for completing
Form ICH-02 for a possible inscription 及び Aide-mémoire for completing a nomination to the
Representative List を参照することができる。このうち「Aide-mémoire（補助資料）
」は、締約
国の提案書作成支援のため、補助機関、諮問機関及び委員会で作成されたすべての経験（lesson）
や所見（observation）及び勧告（recommendation）を網羅するよう事務局がまとめたものであ
る。いずれも毎年更新されるので、作成の際には最新版を参照しなければならない。これらの資
料も https://ich.unesco.org/en/forms からダウンロードできる。
なお、日本では、提案書の作成は文化庁文化財部伝統文化課文化財国際協力室が主に担当する。
関係締約国からの代表一覧表への記載の提案はまず事務局に提出され、事務局で書類上の不備
がないことを確認された後、評価機関（Evaluation Body）での評価に付される。評価機関は常
置の組織ではなく、委員国以外の締約国から選出される 6 名の専門家（1 カ国 1 名）、及び無形文
化遺産の分野で能力を認められた認定 NGO（Accredited NGO）から選出された 6 団体xxiにより
構成され、毎年の政府間委員会で全体の 4 分の 1 が改選される。構成員の任期は 4 年である。評
価機関はそれぞれの提案について、締約国から提出された文書（nomination file、提案書）と映
像などの付属資料に基づき、政府間委員会に対してこのように決議することを求めるとの「勧告」
を行う。前述の登録基準を全て満たす場合には代表一覧表への「記載（inscription）」、満たされ
ない基準が 1 つ以上ある場合には、記述をより明確化したうえでの再提案を締約国に求める「情
報照会（referral）
」
、無形文化遺産保護条約第 2 条に規定された無形文化遺産であるとは認められ
ない場合には「不記載（not to inscribe）
」である。この 3 種類の勧告のいずれか、及び個々の基
準についての評価を詳述した決議案について、政府間委員会で審議を行い、必要に応じて改訂し
たうえで最終的な「決議（decision）
」とする。専門家の集まりである評価機関に対して、政府間
委員会で主導的な役割を果たすのは外交官であることから、個別の事情を斟酌して勧告とは異な
る決議が行われることもある。
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3. 政府間委員会に見る無形文化遺産条約履行上の課題
ここでは、発表者が 2017 年の第 12 回政府間委員会（2017 年 12 月 4 日～9 日、韓国・済州島）
及び過去の政府間委員会の議論の傍聴を通じて収集してきた情報に基づき、いくつかの観点から
課題を指摘したい。
3-1 提案書作成における課題
提案書について、無形文化遺産保護条約で不適切とされる、純粋、無欠、正統的といった単語
が用いられていたり、世界遺産と誤って提案される例があった。また、必須の情報、特に無形文
化遺産目録（インベントリー、inventory）に関する事項の不備が多く、その抜粋が添付されてい
なかったり、作成を担当する部門、更新頻度、構築や更新に関する地元など関係者の関与が不明
であったりした。提案書の書式に関しては、指定の単語数が少なすぎる、あるいは、記載が無形
文化遺産全体の可視性にどのように貢献するか（R.2）といった質問の意味が分かりづらいなどの
指摘もあり、書式の変更も検討されている。しかし、過去の提案書及び前述の資料は公開されて
おり、それらを十分に参照せずに提案書を作成するのは関係締約国の怠慢でもある。さらに深刻
なのは、現状を提案書に適切に記入できないことが、記すべき「現状」が存在しない、すなわち、
記入すべき事柄が締約国で実施されていないと疑われる点である。このことは、記載後に義務付
けられている、代表一覧表では 6 年ごとの定期報告（periodic report）を提出できない締約国が
多数xxii存在していることからも推察される。
案件自体の課題についても触れておきたい。2015 年の第 10 回政府間委員会では、ウズベキス
タンから代表一覧表への記載が提案された「綱渡り」について、地上から 20～25m の高さに張ら
れた綱の上を歩くという大きな危険を伴い、また子供も参加している状況で、いかに適切に実践
されているか国際社会に理解させる必要があることを評価機関に指摘され、情報照会が勧告・決
議された。また、衝突や戦争に関連する案件に関しては誤解を与えないよう細心の注意を払うべ
きであり、動物を食糧や儀式に用いることと、娯楽として用いることとは区別すべきで、地域内
や国内では問題がなくても国際的には誤解を生じうる、という指摘が補助機関xxiiiから行われたこ
ともある。しかし、特に動物の利用に関して抱く人々の感情は多様である。日本にも闘牛や闘犬
が行われている地域がある。自分たちが属さないコミュニティで否定的にとらえられるからとい
って、それらを条約上の無形文化遺産ではないとしなければならないのであれば、それこそが文
化の多様性を否定することにもなりかねない。2014 年の第 9 回政府間委員会で情報照会が勧告さ
れた「Torch festival of the Yi people（彝族のたいまつ祭り）
」では、闘鶏など動物を戦わせる要
素が案件に含まれることに関して、締約国の説明が不足しているとの指摘があった。このことに
対しては、ある文化による基準を他の文化に適用して評価することの危険性を指摘する委員国が
ある一方で、補助機関の指摘の通り、動物の戦いの意味に関する提案書での説明が不足として再
提案を支持する委員国もあった。また、提案した中国は、動物の戦いは動物を尊重する儀式であ
って娯楽ではないなどと説明したものの、記載との改訂案は多数の委員国の支持を受けてはいな
いとして情報照会が決議された。サウジアラビアの「Alardhah Alnajdiyah, Saudi Arabia dance,
drumming and poetry（アル＝アラダン・アル＝ナジドヤー、サウジアラビアのダンス、太鼓と
詩）」も、戦いに関連しているとして不記載が勧告された。戦いに関連しているだけではなく、提
案書には他にも不備が多いことは委員国、締約国とも認めていた。しかし、戦いとの関連に関し
ては、たしかにかつては戦争の勝利を祝う意味合いがあったものの、現在は演じられる状況が婚
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礼などに変化している、との締約国の説明が受け入れられ、情報照会が決議された。先述の中国
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の提案による案件では決議案にあった「残酷な（violent）
」という単語が、複数の委員国の反対に
よって決議では削除された。案件における動物の利用の解釈について慎重であるべきというので
あれば、このような、一方的な価値観の表明ともなりうる単語の利用にも慎重であるべきではな
いか。
このほか、第 12 回政府間委員会では、持続的ではないとして環境負荷の大きい、環境汚染を引
き起こす恐れのある実践があったことが報告された。また、女性が自発的に参加しているかどう
かが不明な実践として、若い女の子（young girl）が結婚相手探しを目的として参加する実践の例
が挙げられていた。国連の組織であるユネスコでは、男女平等（gender equality）は大原則であ
り、関係文書の文言をジェンダーフリーな表現に書き換えるなどの取り組みも行われている。ま
た、持続可能な開発（sustainable development）のための 2030 アジェンダxxivも行動計画として
推進されているものである。これらに整合しないとみなされるような、たとえばどちらか一方の
性別の人しか参加できないような実践や、大量の廃棄物が生じる、その過程で有毒物質を用いる
といった実践の一覧表への記載は難しいかもしれない。
日本との関係でいうと、日本では無形文化財や選定保存技術などに指定・選定されていても、
専門性の高い、職業的な集団による実践は、条約上の無形文化遺産と認められにくい。しかし、
その結果、近年一覧表に記載されているのは、祭りや食（に関する技術や文化）、特定の地域で実
践される小規模なものづくりに偏っている。第 12 回政府間委員会ではドイツから「Organ
craftsmanship and music（オルガンの製作技術と音楽）
」が提案・代表一覧表に記載されたが、
評価機関は記載を勧告しつつも「
（提案書に用いられている）案件の普遍性（universality）とい
う単語は条約の精神に合致しない」と指摘している。また、共通性のある個々の案件の詳細な差
異に言及しても、外国人・外国の機関である評価機関には理解されにくい。2011 年の第 6 回政府
間委員会で審議された「秩父祭の屋台行事と神楽」や「男鹿のナマハゲ」は、それぞれ記載済案
件の「甑島のトシドン」や「京都祇園祭の山鉾行事」との違いが不明確として、補助機関から情
報照会が勧告された。日本は趣旨等に違いがあり、それはすべて提案書に記述されている（そし
てそれを補助機関が読み取れていない）旨説明したものの、補助機関はかたくなに認めず、結局、
情報照会のまま決議されている。このことから、案件ごとの差異に着目して個別に記載を目指す
よりも、複数の案件の共通性に着目し、できるだけ多くの案件を一括で（serial）記載するほうが
理解を得やすいと判断される。しかし、このことは、個別の案件自体に関する詳細な調査研究の
成果以上に、無形文化遺産の保護の仕組みや、担い手との関係といった周辺情報により重点が置
かれることにもつながるため、一覧表は果たして無形文化遺産の多様性を認識するのに役立つの
か、との疑問も生じる。
3-2.政府間委員会の課題
先述したように、評価機関は委員国以外の締約国の専門家・認定 NGO により構成されている。
このような専門家集団であり、しかも自らが選出した評価機関の勧告を、委員会の場で委員国が
ことごとく覆す例が近年顕著である。第 12 回政府間委員会では、記載以外の決議を受けたのは、
締約国が取り下げた場合を除けばわずか 1 件（情報照会）であった。無形文化遺産条約の締約国
が 175 カ国に達し、知名度が向上した現在、一覧表への記載が世界遺産条約と同様に国の威信を
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かけたイベントと化している感がある。提案の評価は、提案書及び付属資料にのみ基づいて行う
ことが運用指示書や手続規則（Rules of Procedure）で定められており、委員会の場での締約国か
らの発言などによる「追加情報（additional information）」を根拠とすることは認められない。
しかし、実質的に追加情報であるにもかかわらずそれを「明確化（clarification）と言い換えるこ
とで、委員会の場での関係締約国の発言内容に基づき、あるいは発言内容が必ずしも適切に評価
機関の疑問を解消していない場合ですら、勧告を覆して記載する事例が多く見られた。事務局は、
過去には委員国が手続規則や運用指示書に反する提案をしても、ルールに合致しないとして従わ
なかった。しかし、現在の事務局長が委員国の態度に対して弱腰であることも、この傾向を助長
している。そして、事務局が一度認めてしまった「明確化」は Aide-mémoire に記載され、悪し
き前例となる。
情報照会の評価は文書や添付資料の不備に起因するもので、無形文化遺産の価値とは無関係で
ある。しかし、不備があっても記載されるようでは、記載の過程を経験することが関係締約国の
能力向上をもたらさず、無形文化遺産の適切な保護が実現しない。保護が最重要であると折に触
れ委員国から発言はあるものの、提案書の完成度と無関係にほぼ全ての案件で記載を主張する態
度とは矛盾している。
委員会の場での情報提供が行われることについて、第 12 回政府間委員会では、委員会の信頼性
が損なわれるとして、事前に評価機関に対して情報を提供することで回避できるとの意見が一部
の委員国から提起されている。また、多くの関係締約国から、評価機関との対話（dialogue）を
求める声がある、との発言も聞かれた。しかし、ICOMOS や IUCN、ICCROM といった世界遺
産条約の諮問機関とは異なり、評価機関は常設の機関ではない。また、評価のための期間も世界
遺産より短く、現地調査も行わない。そのため、世界遺産条約のように長期間の対話を行うこと
はほぼ不可能と言える。対話を求める理由として挙げられるのは「能力向上」であるが、短期間
の対話で能力が上がるはずもなく、肯定的でない評価を受けた関係締約国が、自国の案件を記載
するための追加情報の提供の機会を求めているに過ぎない。今後、アドホック（限定的な参加者
による）あるいはオープンエンド（全締約国が参加可能な）作業部会が開催されればxxv、評価の
過程に関する検討が行われる予定で、作業部会の議論によっては、都合よく運用指示書や手続規
則の文言が変更されるおそれもある。記載に過度に固執するのは、記載された案件に世界遺産の
ような「顕著な普遍的価値」があるとの誤解にも起因するのではないか。世界遺産にも無形的な
価値（特に登録基準(vi)、登録基準(v)とも関連）が認識され、世界遺産と関連付けての提案は評
価機関や事務局、政府間委員会で推奨されているが、このことは、無形文化遺産と世界遺産との
同一性を示すものではない。
ところで、一覧表への記載は、提案している関係締約国が無形文化遺産を所有しているとの意
味はなく、また、排他性も、地理的分布を特定する意味もないことが繰り返し政府間委員会で強
調されている。地続きであれば、また、旧植民地のように人工的に国境線が引かれていればなお
のこと、同一・類似の実践が国境を越えて実践されている例は多い。政府間委員会では、複数国
による提案を推奨しており、関係締約国が提案への加入の歓迎を表明する、 決議文の勧告にその
旨を記載するなどの働きかけを繰り返し行っている。たとえば、2010 年の第 5 回政府間委員会で
記載され、第 6 回政府間委員会で関係締約国を増やした「鷹狩り、人類の生きた遺産」は、2016
年の第 11 回政府間委員会でさらに関係締約億を増やし 3 度目の記載が決議された。しかし、国境
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紛争や民族問題を抱えている場合には、ある締約国の案件の記載に対し、他の締約国が文書で異
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議を唱える、あるいは委員会の場での非難合戦が繰り広げられることにもなる。さらに、折に触
れ自国の存在・状況をアピールする発言もある。第 12 回政府間委員会では「緊急時の無形文化遺
産」の議題があり、日本も東日本大震災の際の東文研による調査や、アジア太平洋無形文化遺産
研究センターによる各国の状況の調査などについて発言した。しかし、その議題が終わる直前、
唐突に「緊急時には軍事占領も含まれる」とある委員国が発言した。すでに緊急時に武力紛争や
紛争後が含まれることが関連文書に明記されているのに軍事占領に言及することは、自由に発言
できる委員国の立場を利用した、委員会の政治利用ともとれる。
3-3. ある一覧表から別の一覧表への移行
時間と構成の関係で発表からは省くが、第 12 回政府間委員会では、初めての取り組みとして緊
急保護一覧表から代表一覧表への移行についての検討が行われた。の第 10 回政府間委員会で、緊
急保護一覧表に記載されている案件「Xoan singing of Phú Thọ province, Viet Nam（ベトナム、
フート省のソアン唱歌）
」について、保護が確実となったため、代表一覧表に移行したいとベトナ
ムからの要請があった。これについて、第 12 回政府間委員会に向けて評価機関が評価を行ったと
ころ、緊急保護一覧表の記載基準を満たさず、代表一覧表の記載基準を満たすことを確認したと
して、緊急保護一覧表からの抹消、代表一覧表への記載が勧告され、政府間委員会で決議された。
今回の取り組みは試験的な措置であり、一部の規定に不備もあったxxviことから、関連の規定をさ
らに整備することになった。
ベトナムの当該案件の事例は、保護が確保されたことが理由で好ましい変化であるが、保護の
状況によっては、これとは逆に、案件が代表一覧表から緊急保護一覧表に移行することも考えら
れる。緊急保護一覧表への記載は現在のところ、関係締約国にきわめて肯定的に受け取られてい
るが、規定の整備にあたっては、国際的援助と明示的にセットにするなど、緊急保護一覧表が世
界遺産条約の危機遺産一覧表のような否定的な印象を与えないような工夫が必要であると指摘さ
れている。確かにその通りであるが、この議論まで一貫して関係締約国の働きかけに応じ評価機
関の勧告を覆してきた委員国が、異口同音に「世界遺産条約のように政治的であってはならない」
と発言していたのは滑稽ですらあった。
4, 無形文化遺産保護条約の適切な活用に向けて
ここまで無形文化遺産条約の履行に関して否定的なことばかり述べてきた。しかし、これらの
課題は、無形文化遺産条約自体というよりは、その履行方法に起因するというべきであろう。代
表一覧表であれ、緊急保護一覧表であれ、一覧表への記載は、これから無形文化遺産保護の枠組
みを整える締約国にとっては分かりやすい目標となる。提案書には、保護の枠組みについて記載
するので、枠組みを整備するには、提案書が求める内容を実現していけばよい、ということにな
る。政府間委員会の場にいると、日本から来たというだけで、何人もの関係者から交流したい、
連携したいと声をかけられ、無形文化遺産に関する調査研究、保護の実践の長期にわたる経験を
持つ日本は、無形文化遺産保護条約においては今でも尊敬の対象なのだと感じる。知識も経験も
豊富な日本の専門家が、無形文化遺産条約やその運用、履行に関する動向を軽視、無視しては、
条約の適切な履行はいっそう困難になるだろう。各締約国は、本来の目的である「保護」、換言す
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れば、無形文化遺産の認識、記録、必要に応じた適切な支援を実現しなければならず、日本や日
本の専門家は、その実現のための支援の枠組みを検討することが必要ではないだろうか。たとえ
ば、認定 NGO として学会などが、調査研究手法やその成果など専門的知識の提供により、改善
に貢献することも考えられる。
また、一覧表への記載提案についても、自国の案件を記載することを目指すだけでなく、条約
成立に尽力し、無形文化遺産保護の先端を行くとみなされる国として、提案を通じ他の模範にな
るとの観点が必要ではないかと思う。そのため、今はまだ事例がないものの、複数国による提案
を主導する、あるいは、複数国による提案に加わることを通じた国際協力も可能ではないか。複
数国による提案の場合、年 50 件の上限があっても優先度が高いため、1 年おきではなく毎年提案
することが可能になる利点もある。特に複数国による提案に関しては、これまでの例を見ても、
国指定文化財の枠組みにおさまらない案件の提案もありうるだろう。しかし一方で、無形文化遺
産の概念の拡張に伴って、様々な団体からの働きかけが激化したり、文化庁など関係者の提案書
準備の労力がいっそう増大するおそれはある。また、代表一覧表ばかりでなく、優れた実践であ
るグッド・プラクティスとして、日本の取り組みを提案し認定されることで、無形文化遺産保護
の仕組みの模範を示すことも可能であろう。
2018 年には無形文化遺産保護条約の締約国総会が開催され、新たな委員国が選出される。日本
が委員国に選ばれれば、委員会での発言を通じた直接的な働きかけも可能になる。頻繁に発言す
る、しかし専門性に欠ける一部の委員国のために大きく様変わりした政府間委員会を軌道修正す
るには、日本による多面的な働きかけが必要ではないかと考える次第である。

「無形文化遺産の保護に関する条約の説明書」
、外務省、平成 16 年 2 月
木曽功（2015）
：『世界遺産ビジネス』
、小学館新書、189p
iii 注 1 に同じ
iv 無形文化遺産保護条約第 1 条
v 同条約第 2 条 1 項及び 2 項
vi 世界遺産条約第 1 条
vii 無形文化遺産保護条約第 2 条 4 項
viii 同条約第 11 条
ix 同条約第 14 条
x これらの一覧表のほか、
締約国が提案し、政府間委員会が選定する無形文化遺産保護条約のメカニズムとしては、
無形文化遺産保護に関する優れた事業や活動を認定する仕組み「ベスト・プラクティス（Register of Best
Safeguarding Practices）」がある。
xi 同条約第 17 条
xii 同条約第 16 条
xiii 代表一覧表への記載は当該の無形文化遺産に対する価値づけを伴わないため、
「ユネスコ無形文化遺産に認定
される」という表現は誤りである。
xiv
無形文化遺産保護条約の履行に関する運用指示書（Operational Directives for the implementation of the Convention
for the Safeguarding of the Intangible Heritage、運用指示書）
）第 2 段落
xv 世界遺産条約第 11 条 2 項
xvi 無形文化遺産保護条約の最高機関で、隔年で開催される（無形文化遺産保護条約第 4 条 1 項及び 2 項）
。
xvii ユネスコの地域区分に基づく 6 つの選挙グループについて、各グループが最低 3 つの議席を確保することが定
められている（締約国総会手続規則第 13.2(ii)段落）
。
xviii 無形文化遺産保護条約第 5 条
xix 前回、深夜までの審議が連日行われたことから、2017 年の第 12 回政府間委員会は 6 日間となった。2018 年の
第 13 回政府間委員会についても、6 日間の会期が予定されている。
xx無形文化遺産保護条約の事務を取り扱うユネスコ内の部門
（UNESCO - Section of Intangible Cultural Heritage）で、
ユネスコ本部（7, place de Fontenoy, 75352 Paris, France）に所在。事務局の業務は、事務総長の権限の下で、締約国
総会で採択されたプログラムと予算に従って行われる。世界遺産センターとは異なり、ユネスコの一部署。職員
i

ii
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数が少ない一方、提案書の不備の確認など業務量が多く、近年の財政難のあおりを受けている。
xxi
ユネスコの地域区分に基づく 6 つの選挙グループごとに、締約国の専門家各 1 名、認定 NGO 各 1 団体が選出
され、地域バランスの保持を図っている。
xxii
2017 年については、提出予定 52 件のうち 79%の 41 件が 1 年～6 年遅れとなっていた。報告を提出しない締約
国には新規の提案を認めないとの罰則も検討されたことがあるが、今のところ見送られている。
xxiii
評価機関以前に、代表一覧表の評価を行ってきた機関。委員国から選出された専門家により構成されていた。
xxiv http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
xxv 現在のところ予算的な裏付けがなく、開催されるかどうかは不明。
xxvi 緊急保護一覧表からの抹消について、コミュニティの同意を得ていると確認できるような資料の提出が義務付
けられていないことが、評価機関から指摘された。しかし、代表一覧表への記載の提案についてはコミュニティ
の同意が得られているので、自明であり煩雑さを増すだけのようにもみえる。
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基礎講座３

韓国における無形文化遺産保護と
ユネスコ無形文化遺産条約
パク ウォンモ

朴 原模

（ユネスコアジア太平洋地域無形文化遺産国際情報ネットワーキングセンター）

久保田

３番目は韓国のユネスコアジア太平洋地域無形文化遺産国際情報ネットワーキングセンター
チョンジュ

よりお越しいただいた朴原模さんです。韓国の全州というところに無形遺産院という大きな研究所が
ありまして、そこと私ども無形文化遺産部は 10 年来、研究交流をしているのですが、その同じ施設
のなかにこのセンターがあります。日本にも大阪の堺市にアジア太平洋無形文化遺産研究センターが
ありますが、それと同じカテゴリーの施設になります。そこからいらっしゃっていただきましたが、
朴さんは昔から日本の民俗芸能をたくさんご覧になっていて、私も民俗芸能学会等を通じてよく存じ
あげておりました。日本のことについても大変お詳しい先生です。それではお願いいたします。
＊＊＊
おはようございます。ただいまご紹介いただきました、韓国の「ユネスコアジア太平洋地域無形文
化遺産国際情報ネットワーキングセンター」で、広報出版チームおよび電算情報管理チームのチーム
長を担っている朴原模です。今日は日本語で話しますが、私にとって日本語は外国語になりますので
不明瞭なところもあるかと思います。どうぞご了解くださいますよう、お願いいたします。
今回、私が発表させていただくテーマは「韓国における無形文化遺産の保護とユネスコ無形文化
遺産保護条約」に関するものです。発表では、まずユネスコの 2003 年条約以前の、「文化財保護法」
に基づく韓国の無形文化財保護体制について概略的にお話しし、それからユネスコ 2003 年条約に関
する対応として、新しい法律（「無形文化財保全および振興に関する法律」） 制定のための動き、新しい法
律による新たな変化など、法律の制定とその内容についてお話しさせていただくことにします。

１．「文化財保護法」体制下の無形文化遺産保護
それではまず、1962 年に制定された文化財保護法に基づく、これまでの文化財の保護体制につい
て説明させていただきます。
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韓国の文化財保護法では「文化財」を「人為的または自然的に形成された国家的・民族的または世
界的遺産として歴史的・芸術的・学術的または景観的価値が大きなもの」と定義しており、その範囲
を「有形文化財」
「無形文化財」
「記念物」
「民俗文化財」としています。そして「無形文化財」を「演
劇、音楽、舞踊、遊び、儀式、工芸技術など無形の文化的所産として歴史的・芸術的または学術的価
値が大きなもの」と定義し、その分類を「音楽」
「舞踊」
「演劇」
「民俗遊びと儀式」
「武芸」（以上芸能）、
「工芸技術」「飲食」（以上技能）に分けています。
1962 年の文化財保護法に基づく無形文化財の管理体系には、大きく分けて、次のような法的制度
がありました。
・ 重要無形文化財の「指定」と、保有者 （日本での保持者）および保有団体の「認定」制度
・ 保有者－伝授教育助教－履修者－伝授奨学生などに階級化された「伝授教育」のシステム
・保護育成のための「公的支援」
・ 保護案件に関する研究や文化財の実態を調査する「調査研究」
・ 無形文化遺産の「原型」を保存するための「記録作成」
あまり時間がないので、指定制度や公的支援などについては詳しく話しませんが、以後の説明のた
めに伝授教育については少し紹介することにします。韓国の無形文化財は、植民地化、戦争、近代化
などの激しい時代を経て、ほとんどのものがその伝承基盤を失ってしまいました。そのため「保有者
－伝授教育助教－履修者－伝授奨学生」という教育システムが作られています。保護法では、それぞ
れの伝承者について、保有者は「該当技能および芸能が実現できる者」、伝授教育助教は「伝授教育
を補助するために履修者の中から選抜された者」、履修者は「３年以上の所定の伝授教育を受けたも
のの中で選抜された者」、伝授生 （伝授奨学生）は「伝授教育を受けている者」と定義しています。
新しい法律が制定される 2015 年以前、2014 年３月の国家指定重要無形文化財の指定状況は次の
通りです〔図１〕。1962 年に文化財保護法が制定され、1964 年に指定作業が始まって、2013 年３月
までに 120 件の国指定の重要無形文化財が指定されました。そして 64 団体が保有団体に、174 名が
保有者に認定されました。ここで注目していただきたいのは統計に伝授生の統計がなく、伝授奨学生
の統計のみだということです。これは、この時までは国家が伝授生を管理していなかったということ
を示しています。これについては後ほど説明で補足することにします。

（2014.3.31 現在）

分野

芸能種目
音楽

区分
指定
種目

指定番号
詳細種目
保有団体

合計

飲食

伝承者

14
14

29
32

1
1

50
50

2
4

120
132

14

4

13

31

1

―

1

64

90

20 (1)

19

ー

履修者

2,398

計

工芸
技術

武芸

7
7

42

伝授教育助教

遊びと
儀式

演劇

17
24

保有者

伝授奨学生

9

22
61

33
63

1
2

63

4

47

174

1

284 (1)

―

82

846

515

749

65

530

23

2,549 875 (1)

602

846

68

698

28

5,666 (1)

8

7

―

13

1

36 (1)

名誉保有者
図１

舞踊

技能種目

分野別指定および伝承状況

4

3 (1)

4

1

※ 伝授教育助教の（

36

―

58

5,126

）は２種目以上の重複認定（選定）の保有者
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２．無形文化財保全および振興に関する法律
ここからは新しい「無形文化財保全および振興に関する法律」について話をさせていただきます。
（1）ユネスコ 2003 年条約とその対応
まず、新しい法律が制定される背景になった、ユネスコの 2003 年条約をめぐる国内の対応につい
て少し述べることにします。
そのひとつは、2003 年条約の影響で無形文化遺産の概念が拡大されることになったということで
す。条約目録（代表一覧表） への登載（記載） と関連して、芸能と技能だけの韓国の国家指定の目録で
は限界があると判断し、訓令に当たるものですが、文化財庁例規（第 109 号、制定 2012.4.17） で「人
類無形文化遺産登載申請目録選定などに関する規定」を制定し、新しい「ユネスコ人類無形文化遺産
予備目録」を作成することになりました。そして、条約目録に申請できる国家の目録として「国家指
定」と「市道指定」以外に、この「予備目録」が含まれることになりました。
この訓令により、文化財庁長は「指定されていない無形文化財のうち、人類無形文化遺産として価
値があると判断される無形文化財に対してその価値など」を調査することができるようになりまし
た。その調査の結果、「人類無形遺産としての価値が認定されるもの」は、文化財委員会の審議を経
て予備目録に選定されることになりました。
またこの訓令により、無形文化遺産の範囲が、以前は芸能と技能に限られていたものが「伝統的公
演・芸術」「工芸、美術などに関する伝統技術」「韓医薬、農業 • 漁労などの伝統知識」、「口伝伝統
および表現」、「衣食住などの伝統的生活慣習」「民間信仰などの社会的儀式」、「伝統遊び・祝祭およ
び技芸・武芸など」の７つに拡大されるようになりました。
上記の例規が制定される以前、すでに 2011 年から予備目録を作成するための調査作業が始まりま
した。そしてその年、61 種目の無形文化遺産が予備目録に搭載されました。この例規は、発令後、
法令や現状の変化を検討し、2015 年３月 31 日までに廃棄・改定などの措置をとらなければならな
いと定められていました。
（2）新しい法律制定のための動き
こうした過渡期を経て、新しい法律が制定されることになりますが、この新しい法律の立法過程を
簡単にみると、まず 2012 年 11 月に議員発意で法律案が上程されます。そして 2014 年４月には公
聴会が行われ、 2015 年３月 27 日に法律第 13248 号として「無形文化財保全および振興に関する法
律」が新規制定され、官報に１年間載せられ、ついに 2016 年３月 28 日から執行されるようになり
ました。法案の名は「無形文化遺産の保全および振興に関する法律」でしたが、最後に法律の名前が
「無形文化遺産の～」から「無形文化財の～」に変わりました。これについては後ほどまた説明します。
この法律の目的は、文化財保護法の中の無形文化遺産保護のための基本原則を変更し、非指定 （未
指定） の無形文化財の保護や、種目指定の硬直性の緩和などを通じて、既存の文化財保護法の実行上

では及ばなかった無形文化遺産の保護のための内容を積極的に補完し、無形文化遺産の指定管理の領
域を拡大することなどにあります。このうち、基本原則の変更については後で少し説明したいと思い
ます。
新しい法律の提案理由をみると、大きく４つあります。第１は、2003 年 10 月にユネスコ「無形
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文化遺産の保護に関する条約」が制定され、韓国も加盟国として加入したことから、無形文化財保護
制度と政策の枠組みを新たに用意する必要性が提起されたこと。第２は、2011 年５月に中国が「朝
鮮族アリラン」を自国の無形文化遺産に指定して発表するなど、対外的に無形文化遺産をめぐる熾烈
な国際競争に直面していたこと。第３に、1962 年１月 10 日に制定された文化財保護法が、韓国の
伝統文化を保護することに一定の成果を収めたという評価の一方で、無形文化財の範囲の狭小化と、
無形文化財の「原型維持」の原則による創造的継承・発展を阻害したという評価も受けていること。
第４に伝統工芸品の社会的需要の低下に起因する工芸技術の伝承断絶の危機の高まり、また社会的環
境の変化に起因する徒弟制の伝授教育の非効率性、無形文化遺産分野における知的財産権をめぐる社
会的葛藤の発生など、無形文化遺産の保全と振興のための新しい制度および法的裏づけが切実に要求
される状況であったことなどです。
次に新しい法案における特に重要な内容についてお話しします。第１は、無形文化遺産の範囲・対
象の拡大、および伝承者の地位を高めるための用語の変更です。世代間の伝承を強化し、無形遺産の
範囲および対象を拡大するために、「財産」中心の「無形文化財」という名称を、意味中心の「無形
文化遺産」に変更するとともに、伝承者の地位や伝授教育の役割を高めるために、「保有者」「保有団
体」を、「伝承教授」「伝承団体」に変更しました。そしてこれまで使われてきた国家指定の「重要無
形文化財」を「国家無形文化遺産」に変えました。ただ、今お話しているのは当初の法案で、実際の
法律はこれとは異なるものになったので、それについてはまた後ほどお話しします。
第２は、無形文化遺産の特徴を反映した保存原則の変更です。無形文化財はある特定の時期、特定
の形態に固定化されるものではなく、時代によって社会的環境にあわせて絶え間なく変化している文
化的財産です。したがって、無形文化遺産の外形的な枠ではなく、内在している典型的な価値を維持・
発展させていくためには、「原型維持の原則」を無形文化財に適用することは既に有効でなくなって
いるという判断です。したがって既存の文化財保護法にある「原型維持」という文化財保護の原則を、
新しい法律では「民族アイデンティティの涵養、伝統文化の継承・発展、無形文化遺産の価値具現と
向上」に変えています。
第３は、ユネスコの無形文化遺産保護条約を反映して、無形文化遺産の範囲を拡大することです。
2014 年 11 月現在、重要無形文化財は全 132 種目のうち芸能分野が 78 種目 （59％）、技能分野が 54
種目（41％） で、技能と芸能に限定されていました。新しい法案では既存の分類概念から脱皮して、
無形文化遺産の保護範囲を拡大するためにユネスコの条約を参考にし、現状に合わせて包括的に分類
することにしました。すなわち前にも述べたように、対象を技能・芸能から「人類無形文化遺産登載
申請目録選定などに関する規定」での分類と同じく、７つの範囲に広げることになりました。
第４は、保有者のいない種目指定が可能になるように、無形文化財の指定および保有者の認定に関
する規定を変更することです。以前の文化財保護法では、特定の無形文化財を重要無形文化財に指定
する場合は、必ず保有者（保有団体） を認定するように規定されていましたので、これでは韓国を代
表する無形文化遺産や、伝承者が不特定なものは指定できませんでした。そこで、無形文化財を指定
する際、保有者あるいは保有団体がない種目も指定が可能になるようにしました。これは伝承共同体
（住民・地域民・団体など） が共有している重要無形文化財を指定するためや、ユネスコ条約の緊急保護

目録制度に対応できる「国家緊急保護無形文化遺産制度」を作る根拠を用意しようとする意図があり
ました。国家緊急保護無形文化遺産制度については後ほどまた説明いたします。
第５は、履修者の技や芸能の技量を強化するため、履修証の審査および発給の主体を変更すること
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でした。履修者になるための審査や履修証の発給に関する権限を、保有者（保有団体） に付与する従
前のシステムは、伝承者間の序列化や、履修証の不正発給および金品授受などを生じさせました。履
修証の交付と関連した無形文化財の伝承秩序の毀損をもたらし、無形文化財全般の地位を落として社
会問題化している状況がありました。従って、国家の無形文化遺産の伝承者として、履修者の技量や
地位を向上させ、伝承教授（伝承団体） の権威や地位を高めるために、履修証の発給主体と管理主体
を文化財庁の庁長に戻すことにしました。
第６は、時代の変化を反映した伝承教育の方法を追加することです。今の時代にあわない徒弟制の
工芸技術の伝授体系に固執することで、後継者が求められなくなり、伝承工芸の技術が消滅の危機に
直面しているという認識がありました。そこで大学を通じて伝承教育を実施して伝授生を確保する一
方、工芸種目の場合、産業デザイン、経営知識、特許権、知的財産権など創業活動のための教育を実
施することを支援するようにしています。
第７は、無形文化遺産の振興のための政策強化です。現在、無形文化遺産の政策は指定された種目
の伝授教育に焦点を合わせ、これに要する費用（月極の伝承支援金など） を直接伝承者に支援する構造
ですが、これだけでは無形文化遺産の振興・育成に関する政策が足りないため、原材料、制作工程な
どの技術開発およびデザイン・商品化などに必要な支援、保有者が制作した伝統工芸品の認証制度の
実施、無形文化遺産の伝承者の創業支援、無形文化遺産に対する国内外での特許出願の事前予防など、
無形文化遺産を振興するための積極的な政策を進めることになりました。
（3）新しい法律による新たな変化
新しい法律制定に向けたこのような努力の結果、先にも述べたように、2015 年３月 27 日に「無
形文化財保全および振興に関する法律」が制定され、2016 年３月 28 日から施行されるようになり
ました。その立法の過程で、一部は修正されたものもありますが、文化財保護法から無形文化財保全
および振興に関する法律へと変わることで、大きく変化した部分をまとめると、次の通りです。
基本原則と用語は、新しい法律を制定する過程で最も激しい議論が交わされた部分です。結局、
「無
形文化遺産」という用語は、法律の体制審査の過程で母体となる文化財保護法と衝突し、
「無形文化財」
に戻されることになりました。それだけではなく、
「保有者」
「保有団体」などの用語を「伝承教授」
「伝
承団体」などに変えようとした試みは、伝承者自身の反発で、現行の名称を維持することになりまし
た。変わったのは「重要無形文化財」を「国家無形文化財」と呼ぶようになったことと、既存の法的
根拠がなかった北朝鮮の「以北５道無形文化財」の記述が追加されたことです。
基本原則と関連して、すでに述べたように、有形中心の「原型維持」という原則を、無形中心の「典
型」に変えました。文化財保護法の基本原則である「原型」に関しては多くの議論を巻き起こし、最
終的には、大統領令である施行令で「典型」という用語に置き換えられることになりました。学者た
ちと伝承者たちとの間に激しい論争もあって、「原型」と「典型」がどう違うのかという議論もあっ
たのですが、結局最後には、変わらないという意味を含む「原型」よりは、模範になるということで
「典型」という言葉を使うことになりました。
無形文化財の範囲は、最初の法案と大きく変わらず、７つの範囲に拡大されることになり、伝統知
識や生活慣習など多様な分野の伝統文化を無形文化財という枠組みの中で保護 • 伝承することがで
きるようになりました。特に今までは、特定の保有者がいない種目を指定することができなかったの
ですが、民謡のように大衆によって伝承されるものまでも指定が可能になりました。
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「緊急保護無形文化財」の指定制度は、当初は非指定の無形文化財の中で緊急に保護しなければな
らないものを指定し、保護しようとした制度でした。しかし立法過程の中で、指定文化財の脆弱種目
の中から選定することになりました。これは、こうして緊急に保護措置をとっても保護可能な状態に
ならない場合は、指定の解除段階に入ることができるということを前提にしています。現在「綱渡り」
「歌曲」「歌詞」など３種目の芸能種目が緊急保護無形文化財に指定されています。最初の段階では、
活性化できるものを選定し、成功事例を作ろうとする意図ではないか、というのが私見です。支援の
方法としては、その種目に合わせた保護育成プログラムの提供、活用方案の開発や事業化開拓、伝承
者教育プログラムの運営などがあります。
また、伝授教育体系を多様化するために、先ほども話しましたが、特定の大学に伝授教育の資格を
与えることになりました。現在、文化財庁の傘下にある韓国伝統文化大学校が、伝授教育大学として
認められています。この大学で伝授教育課程を受ける学生は、専攻教育とともに伝授教育を受け、そ
の過程を終えると履修者審査を受ける資格を得ることができます。
次に履修証について、これを誰が発効するかということですが、1994 年までは当時の担当部署で
ある文化体育部の長官が交付してきましたが、その年、保有者や保有団体の権限を強化するために、
審査や履修証の発給権限を彼らに移管しました。そうした権限を、新しい法律を通じて再び官庁に戻
したのです。最近では、主な審査は新しく設立された国立無形遺産院（全州） で行われています。客
観性を担保するため、５名以上の審査委員で委員会を作ります。
それから、特に伝統工芸の活性化のための振興政策を強化しています。今回の法律は単に保全・保
護のための法律ではなく、「振興」という言葉が入ることになったのは工芸に対する関心からです。
伝承者が製作した伝承工芸品に対して、伝承者名や指定番号などの関連情報を表記した認証書や認証
マークを付与する「伝承工芸品認証制度」、伝承工芸品の購入から貸し出し、管理などのシステムを
構築する「伝承工芸品銀行制度」、その他、伝統技術の開発支援、創業 • 製作 • 流通支援、韓国無形
文化財振興センターの運営などを行っています。
最後に、日本での「人間国宝」を韓国では「人間文化財」と呼びますが、それを法律で公式な名称
にしました。それまで俗称だった人間文化財という言葉を伝承者たちの要求によって法制化し、また
第３者が保有者、保有団体、名誉保有者、伝授教育助教、履修者などの類似名称を使用できないよう
にしています。
それから 2008 年から去年まで、韓国は 20 件の無形文化財をユネスコ無形文化遺産に搭載しまし
たが、その話は討論の時間にすることにします。ありがとうございました。
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事例報告１

アマサンミクス
―海女漁の技術の来し方行く末―
こ はま

小濵 学（三重県教育委員会社会教育・文化財保護課）
久保田

それでは午後の部を始めます。午前中は主に制度について、日本そして韓国のお話をいた

だきましたが、午後からは国内の具体的な事例のお話をいただきます。最初は三重県の教育委員会社
会教育・文化財保護課の小濵学さんよりお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
***

はじめに
みなさん、こんにちは。まず「クイズ海女さんショック」をしたいと思います。○ × クイズですので、
× の回答の場合は挙手を、○の場合はそのままステイということでよろしくお願いしたいと思います。
それでは第１問、「海女文化は辞書にも掲載している言葉である」、回答をどうぞ。× の方が半分ぐ
らいですかね。正解は × です。私もいつ、どこからこのような言葉が生まれてきたのかはよく分か
りませんが、私が平成 22 年度に県庁に赴任した時には、何となくこういう言葉があったという感じ
はします。Wikipedia（インターネット上の百科事典）や、そういうのにも全く載っておりません。
第２問です。「鳥羽・志摩の海女漁のスタイルは写真〔図 1〕 のとおりである」。どうでしょうか。
これは 70％ぐらい手が挙がっていますね。そのとおり、× です。今はウェッ
トスーツがほとんどです。ただ、上に白いシャツを着たり、引退された旦那
さんのワイシャツを着ているとか、そういう場合はあります。
では第３問目です。「鳥羽志摩の海女が漁で使う、いわゆる一般的な海女
小屋は写真〔図２〕 のものである」。× の方は挙手願います。これは非常に少
ないですね。これは × です。これは観光的な意味合いで使っている海女小
屋です。ただ非常にファジー（曖昧） でおもしろいなと思うところは、半分
観光施設で、半分本物というのもあります。
第４問です。「三重県では海女の所管は三重県教育委員会である」。× の方
は挙手願います。これは８割５分ぐらいですね。これは × です。セクト主
義でも何でもないのですが、教育委員会ですので基本的には文化財の担当と
いうことで、いわゆる「海女漁の技術」の担当がわれわれの職分でして、丸
ごと海女の所管をしているというわけではありません。
これが最後の問題ですが、「海女は国重要無形民俗文化財に指定されてい
図 1 海女スタイル？
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る」。× の方が４割ぐらいですね。回答としては、
「海
女漁の技術」が指定されているのであって、「海女」
を指定しているわけではありません。これは報道の
方も含めて一般の方も非常に誤解をされておられ
る。海女ご本人の方々もちょっと誤解されていると
ころがあって、三重県教育委員会としては一生懸命
発信をして、理解を深めていただけるように、文化
財のほうから取り組んでいるということです。
図２

このクイズでみなさんを試したわけではなくて、

海女小屋？

海女については結構間違った認識を持たれることが

多いものですから、こういうクイズを作ってみなさんの意識にアクセスできたらいいのではないかと
思った次第です。

１.

三重県の無形民俗文化財の状況

改めまして、「アマサンミクス―海女漁の技術の来し方行く末」ということでお時間をいただきた
いと思います。私は三重県教育委員会社会教育・文化財保護課というところで勤務をしている小濵と
申します。よろしくお願いします。私は元々は三重県埋蔵文化財センターや斎宮歴史博物館で発掘調
査を主にやっておりました。悲しいかな宮仕えでありますので、異動とともにこちらに来て、なぜか
海女漁の担当になったということです。
早速本題に入っていきたいと思います。まずは、三重県の無形の民俗文化財の状況について、若干
触れてみたいと思います。平成 27 年度に、国および県指定の無形の民俗文化財の現状はどうかとい
うことでアンケート調査を行いました 〔図３〕。県内にある 55 の指定に関わる保護団体、保持団体に
アンケート調査を行ったわけなのですが、「問題なく行事などを実施していますか」という問いに対
しては、55 団体中 16 団体が問題なく実施できていますという回答でした。これは非常に重たいと
ころで、ほとんどの文化財が厳しい状況にあるのだなということが、われわれのほうとしてもはじめ
て分かったわけです。平成 27 年度にそういう現状調査をしたのですが、それ以前に何も調査をして
いなかったということもあり、無形の民俗に関わる保護団体あるいは保持団体の皆さんがどういう状
況に置かれているか、それがはじめて分かったということです。やはり社会情勢や生活様式の変化も
あり、私自身も嫌なのですが、短絡的に合理性を求める思考があって、それが何となくというか、ゆっ
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行事等の簡略化
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現在、休止
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図３

三重県内の国・県指定無形民俗文化財の実施状況（『平成 27 年度国・県指定
無形民俗文化財現況調査報告』三重県教育委員会、平成 29 年３月より）
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くりできたらいいやんという無形の民俗の世界にはそぐわないような情勢になってきているというこ
とでもあります。果たしてそれが本当にいいのか、また悪いのかは分かりませんが、そういうことを
常々感じている次第です。
それで次に入っていきますが、クイズにもありましたが、まず私が県庁に来た時の状況を聞いてい
ただいて笑っていただこうと思います。平成 20 年前後ぐらいから、三重県内では海女とユネスコ無
形文化遺産という話題が出ていました。私は平成 22 年４月１日に県庁に異動したのですが、その時
に何も引き継ぎを受けていない状態で、それでもマスコミからは電話がかかってくるし、自分なりに
も、教育委員会としても、整理しとかなあかんということで、いろいろ考え始めたわけです。状況的
に言うと、まず「海女って何？」という根本的なところですよね。それから「海女文化って何？」と。
はっきりいうと課の人間に聞いても誰一人説明できなかった、説明してもらえなかったと言ったほう
がいいかもしれないです。ならば、自分で考えようかということになりました。
もうひとつすごかったのは、まだ「無形文化遺産」なら良かったのですが、「海女を世界遺産にと
聞いているのですがどうなんですかね」とマスコミの方に聞かれた時には絶句してしまいました。世
界遺産になるわけがないですよね、と思いながら。これではちょっと収拾がつかないなという思いも
ありました。本当に言葉だけが独り歩きしているような状況であったことを記憶しています。
今思い出してみると、海女漁自体が、一体どこの所管に当てはまるものなのか、文化財なのか漁業
なのか、それとも地域活性化なのか、県庁内でどこが担当するかということすらも、すごく境界が曖
昧でボーダーレスのような状態だったと思います。われわれは文化財の保護の担当なので、文化財の
保護についての方向性も整理する必要があるという考えに思い至ったわけです。当然、文化財保護法
や無形文化遺産保護条約に則ったかたちで取り組みを進めていかなければならないという思いを強く
し、県内部でもしっかり議論していかないといけないとも感じました。

２．文化財保護部局としてのぶれない方向性の提示
次に、文化財保護部局として、ぶれない方向性の提示。これがぶれてしまうと、いろいろなところ
からなだれ込むようにいろいろ押しつけられるというか、さまざまなことが波のように振りかかって
くるということがありましたので、方針をきちんと出していこうということになりました。基本中の
基本なのですが、まず文化財として、ということを考えて、結論からいえば民俗文化財なんだろうな
と。それで、偶然平成 22 年度から民俗文化財調査というかたちで国の補助をいただいて実態調査が
できることになっていました。そこからスタートして、海女の文化財としての何かを明らかにしよう
と思ったわけです。ちょうど調査もあって足掛かりにできるような状況であったことはありがたかっ
たなと思いました。
それと並行するようなかたちで、教育委員会として、県内部でどういう方向性を示していったらい
いかも検討しました。記録作成をしていましたので、それに合わせてどういうふうに文化財としての
魅力を発信していくのか、また指定云々に関しての方向性もしっかりと打ち出していかなければなら
ないとも考えました。平成 23 年度には、県内部で、まずは県指定を目指して、その後にそれ以降の
指定も考えていこうじゃないかという方向性の合意を図るとともに、県内部の海女に関係するような
部局や関係者のみなさんにも情報を提供していこうということで進んでいったわけです。
調査結果を基にいろいろなことが分かってきました。まず、最初にあった「海女とは何ぞや」とい
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う問いですが、海女とは「漁業者であり、身体ひとつで海に潜り、簡単な道具で貝類を採捕すること」
「歴史的にも長い間続けられている漁の技術であること」「昔ながらの日常習慣を守り伝え、体現して
いる女性」ということが調査から浮かび上がってきました。女性による素潜り漁が継続されてきた歴
史、魚場を識別する能力があることなどの特色も、やはり調査から浮かびあがらせることができまし
た。改めて海女漁の技術という面から、文化財としての価値を見いだすことができたということです。
記録作成をすることによって、そういうことが分かってきました。
それにあわせ、地元の市や関係者のみなさんとともに海女漁に関わる人を集めて、鳥羽海女保存会
や志摩海女保存会という、いわゆる文化財でいうところの保護団体、県指定の場合だと保持団体とい
うのですが、そういう団体を平成 25 年に設立することができました。このような方向性を出してい
くと、行政の場合だとまわりもうまく動くようになってきて、漁業の振興に関わるような方々も、観
光や地域活性に関わるような方々も、いろいろな情報をわれわれに入れてくれる、われわれからも
流すということで、お互いに win-win の関係（双方に利益のある関係） が作られるようになるわけです。
それまでは海女漁をどこが担当しているのかという混乱もあって、なぜかわれわれのところに全部話
が入って来るので、そこから観光の担当に振る、地域活性化の担当に振る、もっといえば地元の市の
担当に振るというような状況も生まれてきて、そういう意味ではうまくつながってきたかなという感
じが、この辺りになってくると出てきました。
ここにありますように、海女に係る文化財の意味合いとしては、図４のように考えました。海女に
関する事象や地域社会に関する事象が「海女文化」としてあるということで、単身で海に潜って貝類
を採捕する伝統的な漁法を継続的にしていること、それからシロンゴ祭りやノット正月という祭り
行事など、地域の特徴であるそうした継
信仰・儀礼
・青峰信仰
・日常習慣

資 源
・管理
・保護

くらし
・漁業者

承にもやはり関わっておられると。それ
に鳥羽市に青峰山という山があるのです
が、海の安全を願う寺への信仰や、
「ドー
マン」「セーマン」という呪符の慣行を
現在も継承していること、また熨斗アワ

海女による素潜り漁

祭行事
・シロンゴ
・ノット正月

ビにも見られるような伊勢神宮との関係
地域
・担い手
・海女を許容する
社会

性もあるということもあって、それらが
海女文化なのかなと考えました。
こういう大きな枠の、さまざまな事象
のコアに、海女による素潜り漁というも
のがあって、その技術が影響していると
いうことで、その部分を文化財として捉
えようと考えたわけです。これが文化財

歴史
・古文書
・道 具

伊勢神宮
・熨斗鮑
・神 饌

ちの考えが受け入れられて、平成 26 年
１月には無形民俗文化財として県の指定
となりました。

アマ（海女）文化

先ほど言いましたが、この県指定のこ

文化財（無形民俗文化財）

図４

としてのイメージですが、こういうかた

ろから、県全体としても文化財保護ある

鳥羽・志摩の海女による素潜り漁にかかる文化財イメージ
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いは漁業振興、観光振興による海女漁の存続の動きが出てきたわけで、それぞれの分野でしっかり取
り組んでいくという関係性ができてきたわけです。知事も海女漁の存続に向けた漁業振興、文化財保
護、観光振興の三本柱を積極的に議会やマスコミの前でも発信するようになって、三重県の取り組み
に対する考えが分かってきたということです。

３． 海女漁の（技術の）存続に向けて
それで、海女漁の存続について、三重県ではいろいろなことに取り組んでいます。教育委員会が取
り組むような取り組みでないものもあるのですが、もうその辺りは関係なく取り組んできました。と
にかく存続に向けていろいろなことをやってきたなというのが今の思いです。
（1）他部局との連携による発信事業
まず、伊勢志摩サミットの時に、東京の飯倉公
館で大使館の関係者を集めてレセプションが行わ
れました。その時も、本物の海女の方に出ていた
だいて、海外の方々にプレゼンテーションをして
いただきました〔図 5・6〕。
次に存続に向けて、全国海女文化保存・振興会
議という会議を設立しました〔図７〕。これは知事
を委員とする会議で、全ての県というわけではな
いのですが、日本国内の９県の海女漁が所在する
県の方に集まっていただいて、海女漁の存続につ
いて議論していくという組織を作りました。文化
財保護と漁業振興の面からどう海女漁を存続して
いくかを考える組織です。これはユネスコ無形文
化遺産に向けた組織ではないのですが、参加して
いる県によって考え方の差もあり、９県それぞれ
違いますのでここでは詳しくは言いません。ただ
根本的なところ、海女漁を存続させるにはどうし
たらいいのかということをみんなで考えていこう
という組織です。会長については当県の知事が務
めています。また、事務局はわれわれが担当をし

図５・６ 飯倉公館でのアピール
( 東京都内、平成 27 年 10 月 27 日）

ています。
それと、これは教育委員会ではなくて農林水産部の事業なのですが、タイのバンコクにある伊勢丹
の三重県フェアに海女さんが行きました 〔図８〕。三重県の場合は、歴史的にさまざまなイベントごと
に海女さんが参加することが多いのです。本当のスタイルではないのですが、なぜかこういう発信ス
タイルが既に作られてしまっているということです。英語版の資料も置いて、こういうかたちでの発
信をしています。ちなみにここでは 10 分版の記録映像も会場で流しています。それも日本語版、英
語版を作っていますので、英語版を流しているということです。今思うと、報告書だけでなく、映像
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記録の事業にうまい具合になだれ込めて、映像を作っ
ておいて良かったなと思っています。
ほかにもいろいろな発信をしていまして、これは三
重テラスで「海女トーク」をやっているところです〔図
９・10〕。
「海女トーク」の「ー」は 1 時間版だと２本

になって、1 時間半バージョンだと 3 本になるという
ことで行っているのですが、公的なイベントでそれを
図７ 全国海女文化保存・振興会議
（東京都内、平成 27 年 1 月 28 日）

すると、われわれは行政なので決裁を取ったり説明が
必要ということで、1 本にしてあります。基本的に三
重テラスでは 3 本バージョン、1 時間半ぐらいという
考えでやっています。ありがたいことに三重県の場合
は三重テラスという首都圏営業拠点が日本橋にありま
して、そこをうまく使ってイベントをやっています。
図９の左が三重県知事ですが、知事を引っ張り出して
トークをしてもらったり、直近の海女トークでは、知
事と本物の海女さんの方々にも出ていただきました。
それとともに、パネル展もよく開催しています 〔図

図８ バンコク伊勢丹三重県フェア
（タイ、平成 28 年 11 月 5・6 日）

10〕。調査をして報告書を出すだけだとつまらないな

と思いましたので、中間報告でもこういうパネル展を
行ったりしています。今、ありがたいことに石川県や
福井県にも賛同をいただき、３県を回る巡回展をやっ
て、最後に東京でやるというかたちが取れるように
なってきました。最初は三重県だけだったのですが、
ここまで広がって良かったなと思っている次第です。
基本的にこの海女トークはわれわれ三重県教育委員
会が主催しているものです。このようなかたちで、で
きることを情報発信したり魅力を発信していくことも

図９

大切だと思います。教育委員会だと単に記録だけを
三重テラスでの海女トーク及びパネル展示
（東京都内、平成 28 年 2 月 11 日）

作って終わりとなりがちなのですが、それだけではや
はりつまらないし、実は会場では海女さんが作ったひ
じきを配ったりもしています。海女漁の存続のために
は儲からないと続きませんよと、そういうことも宣伝
しながらやっていくわけです。それについては漁業振
興の担当に協力していただいていますし、地元の鳥羽
市や志摩市にも協力していただいています。志摩市か
らはきんこ芋という名産の干し芋を出してきてもらっ
て配ったりもしました。海女さんが直接作っていない
のですが、海女さんも漁がない時は農作業をしてその

図 10

三重テラスでの海女トーク及びパネル展示
( 東京都内、平成 29 年 2 月 12 日）

ような芋を作っていますので、そういうつながりで
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やっています。
私が観光や地域活性化の担当からよく言われるのは、「教育委員会とは思えないくらいノリがええ」
ということです。ただ、当然こういうイベントごとをするにしても、文化財としてどういう位置づけ
でいくのかというのは、しっかり考えた上でやっていて、このように地元の方々や県外の皆さんに情
報を提供していくということを志向していったわけです。
（2）文化財への視線
こうした取り組みをしてきたのですが、海女漁がどれくらい浸透しているのかが気になりまして、
次のような分析をしてみました。図 11 は、県庁で取っている新聞６紙から、海女がどう表現されて
いるかを何年にもわたって拾っていったものです。そこに文化財の視点があるか、浸透しているかを
見てみたいということで、傾向を分析しました。すると文化財の内容ではなくて、たとえばある団体
が海女の写真展を開催すると、そこでなぜか「ユネスコ無形文化遺産を目指している海女の後押しに
なれば」といったコメントが新聞に載るのです。そういうかたちで、結構文化財の内容以外でも取り
あげられていることが分かりました。文化財の保護の担当としては悲しい状況なのですが、違った意
味でいうと、炎上商法ではないですが、こういうふうに取りあげてもらえるのはありがたいことなの
かなと、最近は逆説的に思えるようになってきました。
分類の考え方は、単なるイベント行事、観光振興、地域活性、文化財、学術研究、話題提供、そ
のほかに分類し、統計的に概観を試みるもので、そうして分類していくと寂しい状態です。結果が
図 11 なのですが、見ていただくと特に平成 25・28 年度はピークがきていて、文化財としての取り
あげられ方がクッと伸びています。なぜだか分かりますでしょうか。その時だけ神風が吹いたんです
ね。平成 25 年は県指定の時なのです。それで指定に向けて先ほどのイベントなども考えてやってい
ます。そういうこともあって、25 年には取りあげられ方が伸びたのです。これまでに海女はいろい
ろなところで取りあげられているのですが、文化財として取りあげられることはあまりなかったので
珍しかったのでしょう。マスコミに結構取りあげていただきまして、数としてはこの 25 年が一番多
かったです。
悲しいことに、県指定が終わると徐々に減っていきます。長期低落傾向でこれはなかなか厳しい
なと思っていたところにまた神風が吹いたのは、28 年度は伊勢志摩サミットがありました。プラス、
国の文化財指定がありましたので、ガクっと次の年からの割合が増えて、前年の 3 倍くらいになっ
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たということです。そういうこともあって、今年はイベントについてはほぼ例年と同じことをやって
いるのですが、恐らく減るだろうなと踏んでいます。そうなってくると本当に文化財って何だろうな
思うこともあるのですが。
それから、お手元の資料〔文末資料１-3〕 に表があると思うのですが、それを平成 24 年度、25 年度
から順に追っていってはっと気がついたことがあります。それは、結構昔からイベントに海女さんが
出ているケースが多かったのですが、近年はたとえば地域活性といった、いわゆる振興の部分で取
りあげられるようになっているということです。地域活性、振興と言うと、当然後継者の育成につな
がっていくことになると思うのですが、その辺りに地域の人が本気で取り組んでいただけるように
なってきたのです。そういうこともあって、たとえば地域おこし協力隊のような、文化財や教育のラ
インでは使えないような制度を使って、地元の人が知恵を出して取り組んでいるのです。
海女さんの世界は閉鎖的とは言いませんけれども、結構プライドを持っておられる方がいるので、
外からの血というものを極力受け入れたくないという地域もあります。また、受け入れるところもあ
ります。さまざまです。その中でこういう決断をされたということです。一番驚いたのは、われわれ
も入りづらいような海女の地域があるのですが、その方々が地域おこし協力隊を受け入れたと聞いた
時に私はびっくりしたんです。映像を撮らせてくれと言っても断られたところなんですね。われわれ
の態度が悪かったというのもあるのですが、門前払いを喰らったようなところでしたので、そういう
かなり厳しいところでも、後継者育成も含めて存続への足がかりができてきているのかなと感じまし
た。
（3）無形文化遺産の意義を考える
残り５分になりましたので、ちょっと急いでいきたいと思います。文化財の新聞での取りあげられ
方を見ても、やはり悲しいかな、ユネスコ無形文化遺産は国内でもなかなか浸透していないというこ
とが分かります。今回このように東京文化財研究所が企画されたのも、そういう背景があるのだろう
と思います。そのことを、先ほどの表やグラフは補完する資料ではないかと思っています。午前中に
言われた世界遺産との混同も、有識者の中でも「無形文化遺産は無形の世界遺産」という発言もまま
聞きます。そういうこともあって、誤解は当然あるのだろうと思っています。われわれは文化財保護
の立場として、文化財を理解し、取り組みを検討していくよう発信し続けなければいけないと思いま
すが、地域活性化のためだけに無形文化遺産に、というのはどうでしょうか。誤解を恐れずに言うな
らば、本物の良さを知らずに何を訴えようというのでしょうか。
なぜかというと、クイズでも出したあの海女小屋の写真がありますが、あれは外国の方にすごく人
気があるのです。それは観光といいながらも本当の海女さんがいて、外国の人を相手するからなので
す。それで本当の海女さんの話が聞けるということ、つまり、本物の良さがあるところにいわゆるイ
ンバウンドがくるということを、この海女小屋の事象からだけですが、思っています。だから本物を
訴えていくということが一番大事なのではないかと最近思う次第です。時代としても、われわれのよ
うな文化財保護部局が、どうアプローチしていくかが問われているのだろうと思います。
これを言うと怒られるかもしれませんが、文化財の保護のための地域活性化策や、文化財の保護に
つながるような観光政策というものを、われわれも打ち出していったり、乗っかっていく、発信して
いくことが今後重要になってくると。そういう意味で、われわれの業務は今後非常に重要になってく
るのかなと。一応文化財の専門家ということになっていますので、本物の良さを伝えられるのはわれ
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われでしかないのかなと考える次第です。
次はちょっと笑っていただきます。図 12 はちょっとつらいですね。
のぼり

これは地元で上がっている幟 ですが、残念ながら何ひとつ当たってい
ない、全て間違いです。すごく悲しいですね。図 13 は四日市に「山・
鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産になった鯨船行事がある
のですが、そこに行ったら「小濵さん、こんなんあるで」と地元の方
からいただいたものです。鯨船どら焼きです。それで見ていただくと「保
存会公認」という文字があるんですよね。先ほどの著作権の問題につ
ながるのでしょうか、よく分かりませんけれども。非常においしいど
ら焼きなんですね。ただ使っている豆が北海道の豆だというのがちょっ
と残念ですが。それともうひとつ、これは破壊力満載です〔図 14〕。これ

図 12

指定を祝した幟

は同僚が教えてくれたものです。みんな私のノリを知っていますので、
こういうものを見つけるとすぐに写真を撮って送ってくれるんですよ
ね。

エピローグ
もう時間がありませんのでさっと言いますが、三重県教育委員会で
は教育委員会の枠に捕らわれることなくここまで取り組んできました。
当然文化財のことはしっかりやっています。記録作成もやっていますが、

図 13

鯨船どら焼き

図 14

無形文化遺産
の和食？

三重県としては、われわれ教育委員会や漁業振興、地域活性化などの
各部局がきちんと住み分けして、各々が取り組んでいくというかたち
ができています。そういう意味でうまくいっている状態です。
そしてうれしかったのは、国の文化財に指定された後、海女のみな
さんに、海女を続けてきたことの誇りや、続けてきて良かったという
ことを口々に言っていただけるようになったことです。つまり、アイ
デンティティを新たに認識することにつながっていったということで、
まさにアマサンミクスというような状況になったのかなと思います。
平成 29 年３月に国の文化財指定を受けることになりましたが、三重
県としてはこれで終わりとは考えておりません。保存継承については
まさにこれからだと思いますし、ユネスコ無形文化遺産の登録に向け

た機運の醸成をやっていきたいと思います。もうお気づきかと思うのですが、三重県の場合は文化財
保護法だけでなくて、初めからユネスコ無形文化遺産保護条約を意識した上で取り組みを行っていま
す。条約の定義や目的、締約国の役割といった条文がありますが、それに大体則ったことをやってい
るのです。これは最初に考えたことで、後づけではありません。
今後ですが、これはあくまで私の私案なので当たり外れはあると思いますが、このようなかたちで
考えています〔図 15〕。「Ama ～持続可能な漁と周辺の習俗～」といった大きな枠組みで考えていっ
たらどうかと思います。文化財保護法と無形文化遺産保護条約は同じように見えても別物と考えた
ほうがいいと思いますので、海女漁の技術という文化財にこだわることなく、こういうアプローチが
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あってもいいのかなと思います。真ん中に文化遺産があって、持続可能な漁、漁への祈願、持続的な
社会がもう既に実現していると、そういうものがこのように循環して地域社会ができているという考
え方で提示してみたらどうかなと思っています。
これが正しいとは限りませんし、午前中にあったような使ってはいけない言葉も使っていたりもし
ます。「独自」という言葉なのですが、「貴重」にしようか「独自」にしようか、「三重県らしさ」に
しようかと、いろいろ課内でも議論しました。上司とも議論した上で、こういうイメージをせっかく
なので提示したらどうかということで提示させていただきます。このような取り組みを今後も続けて
いこうと考えていますし、鳥羽・志摩だけでなく、ほかの地域にも当てはまるのではないかと考えて
いる次第です。
ここで改めて言いたいのは、三重県ならば今すぐにでも無形文化遺産に推薦いただいても構わない
状況にはなっています。ただ私は英語はできませんので、そこだけがつらいところでありますが。何
とぞみなさまのご助力をいただいてユネスコ無形文化遺産となればと思っている次第です。ご清聴あ
りがとうございました。

○ 持続可能な漁

○ 漁への祈願

・海女漁を行うにあたっての技術
・採りすぎないという思想
・あえて「素潜り」を選択し継続

・祈りを込めた道具の使用
・独自の信仰や習俗の継承

文化遺産
○ 持続的な社会が実現
・意識をせず地域全体としての保存と継承
・男女共同参画社会をすでに実現

海女集団が支え守る共同体
海女と周辺の人々がそれぞれの役割を果す

地域社会
図 15 「Ama ～持続可能な漁と周辺の習俗～」のイメージ
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「アマサンミクス」

～海女漁の技術の来し方行く末～
三重県教育委員会

小濵

学

１ プロローグ
三重県教育委員会は、平成 27 年度に、県内に所在する 55 の文化財保持団
体・保護団体に対して国・県指定無形民俗文化財現況調査を実施した。その
結果、祭礼行事等の実施状況は、問題なく行事等を実施している団体は 16 団
体(29.0％)であった(第 1 図参照)。これら以外は何らかの課題があることが
いえ、国・県指定無形民俗文化財の置かれた状況は、厳しいものといえる。
そのような中、平成 20 年度前後から、海女の「ユネスコ無形文化遺産」に
関わる話題が取り上げられるようになっていた。民間レベルでの交流の中で、
ユネスコ無形文化遺産の話題が出たことが発端となったもので、三重県や三
重県教育委員会が、公式、非公式にも関わるものではなかった。また、
「海女
文化」
「ユネスコ無形文化遺産」という言葉だけが、一人歩きをする状況とな
っていた。海女について、文化財としての位置づけ及び本質的な価値といっ
た、本来議論すべきことが、置き去りになっている感は否めなかった。この
ような動きに対し、文化財保護部局としての方向性の整理が必要という考え
に思い至った。
第1図 三重県内の国・県指定無形民俗文化財の実施状況(『平成27年度国・県指定
無形民俗文化財現況調査報告』三重県教育委員会、平成29年3月より)
0%
問題なく実施

20%

40%

60%

80%

100%

16 ,29.0%

実施しているが苦慮

33 ,60.0%

行事等の簡略化または一部実施

3 ,5.5%

現在、休止

3 ,5.5%

２ 文化財保護部局としてぶれない方向性の提示
海女に対して、文化財としてアプローチにしていくには、まずは現状を把握
することが肝要と考えた。偶然、平成２２年度から国補助を活用し、民俗文化
財調査を行っていたので、それを足がかりとした。また、その調査と併行しな
がら、平成２３年度には、記録作成にあわせての情報発信や県・国文化財指定
を目指していくという方向性を示し、県内部での合意形成を図るとともに、関
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資料

係者に対しても情報提供
を行った。
くらし
資 源
信仰・儀礼
・管理
・青峰信仰
その後、三重県教育委
・漁業者
・保護
・日常習慣
員会は、実施した調査結
果から、
「女性の素潜り漁
が継続されてきた歴史」、
海
「漁場を識別する能力」、
女
に
「伝統的な漁具を継承し、
祭行事
地域
よ
・シロンゴ
・担い手
る
男女の役割分担を生み出
・ノット
・海女を許
素
正月
容する社会
す地域性」、「古代から続
潜
り
く伊勢神宮と地域との関
漁
係」に特色があること、
また、漁に際しての「ツ
イヤ、ツイヤ」の呪文や
伊勢神宮
歴史
・熨斗鰒
・古文書
「セーマン」「ドーマン」
・神饌
・道具
と呼ばれる魔除けの呪符
等、周辺の習俗もよく残
アマ(海女)文化
っていることを明らかに
文化財(無形民俗文化財)
した。調査結果を基に、
第2図 鳥羽・志摩の海女による素潜り漁にかかる文化財イメージ
海女については、無形民
俗文化財の「海女漁の技術」という面から文化財指定を考えるという方向性
が見出すことができ、平成 26 年 1 月に「鳥羽・志摩の海女による素潜り漁技
術」が、国内で初となる県無形民俗文化財指定となった(第 2 図参照)。また、
県全体としても、文化財保護、漁業振興、観光振興による海女漁の存続に向
けた取組を行っていくという流れが出てきた。
３ 他部局等との連携
「海女漁(の技術）」の存続は、文化財保護の面からだけではおぼつかない
といえる。県指定文化財となって以降は、文化財の映像記録制作だけではな
く、様々な機会を捉えて、文化財(本物）の魅力の発信や文化財指定の意義を
幅広く訴えてきた。例えば、関西国際空港内の三重県イベント・伊勢志摩サ
ミット三重県情報館・ＡＮＡ国際線機内放送・バンコク伊勢丹三重県フェア
での映像記録の放映、英語版のリーフレット作成、国際文化会館企画スタデ
ィツアーへの協力、三重テラス(東京都内)を利用した海女トーク等である。
これらについては、根底に、文化財保護部局として、イベントや事象を文化
財保護としてどう位置づけるかを意識していたことはいうまでもない。
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また、知事を委員とした「全国海女文化保存・振興会議」を設立し、文化財
保護と漁業振興の面から海女漁の存続を模索している。現在、岩手県、宮城県、
石川県、福井県、静岡県、三重県、鳥取県、山口県、徳島県の９県の参加を得
ており、事務局は三重県に置かれている。全国海女漁状況調査や一部の県によ
る合同パネル展を実施している。
４ 文化財への視線
日本人は、世界遺産も含めて、世界的なブランドをありがたがり注目しすぎ
る傾向がある。それがよくわかる一例をあげてみたい。三重県版の新聞記事６
紙を中心に、ユネスコ無形文化遺産という文言の取り上げられ方の傾向である。
記事の内容が文化財関係の記事であるものとそれ以外の記事に分別し、その割
合を出してみた。平成 24 年度は文化財 14.7％(5 件)、文化財以外 85.3％(29
件)、平成 25 年度は文化財 44.2％(50 件)、文化財以外 55.8％(63 件)、平成
26 年度は文化財 30.3％(20 件)、文化財以外 69.7％(46 件)、平成 27 年度は文
化財 15.0％(3 件)、文化財以外 85.0％(17 件)、平成 28 年度は文化財 45.2％
(19 件)、文化財以外 54.8％(29 件)であった。平成 24 年度を含む５ヶ年の統
計結果では、文化財関係の記事ではなく、イベント・行事、観光振興、地域活
性、学術・研究、話題提供といった文化財以外でのジャンルで取り上げられる
割合が、すべての年度で多くなっている(第 3 図、第 1 表参照)。
これらのことからも、ユネスコ無形文化遺産が、国内に正確に浸透はしてい
ないものとみてとれる。一般の方には、世界文化遺産との混同がみられ、有識
者の中にも「ユネスコ無形文化遺産は「無形の世界遺産」」といった発言もあ
り、誤認を助長している。また、一般の方にとって、無形民俗文化財自体が難
しく、例えば、ユネスコ無形文化遺産となった無形民俗文化財を含む祭自体と
誤認されていることもある。自治体や民間団体の一部には、「無形民俗文化財
はよくわからないが、地域活性化のためユネスコ無形文化遺産には登録したい」
という風潮もあるのも事実であろう。このような状況で、ユネスコ無形文化遺
産なるものが本当に必要なのか。本物の良さがわからずして何を訴えようとい
うのだろうか。時代として、文化財保護部局の使命が本当に問われているので
はないかと強く感じている。
第1表 海女漁が取り上げられた新聞記事の件数
記事の内容
年度

2012(H24)年度
2013(H25)年度
2014(H26)年度
2015(H27)年度
2016(H28)年度

イベント
観光振興 地域活性
・行事

52
70
40
23
9

16
57
28
79
22

8
25
23
35
40
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文化財

23
75
35
12
40

学術
・研究

4
16
10
2
3

話題提供

44
78
43
27
31

その他

計

7
4
0
4
0

154
325
179
182
145
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第3図 新聞記事におけるユネスコ無形文化遺産の取り上げ方の傾向
0%
2012(H24)年度

20%

2015(H27)年度
2016(H28)年度

60%

5, 14.7%

2013(H25)年度
2014(H26)年度

40%

80%

100%

29, 85.3%
50, 44.2%

63, 55.8%

20, 30.3%

46, 69.7%

3, 15.0%

17, 85.0%
19, 45.2%

29, 54.8%

文化財

文化財以外

５ エピローグ
これまで、教育委員会という枠にあまり囚われることなく、様々な取組を
苦しみつつまじめに取り組んできたつもりである。文化財の活用という言葉
は、便利なものであるが、単にイベントをするわけではない。イベント化に
走りすぎると、地元の反発を招く、信頼を失う等といった結果が招来するこ
ととなるので、準備が必要といえる。県として取組を進める中で、予想外の
広がりが出てきたことがある。海女の方々の中で、これまで海女を続けてき
たことへの誇りやアイデンティティーをあらためて認識したことにつながっ
たことである。文化財保護や海女漁全体の存続に向けて良い傾向であり、振
興の部分も含め、まさに「アマサンミクス」といえる状況ではないだろうか。
平成 29 年 3 月に、
「鳥羽・志摩の海女漁の技術」は、国重要無形民俗文化財
指定となり、文化財保護としては、一つの到達点に達したことになる。海女漁
の技術のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、私案ではあるが、文化財の概念
に囚われないことが肝要と考えている。例えば「Ａｍａ～持続可能な漁と周辺
の習俗～」といった大きな枠組みでの把握やストーリーの組み立てを志向して
みたらどうだろうか。
【参考文献】
三重県教育委員会 『平成 22・23 年度 海女習俗基礎調査報告書』（2012 年）
三重県教育委員会 『平成 24・25 年度 海女習俗調査報告書-鳥羽・志摩の海女による素
潜り漁-』（2014 年）
小濵 学 「講演録 文化財≠観光資源:本当の歴史、文化財活用ってなんだろう(世界遺
産、海女等を例に)」『ふびと 66』（三重大学歴史研究会、2015 年）
三重県教育委員会 『平成 27 年度国・県指定無形民俗文化財現況調査報告』（2017 年）
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神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取り組み（米良）

事例報告２

神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取り組み
米良 勝也（宮崎県総合政策部みやざき文化振興課記紀編さん記念事業推進室）
野添 和洋（宮崎県教育庁文化財課）
久保田

それでは本日最後の発表として、宮崎県総合政策部みやざき文化振興課記紀編さん記念事

業推進室の米良さんと、宮崎県教育庁文化財課の野添さんにお願いいたします。
***
米良勝也

みなさま、こんにちは。宮崎県庁からまいりました。わたくし知事部局の記紀編さん記

念事業推進室の米良と、後ほど登壇いたします教育庁文化財課の野添でございます。
宮崎県では、県内で 200 を超える神楽が各地に保存されていまして、これをユネスコ無形文化遺
産を目指してということで取り組みを進めています。文化財としての神楽を所管する教育委員会と、
私ども知事部局で役割分担、連携をしながら取り組みを進めていまして、全国的に少し珍しい取り組
みということで今日お呼びいただいたと思っています。貴重なお時間をいただきました関係のみなさ
ま方に、まずはお礼を申しあげたいと思います。
本日は「神楽のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組み」について、まずは私からユネスコを
目指すこととなった経緯、その契機となった記紀編さん 1300 年記念事業の取り組みについてご紹介
させていただき、その後に野添から文化財行政を所管する立場からのお話をさせていただきたいと思
います。

１．記紀編さん 1300 年記念事業について
さて、現在古事記・日本書紀が編さんされてちょうど 1300 年という時期を迎えています。ご案内
ひむか

のとおり、古事記・日本書紀には「日向神話」と言って、いわゆる日向に関する記述がたくさん出て
くるわけです〔図１〕。本県はこの日向神話の舞台として神話や伝承がたくさん残されています。いま
主なものを１～７まで挙げていますが、国産み・神産みから天孫降臨、海幸・山幸を経て、神武東征、
この辺りまでが日向絡み、いわゆる私ども宮崎に絡むお話ということになります。お手元の資料の中
に「日向神話旅」というパンフレットを入れておりまして 〔図２〕、こちらに神話のご紹介を詳しくし
てありますので、またご覧いただければと思います。
古事記・日本書紀には今お話をしたように日向を舞台とした物語が数々記されていますが、本県で
はこれを活用して地域づくりに生かしていこうということで、市町村や民間団体と連携して、古事記・
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イザナキ ①
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ワタツミ
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図2

日向神話旅

① 国生み・神生み
② 天岩屋戸開き
③ 天孫降臨
④ 木花佐久夜毘売
⑤ 海幸彦・山幸彦
⑥ 豊玉毘売と鵜葺草葺不合命
⑦ 神武東征

③
ニニギ

⑤
ホオリ

ウガヤフキアエズ

⑦
カムヤマトイワレビコ
（神武天皇）

図1

②
アマテラス

④
コノハナサクヤヒメ

トヨタマヒメ
タマヨリヒメ

ツクヨミ

ホデリ

⑥

【神々の系図】

古事記・日本書紀に記された宮崎ゆかりの物語 ～日向神話～

日本書紀が編さんされて 1300 年に当たる 2012 年～ 2020 年まで、９年間をかけて記紀編さん 1300
年記念事業というものに取り組んでいるというわけです。図３が事業の構想時に、基本構想というか
たちで組み立てた概要です。狙いや４つの視点が書いてあります。なかなか県民でも知らない場合が
多いものですから、こういった貴重な財産、宝がたくさん県内に残されているということをまずは県
民自身が再認識をし、郷土に対する愛着や誇りを深めていただくと。また、そういったものを次の世
代に伝えていくことで、地域の活性化や振興につなげていきたいということがひとつ、それから県内
外に向けて情報発信して誘客のための事業にも取り組み、観光経済の活性化につなげていくと、こう
いったことを狙いとして事業に取り組んでいます。
具体的な事業の内容になります。だんだん横道にそれていきますので、事業の詳細の説明は割愛し
ますが、まずはこの１枚目 〔図 4-1〕 が、県民に知ってもらうための取り組みということで、リレー
講座やフィールドワークといった「県民大学」と呼ぶ取り組みや、学校を訪問して出前授業を行う記
紀みらい塾、それから後ほど紹介させていただく神楽シンポジウム、こういったものに取り組んでい
ます。
次は主に県外向けの取り組みということで、認知度を上げ、ブランドイメージの向上のために取り
組んでいる事業です〔図 4-2〕。神楽に関するものは後ほど説明しますが、県外大学との連携講座や神
楽公演、シンポジウムといった取り組み、それから YouTube で「【美しき日本】宮崎」と検索して
いただくとご覧になれますが、河瀨直美監督にお願いをして映像を作成しました。あとはお手元のパ
ンフレットやホームページ、Facebook などによる情報発信などに取り組んでいます。
そういった取り組みを通じて目指す姿ということで、４つほど挙げています 〔図５〕。次世代への継
承、県民総語り部化、ブランドの定着、地域活性化ということですが、特に重点的取り組み事項とし
て、平成 32（2020）年の国民文化祭の本県での開催ということを当初掲げまして、おかげさまで内
定をいただき、2020 年に本県で国民文化祭が開催されます。
そしてもうひとつ、ようやくここで今日の本題につながっていくわけですが、この事業を取り組む
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記紀編さん１３００年記念事業について

宮崎県は、古事記や日本書紀に描かれた日向神話の舞台です。
この事業は、県民一人ひとりが、本県特有の神話や伝承などオンリーワンの資源（宝）に
向き合い、再認識し、その磨き上げや情報発信を行うことにより、地域活性化や将来の県
づくりに繋げていく取組です。

ねらい

①みやざきの宝の再認識
②新たな県づくりに向けた県民の力の結集
③県内外への情報発信と観光交流の活発化

平成２４年から平成３２年
までの９年間

① 文化資源の掘り起こし、再認識、保存及び整備

４つの視点

【現状・課題】
・ 神話・伝承の宝庫
・ 県民自身が知らない
・ わかりにくい
・ とっつきにくい
・ 有効に活用されていない
・ 記紀ゆかりの県等との連携

事業期間

② 県民の知る機会、触れる機会の創出
③ 観光誘客
④ 多様な分野での活用促進

図３

記紀編さん 1300 年記念事業について

「神話の源流みやざき」としてのブランド定着に向けた取組
Ⅰ 県内における知る機会、触れる機会の創出

県民に知ってもらう

1

神話のふるさと県民大学

（1）リレー講座

・県内外の講師陣による連続講座
・県内３大学（宮崎県立看護大学、宮崎大学、宮崎産業経営大学）
との共同実施

（2）フィールドワーク（リレー講座特別編）

・実際に神話ゆかりの地を訪ね、関係者による講座を実施

（3）神話のふるさと講演会

・著名人や有識者を招いての講演

２

【宮崎県立図書館リレー講座】

記紀みらい塾

・ 神話や古墳などをテーマとした小中高校生向けの出前講座

３

神楽シンポジウム・古墳講座

（1）九州の神楽シンポジウム

・ 神楽をテーマとした基調講演と「九州の神楽」公演
・ 神楽公演：県内２団体 県外２団体（長崎県・島根県）予定

（2）古墳講座

・ 畿内王権と本県のかかわりをテーマとする連続講座
・ 宮崎市、西都市、高鍋町の３箇所で開催

図 4-1 「神話の源流みやざき」としてのブランド定着に向けた取り組み ①

Ⅱ 県外におけるブランドイメージの向上

認知度をあげる

1
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旗を掲げる

（1）オリンピック開会式での「天岩戸開き神話」の再現

【記紀みらい塾】

（1）九州の神楽シンポジウム

・ 神楽をテーマとした基調講演と「九州の神楽」公演
・ 神楽公演：県内２団体 県外２団体（長崎県・島根県）予定

（2）古墳講座

・ 畿内王権と本県のかかわりをテーマとする連続講座
・ 宮崎市、西都市、高鍋町の３箇所で開催

【記紀みらい塾】

Ⅱ 県外におけるブランドイメージの向上

認知度をあげる

1

旗を掲げる

（1）オリンピック開会式での「天岩戸開き神話」の再現
・ オリンピック組織委員会等への要望
・ 国立能楽堂（東京都）での神楽公演（椎葉神楽）

（2）神楽のユネスコ無形文化遺産への取組

・ 東京都（國學院大學）での神楽シンポジウム（西米良神楽）
・ 県内での神楽シンポジウム・神楽公演

（3）世界文化遺産への取組（古墳・古墳文化）
・ 県内でのシンポジウム

２

【大阪大谷大学での連続講座】

オピニオンリーダー、
神話に関心の高い層へのアプローチ

（1）県外大学との連携講座

・日向神話、神楽、古墳等に関する連続講座、オープン講座
（國學院大學、早稲田大学、東海大学、大阪大谷大学、西南学院大学）

（2）県外イベント・情報発信

・ 九州国立博物館（福岡）における「みやざきの神楽」の展示
・ 関西（奈良県橿原）での神楽シンポジウム
・ 首都圏女性誌とのタイアップ

３

ブランドイメージを高める素材の制作

（1） 河瀬直美監督による映像制作
（2）「みやざきの神楽」を紹介するパンフレット

【河瀨直美監督プロモーション映像制作
「美しき日本 宮崎」】

等

図 4-2 「神話の源流みやざき」としてのブランド定着に向けた取り組み ②

① 次世代への継承
４つの視点から
施策展開

目指す姿

② 県民総語り部化
③「神話の源流みやざき」ブランドの定着
④ 地域活性化

■ 平成３２年国民文化祭の本県開催
■ ユネスコ無形文化遺産、世界文化遺産を目指した
文化資源の磨き上げ（みやざきの神楽、西都原古墳群等）

重点的
取組事項

図5

記紀編さん 1300 年記念事業の重点的取り組み事項

58

神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取り組み（米良）

中で神楽のユネスコ無形文化遺産、それから古墳の世界文化遺産を目指した文化資源の磨きあげに取
り組んでいきましょうということで、今、私どもは神楽についていろいろな取り組みを進めていると
いうことです。先ほどからお話ししている日向神話の中に天岩戸開きというものがありまして、それ
を具現化したものとしての神楽というものもあります。もちろん、神楽の保存継承や調査研究、そう
いったものには従来から取り組んできているわけですが、この記紀編さん記念事業を契機として、世
界を目指してちょっとギアを切り替えて取り組んでいき、その先にある神楽の保存継承や地域の活性
化につなげていこうということです。

２.

神楽に関する取り組み

最初に申しあげました通り、私どもは知事部局と教育委員会で連携をして取り組んでいますが、ま
ず主に私どもで担当している情報発信的な部分について、ご説明をさせていただきます。
（1）東京オリンピック・パラリンピック開会式での神話の採用
まずひとつ目、東京オリ・パラ開会式での神話の採用と書いてあり
ます。お手元に配布した『日本の神話を世界へ』というパンフレット
をご覧いただき〔図６〕、１枚おめくりいただくと「宮崎県からの提案」
ということで、神話、特にそれを具現化した神楽について東京オリ・
パラ開会式で採用してほしいという内容になっています。東京オリ
ンピック・パラリンピックでは、世界中からたくさんの方々が日本
を訪れることになると思います。世界の方々にこういった日本の素
晴らしさを伝える絶好の機会となります。神話はまさに日本の始ま
りの物語だと思っていて、特に神楽の演目としても引き継がれてい
る天岩戸開き神話、これは闇夜に光を取り戻すという物語ですので、
大震災などで被害を受けた方々に希望の光を届けるということと、新

図 6 『日本の神話を世界へ』

しい一歩を踏み出した、また踏み出そうとしている日本の姿を世界に発信する最もふさわしいテーマ
のひとつであるということで、ぜひこういったものを採用してほしいと、この提案書を片手にオリン
ピックの組織委員会や国や関係機関を回っているところです。
それから全国知事会の動きとして、現在宮崎県の河野知事が全国知事会のスポーツ・文化・観光プ
ロジェクトチームのチームリーダーを仰せつかっています。この中でもオリ・パラの開催効果を全国
に波及していくべきだという考えの下、日本各地に伝わる神話、伝承、歴史的文化財について、開会
式などでぜひ採用していただきたいということも要望活動しているところです 〔図７〕。
【１】 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催効果の全国への波及
（３） 大会における多様な日本文化・地方文化等のアピール
文化プログラムや大会開会式等において、和文化の象徴的存在である「きもの」や生け花・盆栽、
地域の祭り、神楽やアイヌ古式舞踊などの伝統芸能をはじめとする国指定重要無形民俗文化財
など、日本の伝統文化を発信する場を創設すること。
特に各地に残されている神話・伝承・歴史的文化財について、我が国の発祥や東日本大震災
や熊本地震等からの復興を世界にアピールする観点から、開会式セレモニー等に採用すること。
図7

スポーツ・文化・観光振興施策についての提言（抜粋） 全国知事会
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（2）みやざきの神楽

県外公演

―ユネスコ無形文化遺産登録等に向けてのアピール活動
次に２つ目、神楽の県外公演です。本県ではユネスコに向
けたアピールはもちろんですが、先ほどのオリンピック・パ
ラリンピックの関係、それから神楽の認知度向上やファンの
拡大、そういったさまざまな思いを込めて、県外において
神楽公演を行っています。今年度は県主催のものだけで４
図8

国立能楽堂での公演、椎葉（向山日
添）神楽（平成 29 年 10 月 26 日）

つの公演を行いました。これは国立能楽堂での公演です 〔図
8~10〕。昨年度、自治体主催としてはじめて国立能楽堂で神

楽の公演を開催させていただきましたが、今年も 10 月 26
日に開催しました。定員の３倍を超える 2,200 人くらいの
お申込みをいただき、大きな関心を持っていただいているの
かなと思っています。
今日お越しいただいておりますが、國學院大學の小川直
之先生に全体のコーディネートをお願いしており、旅の文化
図9

国立能楽堂での公演（同上）

研究所の神崎宣武先生に基調講演をいただき、その後に宮崎
県椎葉村に伝わる向山日添神楽の公演をご覧いただいていま
す。来場者も一緒に舞に参加できるような趣向も行ったとこ
ろ、最後は大変大きな、鳴りやまないぐらいの拍手をいただ
きまして、来場者の声をいろいろとお聞きすると大変好評い
ただいているものと感じています。
どの公演もそうなのですが、神楽は伝統芸能でありなが
ら、その前に神事ということがありまして、見せ物ではない
というご意見をいただいたりもします。ですからそこには十

図 10

国立能楽堂での公演（同上）

分気を遣いながら、可能な限り本物に近いかたちで神楽を見
み こ う や

てほしいということで、御神屋などと言われる舞場もしっか
り作り込んで、時間も３～４時間という時間を確保して、で
きるだけ本物に近いかたちで見ていただく、神楽を体感して
いただくということを考えながらやっているところです。
これは國學院大學での神楽公演です〔図 11~13〕。今年で３
年目になります。西米良村の小川地区、越野尾地区の神楽を
図 11 國學院大學（東京都）での公演
米良神楽（平成 29 年 10 月 8 日）

見ていただきました。また、ユネスコを目指していく中で全
国の神楽関係者との連携を深めていく必要があろうというこ
とで、今、特に九州内での連携をさせていただいています。
九州の中では福岡県や大分県をはじめ連携させていただいて
いますが、はじめて九州外での合同公演ということで、福
岡県の京築神楽にも神楽をご披露いただいたところです〔図
13〕。

図 12 國學院大學での公演（同上）

これは奈良県橿原市のかしはら万葉ホールでの公演で、昨
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年に続き２回目の取り組みとなりました〔図 14・15〕。奈良
県は古事記・日本書紀の事業ということでは、私どもよりた
くさん事業をやっておられる先輩格なのですが、記紀つなが
り、それから神武東征ですね、日向、美々津を出発して、橿
原にたどり着いて即位されたという神武天皇つながりという
こともあり、さまざま連携をさせていただいています。関西
の方々にも宮崎の神楽を見ていただきたいということで、取

図 13

國學院大學での公演
（福岡県）

り組んでいる事業です。

京築神楽

これは、福岡県太宰府市にある九州国立博物館での神楽
公演です〔図 16〕。こちらは今年で５年目を迎えました。神
楽の舞場などを２週間程度、図 17 のようにエントランスに
展示させていただき、最後の２日間に神楽の公演を行うとい
うものです。こちらは宮崎県と福岡県、大分県、３県合同で
の事業ということで取り組んでいまして、最後の２日間は約
10 時間にわたり神楽をご覧いただいているというイベント

図 14

になっています。

かしはら万葉ホール（奈良県）
での公演、高原の神舞（狭野神楽）
（平成 29 年 11 月 19 日）

（3）県外大学との連携講座
３つ目、これは県外大学との連携講座ということで挙げて
います〔図 18〕。私どもは従前より、神話を中心に東京の大
学との連携講座を開設させていただいているのですが、この
１～２年でしょうか、神楽もテーマとして取り入れて、神楽
についても首都圏の方々に学んでいただくということで取り
組んでいます。それから西南学院大学とありますが、これは

図 15

かしはら万葉ホールでの公演（同上）

福岡の大学で、今年はじめて福岡においても上野誠先生 （奈
良大学） などにもお越しいただきまして、神楽をテーマとし

た講座を行いました。
（4）九州の神楽シンポジウム
そしてこれが最後になりますが、九州の神楽シンポジウ
ムということで、今年度で３回目の取り組みになります 〔図
19〕。これは宮崎で開催しているシンポジウムです。県民自

身が神楽の意義や価値を見つめ直す機会とし、そして神楽の

図 16

九州国立博物館（福岡県）での公演、
諸塚（南川）神楽
（平成 29 年 9 月 9 日～ 10 日）

魅力を県内外に発信すると、こういったことを目的として開
催しています。またこの後、野添から説明があると思います
が、九州の神楽団体とのネットワークづくりにも資するとい
うことで、開催しているものです。県内の神楽団体や行政の
担当者といった主に関係者向けのシンポジウムと、一般県民
向けの神楽公演の２部構成となっています。
図 17
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九州国立博物館での公演（同上）

（1）國學院大學 『日向の神話と神楽（全５回）』

・第１回「神楽に見る岩屋戸開き」 小川直之氏 （國學院大學教授）

・第２回「椎葉神楽を知る」 前田博仁氏 （宮崎民俗学会副会長）

（2）早稲田大学 『みやざきに息づく神話と神楽を感じる

神話の源流～はじまりの物語～ （全４回）』

・第１回「神楽と神楽－天岩屋戸神話と岩戸開きを中心に－」小川直之氏 （國學院大學教授）
・第２回「日本の神楽の中の「みやざきの神楽」」大石泰夫氏 （盛岡大学教授）

・第４回「記紀の物語とみやざきの神楽歌」大館真晴氏 （宮崎県立看護大学教授）

(3) 西南学院大学 『東アジアの歌唱文化からみる宮崎の神話と神楽 （全１回）』
・講師

図 18

上野

誠氏（奈良大学文学部教授）・金縄初美氏（西南学院大学国際文学部教授）・

大館真晴氏（宮崎県立看護大学教授）

県外大学との連携講座

こちらは昨年度、今年の３月の様子です 〔図 20〕。今回お世話になっております久保田室長にもご
登壇いただきました。ありがとうございました。パネルディスカッションでは小川先生にコーディ
ネータをお願いしまして、
「九州の神楽の演目と神話」と題して、九州各地に残されている神楽の継承、
形態や演目の状況、さらに今後に向けての課題などについて議論をいたしました。
そして九州神楽の公演ということです。九州各県のご協力もいただきながら、福岡県の豊前神楽、
しろみ

それから大分県の御嶽神楽にご来県いただきまして、さらに本県の椎葉神楽、銀鏡神楽と合わせて４
つの神楽をご覧いただいたところです。２日間を通じて、九州の神楽といえどもそれぞれ特徴があり、
多種多様であるなということを改めて再認識する機会となりました。800 名ぐらいの来場者があった
わけですが、それぞれの神楽関係者のみなさま自身が、刺激を受けることができたシンポジウムになっ
たものと考えています。
今年度も開催を予定しています。年明け２月に宮崎でご覧のようなかたちで開催をいたします。こ
れもお手元にチラシのコピーを入れていますが （割愛）、中西進先生にご講演をいただいたり、また既
にユネスコ無形文化遺産になっている島根県の佐陀神能にもご来県いただく予定にしていますので、

神楽シンポジウム（平成 27 年度〜）

宮崎県をはじめ全国に伝わる神楽について、その意義と価値を見つめ 直し、今後
取り組むべき課題について明らかにするとともに、その魅力を県内外に発信する
ことで、神楽の保存・継承とユネスコ無形文化遺産登録につなげることを目的に、
九州各県と連携して宮崎で開催

開催時期

毎年度、２〜３月の２日間
・第１日 主に市町村担当者や神楽保存団体等の神楽関係者を対象
・第２日 上記に加え、一般県民等も対象

概

宮崎・九州・全国それぞれの神楽の特色や歴史、保存継承の現状や
課題等について、有識者・神楽研究者・神楽保存団体等関係者などに
講演及びディスカッションいただくとともに、九州を中心に全国の
神楽の公演を行う。
① 基調講演 ② パネルディスカッション ③ 神楽公演

要

図 19

神楽シンポジウム
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少し遠いですが、お越しいただいて見ていただければ
幸いに思います。
最後に宮崎の神楽情報ということで、ホームペー
ジ、Facebook 等のアドレスを掲載しています〔本文末〕。
一番下は教育委員会で作成をしているもので、今、調
査・記録保存をしているものを映像としてもご覧いた
だけるようなかたちになっていますので、ぜひご覧い
ただければと思います。

図 20

私ども知事部局では、このようなかたちで神楽に関
する取り組みを行っています。この後、お話をいたし
ます教育委員会の取り組みと相まって、ユネスコ無形
文化遺産への掲載、そしてその先にある神楽の保存・
継承や地域の活性化につながっていけばと願っている
ところです。それでは、ここで文化財課の野添にバト
ンタッチしたいと思います。ありがとうございまし
た。

図 21

図 22

図 23

図 20
図 21
図 22
図 23
図 24

神楽シンポジウム 2017（3 月 10 日・11 日 宮崎市）
神楽シンポジウム 2017 公演 豊前神楽（福岡県）
同 御嶽神楽（大分県）
同 椎葉神楽（宮崎県）
同 銀鏡神楽（宮崎県）
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図 24

野添和洋

みなさん、こんにちは。宮崎県教育庁文化財課の野添と申します。それでは、引き続き文

化財課の取り組みについて説明いたします。内容が盛りだくさんになりすぎて、少し駆け足になるか
もしれませんが、よろしくお願いいたします。

３

みやざきの神楽魅力発信事業について

こちらは 2020 年までのロードマップです〔文末資料 1-7〕。左に３つの事業内容があり、右が目的
になっています。簡単に言いますと、このユネスコ無形文化遺産の登録はあくまで手段ということ
で、実際この「ユネスコ登録」を冠につけることによって 1,000 万円規模の事業費をいただいている、
知事の肝いりの事業でもあります。究極の目的は宮崎の神楽の保存・継承、ひいてはふるさと宮崎の
再発見、地域の絆づくりと活性化というところを見据えて、この事業を展開しているところです。
（1）神楽の調査研究および記録保存
１つ目の事業内容、神楽の調査研究および記録保存
について説明いたします 〔以下、文末資料１レジュメ参照〕。
この事業は平成 25 年度に県内外の研究者、そして地
域の有識者からなる「みやざきの神楽魅力発信委員会」
を発足することからスタートしています。顧問は中西
進先生、そして委員長が國學院大學の小川直之先生で
す。実際にさまざまな助言をいただき、調査にも一緒
に行っていただくことでご協力をいただいているとこ
図 25

高千穂神社の古文書の
調査をする大館委員

ろです。
現地調査
調査には２つの種類がありますが、１つ目が現地調
査です。大体２～３時間ぐらいの時間を要するわけで
すが、神楽面、衣装、古文書等の記録撮影を行います。
古文書が多い保存会もあり、そういった保存会につい
てはまた別日に追加調査というかたちを取る時もあり
ます。

図 26

神楽面の調査をする小川委員長

次に調査の後半ですが、聞き取り調査ということで、
レジュメに挙げているような内容についていろいろと
お話を伺っています。神楽に関する基礎的な情報を伺
うだけではなくて、保存会ではさまざまな悩み、特に後
継者問題についてよく口にされます。また高齢の方々、
年輩の方々は昔の話を楽しそうに話してくださいます
〔図 27〕。実際の現地調査の記録が文末資料２にあります

が、この記録を元にして「神楽概要書」を作成し、こち
図 27

らはホームページに掲載をしています 〔図 28〕。
高千穂（浅ヶ部）神楽の聞き取り調査
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実際聞き取りの中でさまざまな悩みを聞くわけです
が、その場で私たちが情報提供できることについては積
極的にお話ししています。いくつかその事例を紹介した
いと思います。保存会の方がよく口にするのが後継者問
題なのですが、宮崎県には文化財愛護少年団という 52
団体の少年団があります。この少年団に加入すると県の
補助金〔文末資料３〕 を活用できます。また、小学校や
中学校単位で加入する場合もあって、保存会が学校教育
と連携しながらうまく継承活動を進めていけるというメ
リットがあります。今年度の実績として、神楽に限って
いえば４つの少年団の加入がありました。
そのほか、夜神楽奉納が困難というお悩み、こちらは
後ほど詳しく説明したいと思います。今は日神楽なんだ
けれども、演目数を増やして夜神楽を復活したいという
団体がありまして、こちらは文化財課が製作した神楽の
動画を活用していただいているところです。

図 28

椎葉（嶽之枝尾）神楽の神楽概要書

また、道具を買う予算がないという団体には県の補助
金を紹介しています。この補助金は単に用具整備だけで
はなく、後継者育成や記録保存についても２分の１の助
成をしています。調査は国指定からスタートしています
が、現在、現地調査が 88 ヶ所終了し、県指定まで終わ
り、市町指定に入っているところです。
演目調査
次に２つ目の調査は演目調査です。こちらは神楽大祭
当日に、神事や全ての演目についての調査をするもので

図 29

椎葉（尾前）神楽の演目調査
をする中西顧問

す〔図 29〕。文末資料４に記録が掲載してあります。演
目調査については採り物、衣装、舞の特徴はどうなのか
といったことを細かく記録しています。それに伴って
委託業者と一緒に行き、記録保存をしています〔図 30〕。
映像の撮影編集の方針については、小川先生をはじめと
する委員の先生方にご助言をいただいています。まず舞
手の動きが正確に記録できるように固定カメラで全身を
撮影。そして、今だんだんと省略されつつある唱教や神
楽歌、そして廃れつつあるせり歌を、マイクを別置して
しっかりと採録するということを進めています。神楽の
準備から神事、道行き、全演目となると大体 20 時間に
及びます。
その後の編集については、２時間版と 15 分版を作成
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図 30 映像による記録保存
（固定カメラ・マイク別置）

しています。２時間版は神楽の概要、そして演目ごとの解説をつけ
ています。解説文は保存会、そして地域委員の協力を得て作成して
います。映像の使用については保存会の承諾を得ており、著作権の
管理については宮崎県が行って進めています。
映像の活用ですが、まず 20 時間のノーカット版については、保
存会に無償で寄贈しています。ダイジェスト版については県総合博
物館、県立図書館で閲覧できるようにしています。また、県文化財
課と県庁のホームページに掲載しています。特にここ数年、神楽に
対する関心が高まっていることが分かるのですが、アクセス件数が
伸びてきています。文化財課のホームページには英訳もつけてあり
【神楽動画アクセス件数】
平成 26 年度（1524 件）
平成 27 年度（2330 件）
平成 28 年度（7361 件）
平成 29 年度（9548 件）
※ 11 月末現在

図 31

県文化財課ホームページ

と動画のアクセス件数

ます。先日、民俗芸能学会で外国の方とお会いした時に、大変役に
立っているという言葉をいただきました。
演目調査については、大体 11 月から 12 月にお神楽が集中してお
り、また予算が限られていますので、現在 39 ヶ所終了予定で、国
指定と県指定を並行しながら行っているところです。29 年度に黒不
浄で中止とありますが、椎葉では集落の方が亡くなると今でも神楽
を中止するというしきたりが残っています。

（2） 神楽のネットワーク化及び情報発信
次に２つ目の柱ですが、神楽のネットワーク化および情報発信についてです。
九州の神楽ネットワーク協議会
当初宮崎県が単独でこの事業を進めていたわけですが、なかなか単独では情報発信力が弱いという
こと、それと今のユネスコ登録の状況を見た時に、既に登録されているものに拡張登録されるという
ことです。委員の先生方からも連携を進めたほうがいいというご助言をいただき、まずは九州で協力
し、協議会を設立する運びとなりました〔文末資料５〕。活動内容については年１回の総会、ニュース
レターの発行、九州の神楽シンポジウムへの神楽公演への出演をいただいているところです。ニュー
スレター「九州神楽ねっと」の発行についてはサンプルが別資料に載せてあります〔文末資料６〕。昨年、
東文研の久保田さんにも登壇いただきまして、その要旨等が載せてあります。参加団体は 10 団体です。
この協議会設立までの経緯ですが、まず平成 28 年 2 月に準備会を行いました。これは第１回「九
州の神楽シンポジウム」と抱き合わせで行った
のですが、各保存団体の代表の方にパネルディ
スカッションに登壇いただきまして、保存・継
承についての情報交換をしたところです。そし
て、何といっても九州がひとつになったのは夜
の交流会です。九州各地の焼酎が並び、それを
飲み交わす中でみなさんひとつになり、結束が
図 32

固まりました。そして、平成 28 年 11 月に正

交流会「九州は一つ！」
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式に設立という運びになりました。高千
穂には夜神楽と日神楽の保存会があるの
ですが、これまで連合会のような組織が
ありませんでした。日神楽も含めた 30 団
体の協議会をこれに併せて発足しまして、
大変よい機会になったという意見を伺っ
ています。組織としては文化財課が事務

図 33

局、そして高千穂の代表の後藤宮司に会
長になっていただいています。この日も
結束を固めるために神話のふるさと高千
穂の地で焼酎を飲み交わして、さらに九
州がひとつになりました 〔図 32〕。
子どもに伝える・民俗芸能体験事業

図 34

次に子どもに伝える・民俗芸能体験事業について
です。これは県内 52 ある文化財愛護少年団が、その
ほかの地域の子どもたちとの交流を図るために、午前
中に文化財課主催の民俗芸能体験交流会を行っていま
す。こちらは高千穂の神楽の「岩潜」という演目を体
験している子どもたちの様子です〔図 33〕。そして古

図 35

代服でマイクを持っているのが私です。一応「ノゾエ
ノミコト」という名前で呼ばれています。午後からは
各県内地域で市町村主催の郷土芸能大会を行っていま
す。そちらに文化財課が派遣する少年団をゲスト出演
させていただきます。私、元々小学校の教師なのです
が、以前勤務していた村所小学校の子どもたちにも神
楽体操を披露してもらいました 〔図 34・35〕。

図 36

「ど
それでは子どもたちの感想を一部紹介します。
この地域にも伝統芸能があるんだなと思った」「教え
るのは難しかったけど交流できて良かった」「みんな
にこれからも広めたい、そしてこれからも続けたい」
「とてもいい経験になった」「いろんな地域の伝統芸能
を見れて良かった」
「大勢の人が見てくれてうれしかっ
た」「緊張したけど、なんかやってるうちにだんだん
楽しくなった」というような感想が寄せられていま
す。

図 37
図 33
図 34
図 35
図 36
図 37
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高千穂（上田原）神楽の演目「岩潜り」を
体験する児童（平成 27 年度、門川町）
「神楽体操」を披露する村所小文化財愛護少
年団（西米良村）の児童
「神楽体操」を教える村所小文化財愛護少
年団（平成 28 年度、延岡市の交流会）
狭野神楽文化財愛護少年団（高原町）
平成 29 年度、小林市の交流会

県総合博物館の民家園神楽公演
次は県総合博物館の民家園神楽公演についてです。県民の方にとって身近な博物館で、年に１回こ
ういった催しをしています 〔図 38・39〕。普段の例大祭とは違って、保存会の方に解説をしていただ
いたり、演目も代表的なものをダイジェストで見られるという良さがあります。神楽公演の実績です
が、主に宮崎市近郊の神楽に出演していただいていますが、観覧者数も増え、年々神楽に対する関心
が高まっていることが分かります。
『みやざきの神楽ガイド』の発行
次に『みやざきの神楽ガイド』の発行についてです。県民の方であまり神楽を知らないという方
も多くいらっしゃいますので、何とか県民の方にも知ってもらいたい、そして神楽を支えていただき
たいという目的で、分かりやすいガイドブックを作成しました 〔図 40 左〕。執筆者は委員会の先生方、
そして九州の研究者の方にも協力をいただきました。内容は、前半が大学の先生方に宮崎の神楽の価
値づけをしていただいて、後半はいろいろな神楽の紹
介、そして神楽の基礎的な知識についての内容になっ
ています。こちらは地元の出版社ですので、東京の書
店には並んでいないわけですが、ISBN コードを使って
購入していただけるとありがたいです。また、民俗芸
能のガイドブックも市町村の教育委員会の協力を得て
図 38

平成 28 年度民家園神楽公演

高鍋神楽

作成しています〔図 40 右〕。こちらは残念ながら販売は
していませんが、できれば近々ホームページに掲載し
たいと考えています。
知事とのふれあいフォーラム
次に「知事とのふれあいフォーラム」についてです。
この事業は、保存会の特に若い方々の思いを知事に届
ける必要があるだろうということで開催しました。神
楽の若手の舞手 10 名と、知事が意見交換をしました〔図

図 39

41〕。はじめに私から県の神楽の取り組みや宮崎県の神
平成 27 度

船引神楽

演目「箕取り舞」

楽の特色について簡単に説明した後に、自分が神楽を
始めたきっかけや、神楽のどんなところが好きなのか、
これからどう神楽と向き合っていきたいのか、保存会
はどうあるべきなのかといったことについて、いろい
ろと意見交換をしました。
その内容をいくつか紹介します。
「50 年後も続けてい
くことが保存会の目標」「地域のつながりが大事、その
まま残していきたい」「知識など文化財的な視点もしっ

図 40 『みやざきの神楽』ガイド（H28、鉱脈社
1,500 円、ISBN 978-4-86061-6557）と
『みやざきの民俗芸能』（非売品）

かり継承したい」「ベテランのケアが必要」「神話を教
えたらどうか」「学校をなくしてはいけない。まず、仕
事がないといけない」「神楽を好きになることが一番大
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事なんだ」
「先人の教えを後世につなげないといけない」
「神楽 33 番全て笛・太鼓をマスターして後輩に教えた
い」「自分の神楽だけでなくて全県的に盛り上がってほ
しい」「成し遂げる力が芽生えた」。また、ひとりだけ
参加していた女の子は、中学生までしか神楽を舞えな
ほうり

いということで、「将来は祝 子にはなれないんだけど、
今のうちだけは精いっぱい神楽を舞いたい」というよ
うな意見を述べてくれました。
民俗芸能大会椎葉大会
次に民俗芸能学会椎葉大会についてです。今年の 12
月初めに開催されたものですが、研究者の先生方に宮
崎の神楽を知っていただくために、当初この委員会が
始まった時から全国レベルの学会の誘致を目標にして
おり、椎葉村に手を挙げていただいて実現しました。
内容としては研究発表、渡辺伸夫先生 （椎葉民俗芸能博物

図 41

館神楽研究所） の基調講演、そしてシンポジウムとなっ

意見交換する神楽の若手の舞手と
河野宮崎県知事

ています。学会が終わった後には夜神楽見学があり、
椎葉神楽の素晴らしさを堪能していただいたわけです。
その中で松尾かぐら祭りの復活が 27 年ぶりに果たされたので、これについて少し紹介します。
以前、松尾中学校で、保存会の方が神楽を教えており、神楽がない地域の子どもたちも一緒に習っ
ていました。その松尾地区の３つの神楽はだんだん過疎化が進んで、もう日神楽しかできない、神事
しかできないというような状況でした。これを何とかできないかということで立ち上がったのが公民
館長と、以前神楽を習っていた子どもたち、現在の青年会です。連合会の会長がみやざきの神楽魅力
発信委員でもあり、この会長と教育長の働きかけもあったと聞いています。その日、実際に私も神楽
に足を運んだわけですが、３つの神楽を持ち寄り、さらに他地区の友情出演もあり、地元の太鼓も加
わってということで、大変素晴らしい祭りとなりました。今回は参加できなかった練習中の青年たち
が来年は出演するということですので、また来年もさらなる盛りあがりを見せるのではないかと期待
をしているところです。
（3）文化財の磨き上げ
それでは、３つ目の文化財の磨き上げについて説明
します。現在宮崎県には国指定無形民俗文化財が４つ、
そして国選択が３つあります。３つのうちの１つが米
良山の神楽です。これは本県で最初に国指定になった
銀鏡神楽の周辺に同系統の神楽があって、その調査が
今年度からスタートし、文化庁の調査官にも来ていた
だきました。そのほか昭和 53 年（1978） に国の選択に
なっている高鍋神楽〔図 43〕 ですが、こちらは５つの町
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図 42

松尾かぐら祭りに関する新聞記事
（宮崎日日新聞）

にまたがっているということもあってなかなか調査事
業が進まなかったわけですが、ある時私が総会に参加
した時に、ある長老の方から「どうしたら国指定にな
るんだ」という相談を持ち掛けられました。その際、
「調査事業を立ち上げて、報告書を仕上げないといけ
ません。そのためには５つの町が協力しないといけま
せん」という話をしました。その後、新しく町長に就
図 43

高鍋神楽（平成 30 年１月調査予定）

任した高鍋町長が関係者に呼びかけをし、調査事業を
立ち上げる方向に進んでいます。平成５年に国指定を
受けた諸塚神楽についても、今、報告書作成の進捗状
況について文化庁へ報告し、実際に昨年度は調査官に
も来ていただいて、神楽を見ていただいたところです
〔図 44〕。

また、国指定だけではなくて県指定もできるだけ増
やしていこうということです。高千穂町の隣町に日之
図 44

影町があるのですが、神楽というと高千穂がメジャー
諸塚（南川）神楽の演目調査
（平成 29 年 2 月）

で、影になってしまうようなイメージがあるのですが、
実際には日之影神楽は素晴らしく、いろいろな特徴的
な神事や演目があります。これを県指定にできないか
なということで審議会の先生方もおっしゃって、小川
先生に所見等の作成も依頼し、８月に県指定になりま
した〔図 45〕。

図 45

日之影神楽

演目あばれ神楽

（4）今後の取り組み
最後に今後の取り組みについてです。県内には神楽が 207 団体あります。今５年が経過したとこ
ろで、すべての調査が終了するまでにはあと５～６年かかるかもしれませんが、できるだけ長くこの
調査が続けられることを願います。また神楽だけではなくて、忘れてならないのはさまざまな民俗芸
能、こちらについてもしっかりと光を当てながら調査をしていきたいと考えています。
宮崎県は文化庁の祭り・行事調査事業をまだ実施していませんので、こちらも行っていきたいと思
います。それと先ほども国民文化祭のお話がありましたが、そういった文化祭があることを追い風に、
県民一緒になって、この文化の祭典を盛りあげていければということで、来年度は神楽の連続講座、
そして民家園の神楽公演を、回数を増やして実施し、現地の神楽を見にいっていただくということに
つなげられればと考えています。
また、調査をしていく中で、保存会の方がどういった工夫や努力をして保存・継承しているのかが、

70

神楽のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取り組み（野添）

少しずつわかってきている状況です。これについては、文末資料７に簡単にまとめているのですが、
そういったことを、宝の持ち腐れにしないように、できるだけ保存会の方、それは神楽だけでなくて、
さまざまな民俗芸能団体の方にも伝えることができたらと考えています。
最後に全国組織設立ということですが、記紀編さん室が、今後全国の神楽保存団体との連携を図る
ことを計画していますので、シンポジウムと協議会を抱き合わせで開催することで、協議会に参加し
ていただいて、連携拡大を図れればと考えています。
ご清聴ありがとうございました。

みやざきの神楽情報
神話のふるさと みやざき ホームページ

www.kanko-miyazaki.jp/shinwanafurusato/
神話のふるさと みやざき Facebook

www.facebook.com/shinwamiyazaki/
みやざき文化財情報

ホームページ

www.miyazaki-archive.jp/d-museum/mch/
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問題提起
久保田 裕道（東京文化財研究所 無形文化遺産部）
それでは、私のほうから問題提起ということでお話をさせていただきます。お手元の資料をご覧く
ださい〔資料１〕。午前中と午後、いろいろなお話を聞きましたが、どれも非常に貴重なお話で、特に
午後のお三方のお話は地域でどうやっているかという非常に具体的で詳細な、そして新しい取り組み
をされていたかと思います。本当ならもっと詳しくお聞きしたいところでしたが、非常にたくさんの
内容を一気にお話しいただきました。ありがとうございました。そんな訳で話があちこちにいきまし
たもので、それをまとめる意味で問題提起とさせていただいたのですが、実際書いてみたらかえっ
て問題が散らかるような気はしているのですが、思いついたままに申しあげて、そしてこの後コメン
テーターの俵木先生からもお話がありますので、また総合討議でいろいろな問題を考えたいと思いま
す。
（1）ユネスコ無形文化遺産の趣旨の理解
１番から５番まで簡単に挙げてみました。最初はユネスコの無形文化遺産の趣旨の理解ですね。こ
れは最初のお２人の話にあったようなことで、私も最近見た、ユネスコの無形文化遺産がいかに理解
されていないかという例を２つ挙げますと、日本経済新聞の裏一面に「私の履歴書」というものが連
載されていて、ちょうど１月が国立民族学博物館の館長をなさっていた石毛直道さんがずっと書かれ
ていたんですね。食文化を研究してこられた先生ですが、その最終回に「和食が世界文化遺産に」と
いうふうに書かれていて、あれっと思ったのですが、たとえ石毛先生が間違われたとしても日経がど
うしてそれを修正しないんだという、まずマスコミがそういうことに関心がないというのが非常に問
題かと思います。
私の息子が中学２年なのですが、たまたま使っていた国語の教科書を見ましたら、新聞の社説を比
較して読もうというコーナーがありまして、そこに２つの新聞、大手２紙が上がっていまして、そこ
に書かれていたのが「和食が無形文化遺産になった」という話でした。しかしどちらも、「うーん、
これは」というふうな書き方をしていました。あからさまに間違いではないけれど、基本的に全体的
に間違えているよな、という、２つともそうなんですね。これは別に無形文化遺産を学習しようとい
う単元ではなく、あくまで新聞の社説の論の組み立て方を学習しようという単元ですので、構わない
といえば構わないのですが、日本の中学生の何分の１かはそれを読んで勉強するということは、その
微妙に間違った解釈がきっと根付いてしまうのだろうなという危機意識を非常に持ちました。
そういう意味でユネスコの無形文化遺産の制度というものが全然宣伝されていない、マスコミが
そもそも興味を持ってくれないという、今日は神社新報さんが来ていらっしゃいますが、新聞社も、
NHK さんも１人来てくださるはずだったのが駄目になりまして、なかなか食いついてくれない。そ
れを言えば、大元である文化庁さんも、もっと宣伝していいのではないかという気がします。そういっ
たそもそものユネスコ無形文化遺産の趣旨の理解、これが十分ではないという点が第一の問題です。
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（2）日本の案件の課題
そして２番目に日本の案件の課題です。これも散々出ていますが、日本の案件をどういうふうに出
していくのか、どういうふうに出せばいいのか、あるいは出さないほうがいいのかという話ですね。
そこに４つばかり挙げていますが、今後の方針として、未審査案件をグルーピングして優先的に提案
するという、そういう方針が既に報道されている方針としてあります。それから、「生活文化」など
その他の案件も提案対象とするということで、茶道や華道といったものを挙げていく。そして、先ほ
どこれも話が挙がっていた緊急保護一覧、グッド・プラクティス、共同搭載という手段もいろいろあ
るよということ。それから日本の方針として、日本では国指定の重要無形民俗文化財からあげていく
ということがあるわけですね。そういった方法の問題が２点目としてあります。

（3）日本における無形文化遺産の保護の課題
そして、３番目に日本における無形文化遺産保護の課題ということで、実際にユネスコにあげるこ
とはともかくも、日本における無形文化遺産保護の課題がユネスコの問題とどう関わってくるんだと
いう議論もしなくてはいけないところだと思います。１つには、日本の文化財制度とユネスコの無形
文化遺産という政策の整合性の問題ですね。どこがどう違うのか、同じなのかという問題。それから、
特にユネスコのほうでは上がっているけれども日本の文化財保護制度の中には組み込まれていない分
野、口承による伝統および表現、自然および万物に関する知識および慣習等といった、微妙に風俗慣
習の中に入っている部分はありますけれども、ここも整合性の問題ですよね。日本の文化財制度に入っ
ていない部分をこれからどうしていくのか。韓国のようにその体系を変えてやっていくのか、しない
のか、その辺りの問題。
それから、２番でも挙げたように、これから生活文化なども考えていきますよと言っているのです
が、ではその「生活文化」の範囲、ジャンルは何ですかと。そもそも「生活文化」に関わる学会があ
るかというと、ないわけですよね。近いところで儀礼文化というジャンルもありますが、「生活文化」
の中の分類や定義はどうなっているのだという問題も出てくるわけです。
それからグルーピングと目録の問題。グルーピングをしようということに何となくなっているよう
な感じですが、ではどういうグルーピングをすればいいのか。今出ているものですと、多良間の豊年
しょどん し ば や

祭や奄美の諸鈍芝居、それから香川県の綾子踊、芸能ではその３つがありますが、これをどうグルー
ピングするのかといった時、では国内的にどういう分類があるのか。民俗芸能の分類は基本的に本田
安次が作ったものを文化庁も何となく踏襲していますので、そういうかたちでありますが、ではそれ
で本当に今後カバーできるのか。その他の分野はどうなのかということを、誰も考えていないのでは
ないか。
特に民俗芸能に関していえば、分類に対しての批判はこれまでもいろいろありましたが、こうした
ことを念頭に置いて、しっかり分類を考え直しましょうという議論には全くなっていかなかったわけ
で、ではどうしたらいいんだという。それ以外に、たとえば祭礼をとっても、では分類ができている
かといったら全くできていない。そういう問題があるわけです。その辺りは、研究者というものが関
与してこないという状況も問題です。また地域コミュニティに関わるような祭礼や民俗芸能はまだ分
かりやすいのですが、たとえば民俗技術や和紙といった、コミュニティに関わらないような無形文化
遺産をどう考えていくかというのも、１つ大きな問題であるかと思います。
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（4）国際的な課題はなにか
そして４番目、国際的な課題は何かということで、二神さんよりお話しいただいた部分が大きかっ
たかと思います。国際的に見て、日本が何を記載していくのかという話だけではなくて、日本が国際
的に果たすべき役割があるのか、ないのか。やらなくていいのか、どうするのかということ。それか
ら、中でも出ておりました国威発揚や政治的な利用への警鐘、これは民族アイデンティティとも関わっ
てきますので一概に言えない問題だと思いますが、そういった問題にどう関わっていくのか。そして、
そもそもの無形文化遺産の保護・活用の方法論というものを持っているのか。ユネスコ、あるいは海
外にその方法を出していく以前に、日本の国内で保護・活用というものを本当にしているのか。特に
民俗文化財、無形民俗文化財に関して、本当に保護をしているのかどうかという問題。
そして昨年から政府間委員会でも議題として取りあげられるようになったと聞いていますが、「無
形文化遺産の防災」ですね。東日本大震災を経た日本が大きな発言をするべきところだと思うのです
が、なかなか国内的にもそこは高まっていない部分ではないか、もっと発信してもいい部分ではない
かと私は思いますが、それはともかく防災に関しての課題。
（5）地域における価値
そして最後に、特に午後のお三方よりお話がありましたように、地域における価値ということで、
そもそもは伝承の維持活性化が一番の課題だということで、昨今の少子高齢化や後継者難の問題、そ
ういったものにどう関わっていくのか。先ほどのお話の中にもそれで調査をするとか、あるいは教育
委員会だけではなくて産業の担当部署あるいは観光など、いろいろな部署と連携をしていくというお
話がありました。そうやっていきますと地域コミュニティの活性化という課題も出てくる。そしてこ
れはちょっと違う話でありますが、地域遺産、国内でも最近出ている日本遺産というものがあります
し、あるいは地域独自の、たとえば遠野であれば遠野遺産という制度を作っています。今日は話題に
は上がりませんでしたが、そういったものとの関わり方もあるかと思います。
そして観光等の活用の是非。特にこれから文化財保護法が改正されるという話題が昨今出ていま
す。そして、オリンピック・パラリンピックを迎えるにあたって、観光、インバウンド、そういった
ものをどう考えていくのかという枠。そして、ネットワーク連携と書きましたが、三重県さんでも海
女文化を通して、ほかの県のほかの海女文化との交流、そして宮崎県さんでいえば九州での神楽を通
じた交流をされているわけで、そういったネットワーク連携への発展というものが当然考えられるわ
けです。そして情報発信、これもそうですね。観光や活用、継承に向けてもいろいろなかたちで情報
発信ができるということで、非常に大ざっぱにざっと挙げましたが、今回のユネスコ無形文化遺産の
問題というのはこうしたいろいろな部分に関わってくる、根幹となる問題だと感じています。
この後の総合討議でどれだけの話題を討議できるか分かりませんが、とりあえずまとめの問題提起
として、このような問題を挙げてみました。またみなさまからの問題提起をお待ちしております。ど
うもありがとうございました。
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■資料１（当日配布レジュメ）

資料

問

題

提

起
久保田裕道（東京文化財研究所無形文化遺産部）

１．ユネスコ無形文化遺産の趣旨の理解
・ユネスコ無形文化遺産への記載の意味
・ユネスコ無形文化遺産についての正しい広報
２．日本の案件の課題
・未審査案件をグルーピングし、優先的に提案
・生活文化などその他の案件を提案対象とすることも検討
・緊急保護一覧・グッドプラクティス・共同搭載という手段
・目録（インベントリー）の問題
３．日本における無形文化遺産保護の課題
・日本の文化財制度とユネスコとの整合性
・口承による伝統及び表現・自然及び万物に関する知識及び慣習等のジャンル
・生活文化についての課題
・グルーピングと目録（インベントリー）の問題
・研究者の関与
・職人など非地域コミュニティによる伝承の問題
４．国際的な課題はなにか
・日本の役割への意識
・国威発揚への警鐘
・無形文化遺産保護・活用の方法論
・無形文化遺産の防災
５．地域における価値
・伝承の維持・活性化に向けて
・地域コミュニティの活性化に向けて
・地域遺産としての活用
・観光等活用の是非
・ネットワーク連携の可能性
・情報発信の可能性
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総合討議（コメント）

総合討議

【コメンテータ】 俵木

悟 （成城大学 文芸学部）

【 パ ネ リ ス ト 】 二神 葉子 ・ 朴 原模・ 小濵 学 ・ 米良 勝也 ・ 野添 和洋
【コーディネータ】 久保田 裕道 ・ 今石 みぎわ

それでは、総合討議に入ります。はじめに成城大学の俵木悟先生から本日のコメントをお願いした
いと思います。よろしくお願いいたします。

コメント
俵木 悟

ただいまご紹介いただきました、成城大学文芸学部の俵木と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。みなさんのところにいった案内に、コメンテーターのところに「未定」と書いてあっ
て、誰がコメンテーターをするのか怪しく思っておられた方が多いのではないかと思います。恐らく
いろいろな人に頼んで断られて、結局こいつでいいやということで私になったのだろうと私は思って
いますので（笑）、基本的にはそんなテンションでお話ししようかと思っています。
今日はみなさんから、前半は主としてユネスコの無形文化遺産という制度のお話、それから後半は
三重県と宮崎県の具体的な無形文化遺産に向けた事例のお話ということでお聞きしました。多岐にわ
たる話ですので、私に一体どれだけ適切なコメントができるかというのは、ちょっと心もとないので
はありますが、一応話を聞きながら４点ほど考えました。
ひとつ事前に申しておきますと、ご存知の方も多いかと思いますが、実は私は元々ここの研究員で
して、みなさん、特に前半に話した人たちは、朴さんももう 20 年近く前からの知人ですし、基本的
には仲間だと思っています。とはいえコメンテーターですから、あまり予定調和を期待されるとなん
か癪なので、私は少し距離を置いて話をさせていただこうかなと思います。
（1）ユネスコ無形文化遺産保護条約以前の無形の文化遺産の保護
制度的なことに関しては、４点ほどお話を伺っていて考えたことがあります。まずひとつは、私は
基本的には、日本の無形文化財や無形民俗文化財の保護というものと、ユネスコの無形文化遺産条約
に従った保護というのは、根本的に違うものだと思っています。さまざまな問題が国内でも生じてい
るわけですが、そのかなり大きな部分は、あまりにも基本的なコンセプトの違う、２つの制度を直結
させようとするところから生じているような気が、特に最近しておりますので、その辺からコメント
させていただきたいと思います。
まず今石さんの発表の中で、日本が無形文化遺産の取り組みを主導的に進めてきたというお話があ
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りました。これは別に今石さんだけでなく、特に日本国内ではどこでも語られていることなのですが、
まずこれは、条件付きでしかそう言えないだろうなと個人的には思っています。というのは、日本が
無形文化遺産の保護条約というものを作ったり、その制度形成に関してかなり主導的な立場を果たし
てきたというのは間違いないのですが、私が調べた限りでは、そのような役割を日本が取るようになっ
たのは、ユネスコが無形文化遺産 （intangible cultural heritage）という概念を使い始める、1992 年以降
のことなんですね。
1993 年に無形文化遺産保護日本信託基金という基金を作って、ユネスコのさまざまな無形文化遺
産の保護や振興の取り組みを経済的にも支援してきたのは間違いないのですが、実はユネスコが無形
文化遺産という言葉を使う以前、1970 年代のはじめ、もっと言うと 1960 年代の終わりぐらいから
ですけれども、この制度に連なる一連の取り組みはもう起こっているんですね。1960 年代には主と
して著作権関連の問題で出てきますが、ベルヌ条約の中に、著作者が明確でない著作物を保護するた
めの条項を追加しようという議論がありました。それが一部の国からは、フォークロア （民俗） の保
護というかたちで言及されていたんですね。この問題に関連して 1970 年代の初頭に、ボリビアの政
府代表がユネスコに対してフォークロアを保護するということを要求して、それを受けてユネスコが
制度形成を進めていくと。こうして「フォークロアの保護」というかたちで進められてきた取り組み
があります。
これが 1980 年代に入ると、1982 年からユネスコの中で、「非物質遺産（non-physical heritage）」と
言われるようになって、80 年代はフォークロアの保護と非物質遺産の保護というのが併用されます。
そして 92 年から無形文化遺産の保護と言われるようになるんですね。この議論の流れというのは、
基本的に一連のものなのです。「無形文化遺産」という言葉が使われる以前の、フォークロアの保護
と呼ばれていた時代のユネスコの議事録等も、全部ホームページで公開されています。どなたでもご
覧になることができます。それを見ると、ほとんど全くと言っていいぐらい日本の政府代表は参加し
ていません。主として中心になっているのは、アジアではインド、それからアラブ諸国とアフリカの
国々、それとヨーロッパの北欧・東欧の国々が中心です。そういった前提の下に、最終的には 1989
年に、伝統的文化および民間伝承の保護に関する勧告というものが出ています。
フォークロアの保護と言っていたものが、最終的にそこに結実するわけですけれども、結局これが
あまり有効な役割を果たせなかったということで、もうちょっと強制力のある規制を作りましょうと
いうことで、無形文化遺産保護条約に向かっていくわけです。無形文化遺産という名前が使われるよ
うになってからは、確かに日本はリーダシップを取っていますけれども、それ以前のフォークロアの
保護というかたちで 20 年以上取り組まれてきたユネスコの議論に、ほとんど日本は貢献していない
わけですね。ですから、日本がこの考え方の先進国であるというのは、どうも少し条件つきで考えな
くてはいけないかなと思うところがあります。また、無形文化遺産という概念はフォークロアよりは
だいぶ広い概念になってはいますが、やはり無形文化遺産の保護の核心的なところに、フォークロア
の保護というかたちで進められてきたものがあるということは覚えておかないと、恐らく諸外国の理
解とずれてしまうのではないかなと思っています。その辺りは制度形成の歴史的なところで押さえて
おくべきかと思います。
（2）無形文化遺産とコミュニティ
それから２点目は、これも今石さんのお話にありましたけれども、コミュニティというものを重

96

総合討議（コメント）

視するという考え方です。ユネスコの無形文化遺産というのは、基本的にコミュニティの人々自身
が、これが自分たちの遺産であると認識するものが遺産であり、またその保護にコミュニティが積極
的に参加する、コミュニティが主体となって保護に取り組んでいくという考え方が根本にあるわけで
すね。ちょっと気になったのは、今石さんのスライドの中でコミュニティというのを「地域コミュニ
ティ」と書いていたと思うのですが、もとは地域という言葉は入っていないのです。コミュニティと
いわれてすぐ地域コミュニティと連想するのは、日本人独特の考え方なのかなと思っていて、1999
年に、スミソニアン協会（アメリカ） で会議があったのですが、その時に無形文化遺産に関わるいろ
いろな言葉の定義の検討が行われています。その中でコミュニティとして言及されているものがどう
いうものかというと、例えば indigenous group とか ethnic group、つまり先住民の集団とか民族集団、
それからクレオールというかたちで触れられていますが、移民集団などです。ですから、必ずしも一
定の地域に住む人々という意味だけではないわけですね。
ただ、いずれにせよそういうコミュニティが主体となって受け継いでいくと。ユネスコの無形文化
遺産の考え方というのは基本的にコミュニティ・ファースト、つまりどのように受け継いでいくかと
いうこと自体を、コミュニティが自分たちで意思決定するというのが重要なポイントになっていて、
行政的にはそれをサポートするというのが本来の在り方なわけですね。この辺りが、やはり日本の文
化財保護法における無形文化財や無形民俗文化財の保護の考え方と、やはり齟齬をきたしているので
はないかと個人的に思っています。
また、そのコミュニティというものを考える時に、これは恐らく近年の、90 年代以降の考え方だ
と思うのですが、何がその文化を担うコミュニティを決めるかというのが問題です。これはたとえば
条約の定義からも伺えると思います。条約の第２条に、「無形文化遺産とは、慣習、描写、表現、知
識および技術ならびにそれらに関する器具、物品、加工品および文化的空間であって」、そしてここ
が外務省の仮訳では「社会」と訳しているので、とりあえず社会と読みますが、英文ではコミュニティ
です。「社会、集団および場合によっては個人が、自己の文化遺産の一部として認めるものをいう」
とはっきり書いてあります。つまり、自分が遺産だと思うものが遺産だよと言っているわけですね。
少し飛ばしますが、その後に「当該社会」、この「社会」もコミュニティです。「当該社会および集
団に同一性および継続性の認識を与えることにより、文化の多様性および人類の創造性に対する尊重
を助長するものである」と。ここで同一性と日本語に訳されている言葉は「アイデンティティ」です
ね。コミュニティの定義の仕方、考え方にもいろいろなものがあって、たとえば言葉が同じであると
か、生活様式が同じであるとかありますが、この条約でいうコミュニティとは何かというと、基本的
にはアイデンティティの問題なんですね。つまり、「自分たち」というある種の自己認識を持ってい
る集団というのが、この無形文化遺産の主体としてのコミュニティであるというふうに考えられてい
るわけです。
これは恐らく文化人類学なんかで、民族的コミュニティを基礎づける概念としてエスニシティとい
うものが導入されて、要は、表面にあらわれる特徴よりもまずその人々自身の意識が問題なのだとい
うような考え方が定着してから、こういった考え方が広まってきているのだと思います。韓国の場合
は、それがかなり法律にも反映されているように思われます。韓国の場合は新しく作った法律におい
て「民族アイデンティティの涵養」というものが、文化財の保護の目的のひとつになっているという
わけです。
こういうことを考えた時に、では日本の場合はどうなんだろうというと、果たしてコミュニティの
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主体性やコミュニティの意思というものが反映されているのか。たとえば、何を無形文化遺産のリス
トに記載するかということから、それをどうやって保護・継承していくかというところに至るまで、
コミュニティの意思決定がどれだけ反映されているのかを、やはり私たちはきちんと考えなければい
けないと。
偶然なのかもしれませんけれども、今石さんと二神さんのお話を聞いていたら、おふたりとも日本
の無形文化遺産の保護の、特に代表一覧表への記載の決定の仕方は国家主導であると、トップダウン
であるとおっしゃっていました。もちろん最終的にはユネスコに出す提案書の中に同意書というもの
をつけるわけですね。そこに地元の人はサインを間違いなくしているわけですけれども、一体彼らが
どれだけ自分たちの主体性を持ってそこにサインをしているのかということを、やはり考えないとい
けないかなと。当たり前のように日本の場合は国家主導ですといわれていますが、これをユネスコに
聞かれたら一体どうするんでしょうと、ちょっと思うわけですね。これは明らかに条約の精神に反し
ていると思います。
つまり大きな話をすると、先ほど地域の具体的な実践例もありましたけれども、結局のところ誰が
無形文化遺産になりたいと思っているのかとか、誰が無形文化遺産というものを必要としているのか
という、すごく基本的な認識が問われないままになっているのではないかなということは、やはり気
をつけておいたほうがいいかなと思います。
（3）「代表」性の意味とその変節
それからもうひとつは、代表一覧表への記載ということが今日も大きく話題になっていました。代
表一覧表の代表という言葉、representative という言葉ですけれども、この言葉の解釈は実は非常に分
かりにくい。
「代表一覧表に記載されました」という時の「代表」とは、一体何を代表しているのでしょう、
ということです。これは私もかなり初期のころ、この研究所に勤めていまして、いくつか政府間委員
会にも出席しました。私がこういったことに関心を持っていた 2005 年ころに国際的な議論の中で言わ
れていたのは、その代表性というのは、今石さんの発表にもありましたが、基本的には「例示（example）」
なのであると。
つまり、ユネスコの無形文化遺産の代表一覧表というのは、決してリストに記載されているものだ
けが大事なのではなくて、それはあくまでサンプルとして、example としてそこに載っているわけで、
実際には似たようなものやそれに関連するものが、たくさん私たちの身の回りには存在しているとい
うことですね。リストに載っているのは、あくまでその中から代表として選ばれたものとして、そこ
に載っているんだよというかたちで、その代表性という概念は説明されていたと思います。そして何
を代表とするかは、コミュニティが自ら決定するものだと。つまり、その人たちが、これが自分たち
の文化の遺産の代表だと思うものを代表一覧表に載せるという、かなりシンプルな理解があったと思
います。だから逆にいうと、それについてひとつひとつ内容を精査して価値評価をすることはしない
という原則になっていたわけですね。
ところが、運用している間にこの代表性という概念が移り変わってくると。これはかなり早い時期、
2007 年の論文で佐野真由子さんという人が指摘していて、日本文化研究センターの論文集の中に入っ
ていますが、残念ながら英語で書かれているせいか、日本でこの論文に言及してあるのを私はほとん
ど見たことがありません。佐野さんはそれをこういうふうに説明しています。つまり本来の代表性と
いうのは、いま言ったようにあくまでも例示で、何を代表と考えるかは基本的にコミュニティなり、
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締約国に任されているという、これが初期の代表性の考え方だったと。ところが、だんだんそれが変
節してきて、代表リストは世界文化の多様性を適切に代表するものでなければならない、という考え
方になってくるんですね。
どういうことかというと、たとえばさっきの話の中にあったように日本、中国、韓国の東アジア３
カ国の無形文化遺産が代表一覧表の半分以上を占めるという状況は、果たして世界の文化の多様性を
正当に代表しているのかということになってくるわけです。明らかにおかしいと、ほかの国々にだっ
て多くの貴重な無形文化遺産があるはずなのに、言ってみればそれらが載らないで、特定の国のもの
がたくさん載っていると。そこでリストを「適正に世界の文化の多様性を代表するもの」とするため
に、逆に国際機関が積極的に介入して、バランスを取らなければいけないという議論になってくるわ
けですね。だから提案数に上限を設けたり、記載数が少ない国を優先すると。これは少し事情に詳し
い方なら、実は世界遺産のグローバル・ストラテジーとほとんど一緒だねということを、恐らく理解
していただけるのではないかと思います。
つまり、そのコミュニティなり、少なくとも条約の締約の主体であるそれぞれの国の意思決定から
離れて、国際機関としてのユネスコなり、政府間委員会なりが積極的に介入してバランスを取るとい
うかたちで代表性を維持するという考え方に、現在ではなっていると。日本はその考え方の変容に合
わせて、一生懸命グルーピングというかたちで対抗策、対応策を見いだしているわけです。今までの
ように、ひとつひとつを載せていくのでは数が多くなり過ぎて、そもそも審査をしてくれないという
ことになりますので、グルーピングをするということになるわけですね。
そうすると、これはある意味でユネスコが考える「世界の文化の多様性を可視化するリスト」とい
うかたちで代表一覧表を運用するために、…ここからはいろいろな意見があると思うのですが、今年
の７月でしたか。日本民俗学会のシンポジウムを京都でやった時に、「山・鉾・屋台行事」が主題に
なりました。その時に京都市の文化財担当だった村上忠喜さんという方がおっしゃっていたのです
が、「世界の多様性の可視化に貢献するために、国内では山・鉾・屋台行事という、ひとつひとつが
独特の特徴や個別性を持っていたものがひとまとめにされて、言ってみれば平板化された」と。要は
「同じもの」としてグルーピングされたわけですね。ローカルな多様性というものが、世界の多様性
を維持しなければいけないという考え方の中で犠牲になっているという見方をする人たちもいる。
まだ「山・鉾・屋台」の場合は、元々連合会があったり、あるいは技術や資材の調達などで利害関
係が比較的共通するところが大きかったと思うのですが、これがほかのものに及んでいった場合にど
うなるのかと。たとえばさっきちょっと話に出ましたが、恐らく甑島のトシドンの人たちと男鹿のナ
マハゲの人たちは全くお互いに見たこともないし、同じ伝統を受け継ぐなんていう意識は恐らく全く
持っていないわけですね。もしかしたら最近は交流があったりするのかもしれませんが。そういう人
たちが、これがひとつの伝統文化ですというかたちでユネスコに提案されることで、ローカルな文化
の多様性というものが平板化されていくという問題を、私たちはどう考えるかという面があると思い
ます。
（4）日本の文化財保護制度とユネスコ無形文化遺産保護条約
最後の４つ目ですが、特に前半にお話した方は「無形文化遺産というのは世界遺産の無形版ではな
いよ」ということをかなりはっきりおっしゃいました。これは確かに重要な考え方だと思いますが、
私は少なくとも一時期に比べれば、この誤解はだいぶ解けているだろうと思います。むしろいま非常
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に強く感じるのは、「無形文化遺産は、無形文化財や無形民俗文化財の世界版だよ」という考え方も、
これはかなり大きな誤解なのではないかと。根本的な問題として、ここの誤解を解かなければいけな
いのではないですか、ということを提案したいと思います。文化庁が、国内の無形文化財保護や無形
民俗文化財保護という制度とユネスコの無形文化遺産保護の間に、何とか頑張って整合性をつけよう
とされている努力は重々分かるのですけれども、でも根本的な考え方が違いますよね、ということを
考えています。
例えば韓国の場合は、恐らくそれをかなり自覚的にやっています。今日朴さんが見せられたスライ
ドの中で、韓国の文化財保護法の無形文化財の定義を見られて、恐らく勘のいい方はすぐ気がついた
と思います。従来の保護法では、ほぼ日本の無形文化財の定義と一緒です。二言、三言ぐらいしか変
わっていません。だけど韓国は、それがユネスコの無形文化遺産の考え方とはだいぶ異なっていると
いうことに自覚的になって、新しい法律の考え方というものを作ったわけですね。たとえばアイデン
ティティの問題であるとか、あるいは目的に振興や活性化というような言葉が入ってくるとか、朴さ
んの言い方ですと財産中心の考え方でなくて、遺産という考え方、それを継承していくとか受け継い
でいくというプロセスを支援するというような考え方に変わってきたわけですね。
そうするとますます、日本の無形文化財、無形民俗文化財あるいは選定保存技術と、無形文化遺産
をほぼ同一視するという考え方が、果たしていつまで有効なのかということを、私たちは考えなくて
はいけないかなと思っています。ただ、これに関してはみなさんご承知のとおり、いま文化財保護法
の抜本的な改正というものが進んでいるようです。今の話とは全然違う思惑で進んでいるように私は
聞いていますけれども、新しい文化財保護法ができてから、その辺りのところはもう一度きちんと議
論をすべきかなと思っています。
（5）誰のための、何のための無形文化遺産か
最後に事例を２つ聞かせていただきました。今言ったような観点からすると、事例に対して申しあ
げるべきことは実はあまりないんですね。みなさんが良いと思われる方法で、ぜひ頑張ってください
と。それをわれわれは支援するというのが本来の筋だと思うのですが、やはりそこで２点だけコメン
トさせていただきたいと思います。
ひとつは、もう先ほど言いましたので繰り返しになりますが、一体そのようなものを誰が必要とし
ているのですかと。宮崎の神楽が無形文化遺産になったり、海女文化が無形文化遺産となることを、
誰が欲しているのでしょうということを、やはり意識から外してやってしまうのは、ちょっとまずい
かなと思います。
それからもうひとつは、先ほども言いましたようにみなさんが良いと思われるやり方でやる、それ
を支援するのが基本的なスタンスだと思います。私も以前は行政といいますか、公務員でしたので、
その時からたびたび思っていたのですが、これは別に日本だけではないかもしれませんが、日本のこ
ういった行政のどうも堅苦しいところは、なかなか失敗を認められないということなんですね。一度
やったやり方が駄目だったら別のやり方をやってみましょうというのができない仕組みなんですね。
だから、一度提案したけど審査されなかったものをどう処理するかということで、何を代表一覧表に
載せるかというのが、もう 10 年近くたつのに、未だにそれがひとつの制約になっているのも、どう
も私には不思議な感じがします。最近こういった社会的な意思決定の時によく使われる言葉で、順応
的という言葉がありますが、何がいいか悪いかなんて結局予見することはできないわけですね。やっ
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てみてうまくいくやり方と、あまりうまくいかなかったやり方というのが当然出てくるわけで、その
時にやってみてこれは効果的だったとかうまくいったとか、市民、県民の反応が良かったというもの
であればどんどん進めていくべきだと思うし、それがもしあまりうまい方法にならなかったと思った
ら、それはちょっとまずかったねということで、違うやり方を考えてみるという、ある種の順応性、
柔軟性みたいなものを持って進めていかれるべきだろうと思います。これは単に一時の意思決定の問
題ではなくて、たとえばある時はこのやり方でうまくいった、このやり方でみんな納得した。ところ
が何年かたってみると、あれ、やっぱり失敗だったねということも当然出てくるのですね。だから、
そこまで含めてのプロセスとして、やはり順応的にやっていくということを考えながら進めればいい
のではないかと。
その時にさっきも言いましたけれども、日本ではどうしても、文化財という考え方と無形文化遺産
というものの間に何とか整合性をつけなくてはいけないというのが、非常に大きな壁になっていると
思います。これをどうやって、それこそ順応的に処理していくかということを、これからの無形文化
遺産の取り組みには入れていかなくてはいけないのではないかということを言って、私のコメントは
終わりにしたいと思います。長々とすみません。
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ありがとうございました。いろいろな問題がこれで出てきたと言いましょうか、また

みなさまからも今のコメントに対してお聞きしたいこともあるかと思います。
ただその前に、すでにいろいろな質問をいただいていますのと、先ほどのご発表の時にまだ言い足
りなかった部分もあるかと思いますので、補足的なコメントをいただきたいと思っています。では朴
さんからよろしくお願いいたします。
朴 原模

最後に時間が足りなくて話せなかった部分なの

ですが、2008 年から去年まで、韓国でどのようなものが
搭載（韓国では「搭載」という言葉を使います） されたのか、
ちょっと見ていただきたいということで補足します。
2008 年は、先ほど今石さんが話したように、「傑作宣
言」に入っていた３つのものが代表目録に入ることになり
ました。それで 2001 年に「宣言」に入っていた「宗廟祭
図１「宗廟祭礼と宗廟祭礼楽」
（2008 年記載）

礼と宗廟祭礼楽」〔図１〕、2003 年の「パンソリ」〔図２〕、
カンヌン

2005 年の「江 陵端午祭」〔図３〕、この３つが搭載される
ことになりました。
そして 2009 年になると、韓国、日本、中国は激しい競
争に入ります。それ以前の政府間委員会で運用指針（運用
指示書） を作る際、当時委長国であった中国の提案で、条

約リストへの一国一年一件申請というルールが初案の審
議段階で修正され、申請の件数についての制限がなくなっ
図２ 「パンソリ」（2008 年記載）

てしまうことになります。それでその年、中国は 40 件、
日本は 13 件、韓国は６件を提案することになりますが、
中国の場合、そのうち 12 件が搭載されることになり、日
本の場合は 13 件のうち 12 件が搭載になりますね。韓国
の場合は５件が搭載になりました。６件のうち搭載され
なかった１件は朝鮮王朝の宮中料理なのですが、それは、
料理については場合によって商業化される恐れがあると

図 3「江陵端午祭」（2008 年記載）

いうことで落とされました。後で「和食」が料理として
入ることになるのですが、当時は、料理は商業化の恐れ
ヨンサンジェ

があるということでした。それで、「霊 山斎」〔図４〕 とい
ナムサダン

う仏教行事と、「男 寺堂ノリ」〔図５〕 という門付けをやっ
ているグループの芸能、それに済州島にある風の神を祭
チェジュ

ヨンドゥン

るシャーマンの儀礼である「済 州チルモリ堂 燃 燈 クッ」
〔図６〕 というものが搭載されました。それから「カンガ

ンスルレ」〔図７〕 という珍島の辺りでの輪踊り、それに
チョヨンム

図４ 「霊山斎」（2009 年記載）

「処容舞」〔図８〕といって宮廷で行われる仮面の追儺儀礼、
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その５つの舞が搭載されることになりました。
2009 年に中国は 40 件を出して 22 件、日本は 13 件出し
て 12 件搭載されましたが、韓国は 6 件しか出さなかったと
いうことで、実は内部的には結構緊張する事態になりまし
た。それで、それまで資料を持っていた 40 件を 2010 年に
出すことになります。しかし、今石さんが今朝話したように、
事務局がこれを審査するのは大変だということになり、その

図5

中から２～３件くらいしか審査の対象にならず、今でも 20
件余りがペンディング・ファイル（保留中の提案書） として、
ユネスコの中に残っている状況です。

ヤンバン

それで 2010 年には「歌曲」という両 班（貴族） たちが歌
テモクジャン

うもの〔図９〕 と、「大 木匠」という伝統的家造りの大工 〔図
10〕 が入りました。その時に、アラブ首長国連邦が鷹狩を

図6

multi-nomination（多国間搭載）するということで準備してい
たので、その時に韓国も一緒に入りました〔図 11〕。これは
別枠で、韓国では当時、中央の文化財庁も最初はこの動きに
気がつかなかったのですが、民間の専門家たちが論議してき
たものを、最後の提案書の作成段階で、アラブ首長国連邦が
行う政府間会議に国の代表を派遣することになります。
2011 年は前の年に出したファイルがたくさん残っていた

図7

ハンサン

ので、そのファイルの中から「韓山モシチャギ（からむし織り）」
〔図 12〕 や「テッキョン」という武芸 〔図 13〕、
「綱渡り」〔図
14〕 などが搭載されました。

2012 年に日本では「和食」が入って、ちょっとみんなお
かしいなと思っていたと思うのですが、私も韓国で「なぜ和
食ですか、国の目録（国指定等の文化財リスト） にも入ってい
ないじゃないですか」と言われたのですが、韓国でもアリラ

図8

ンが 2012 年に目録に入ることになりました。そこにはすご
く政治的な側面があるんですね。その時、中国が「朝鮮族の
アリラン」を国の目録に入れたり、2010 年には「朝鮮族農
楽舞踊」を代表目録に入れました。そうしたことで緊張があっ
て、アリランを早く目録に入れなくてはいけないんだという
政治的な話があって、それで今朝私がお話しした「訓令」の

図 5 「男寺堂ノリ」
（2009 年記載）
図 6 「済州チルモリ堂燃燈クッ」
（2009 年記載）
図 7 「カンガンスルレ」
（2009 年記載）
図 8 「処容舞」
（2009 年記載）
図 9 「歌曲」
（2010 年記載）
図 10 「大木匠」
（2010 年記載）
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図9

図 10

予備目録の中にアリランを入れて、アリランのファイルを出
すことになりました〔図 15〕。
先ほど朝鮮王朝の宮廷料理が 2009 年に落ちたと言いまし
たが、2010 年にもう一度出して、また落ちました。その時
は飲食だからということでなく、朝鮮王朝はすでになくなっ
ていて、その文化を共有する人々がいないのに、なぜ提案す
るのかという理由で落ちました。しかし、女性界の人たちが
図 11 「鷹狩」（2010 年記載）

どうにか料理を搭載したいということで政治的な動きを続け
て、宮廷料理を「キムジャンとキムチ文化」に代えてまた出
すことになります〔図 16〕。それで、それまではテッキョン
や済州島のクッ（儀礼） など、あまり国民が知らないものを
出していたのですが、アリランやキムチなど、みんながよく
知っているものを出すことになって、それが無形文化遺産保
護の宣伝には結構役に立ちました。

図 12 「韓山モシチャギ」（2011 年記載）

2010 年に出した 40 件のうち「農楽」は、当時審査数が
限られていなかったため、国指定になっている５つの農楽を
ひとつずつ出したんですね。しかし審査の機会が少なくなっ
たということで、その５つに新しく国指定になったひとつを
加えて、６つをひとつのグループにして、2014 年に出すこ
とになりました〔図 17〕。
この時期になると韓国、日本、中国は２年にひとつしか出
せない、そのような条件になります。先ほどの鷹狩りの場

図 13 「テッキョン」（2011 年記載）

合はアラブ首長国連邦が主導権を持って進めたものですが、
2015 年の「綱引き儀礼と遊び」の場合は韓国が中心になっ
て近隣国を集め、提案書を出すことになります〔図 18〕。こ
の年は韓国の単独、日本、中国は搭載がなかったのですが、
韓国はフィリピンとベトナム、カンボジアとともに綱引きを
多国間搭載することになりました。
2016 年に記載された「済州海女文化」〔図 19〕 ですが、日
本ともいろいろな話があったのですが、済州島では 2003 年
条約が始まった時期から 10 年近く、海女を搭載したいとい

図 14 「綱渡り」（2011 年記載）

う希望があったんですね。それに海女は、それまでの文化財
保護政策と文化財の枠組みの中には入っていないものだっ
たので、これをどのように扱うかによって、それまでの文化
財制度を変えるきっかけにならないかということで、結構注
目を受けていました。今では法律ができたので問題ないので
すが、以前の制度では国の目録に入れない、そうするとユネ
スコに出せないということですごく注目を浴びたものでし

図 15 「アリラン」（2012 年記載）

た。
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今年は韓国で政府間委員会が行われましたが、残念ながら
韓国、日本、中国は１件も搭載がありませんでした。そして、
来年 2018 年に審査の対象になっているものはシルムという
相撲のようなものです〔図 20〕。昨年、北朝鮮がこれを出し
て失敗したものなんですね。北朝鮮がこれを出す時に、韓国
側からも一緒に出しましょうと持ちかけたのですが、その時

図 16

はあまり北朝鮮との関係がなかったので実現しませんでし
た。北朝鮮は去年審査で落ちて、南側（韓国） は来年審査を
受けることになっています。
最後に、2020 年のことです。 東文研でもちょっと関心
があると思うのですが、仏教の関係者が結構圧力を与えて、
ヨンドゥンフェ

「燃燈会」という仏教行事〔図 21〕、これは最近国家リストに

図 17

入ったものですが、これが先月、2020 年の搭載種目として
決まりました。
続けて先ほどの俵木さんのお話にコメントします。今朝、
韓国で制度が激しく変わったお話をしました。先ほど俵木さ
んが、日本と韓国は文化財保護法上の内容がほとんど同じと
言っていましたが、韓国と日本は文化財の環境、特に無形文
化財の環境は全然違っていたと思います。韓国の法律の文章

図 18

は日本と同じだったのですが、実態は全然違うもので、50
年という間にいろいろな矛盾が出てきたんですね。この矛盾
を、国としてどうやって越えることができるかということが
大きな問題でした。ですから、ユネスコが 2003 年条約を作っ
たから法律改正をやらなくてはならないということよりは、
この機会を利用して、今まで重なってきた矛盾、無形文化財
の保護上のいろいろな矛盾をどのように越えるか、というこ
とが一番重要な観点だと思います。

図 19

日本は何百年と続いて無形文化財が伝承されてきました
が、韓国は植民地、特に朝鮮戦争の際に人々が結構激しく動
いたので、共同体の基盤が激しく崩れました。それで、ほと
んどの国指定の文化財もその背景となる共同体から離れて、
舞台化されたり、保存会を中心に団体化されたりして、そ
うしながら既に２～３代、４代目まで来ています。今 50 ～

図 16 「キムジャンとキムチ文化」
（2013 年記載）
図 17 「農楽」
（2014 年記載）
図 18 「綱引き儀礼と遊び」
（2015 年記載）
図 19 「済州海女文化」
（2016 年記載）
図 20 「シルム」
（2018 年審査中）
図 21 「燃燈会」（2020 年提出準備中）
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図 20

図 21

60 年になったので、４～５代を経ながらいろいろな矛盾が出てきていました。
ですから、最初の人々は結構優れた技を持っていたのですが、伝承する人々は現代の生活の中でそ
の技能が弱くなってしまっている。それを、前の法律に基づいて国が続けて支援するのがいいのか、
そうでなければもっと多くの人に機会を与えて、もっといい人々を発掘して、伝承ができるような環
境を作るかという、いろいろな悩みの中で、2003 年条約はひとつの手段として使われたと思うのです。
今も、行政側と伝承者たちとの激しい闘いがあるのですが、そのような中で、今朝私が発表した法律
が作られたことをもう一回強調しておきます。
久保田

ありがとうございました。非常に内実的なことをお話しいただいて、韓国の文化財制度や、

無形文化遺産を韓国がどう考えたかということが非常によく分かりました。
だんだんと時間が進んでまいりましたので、質問のほうにいかせていただきますが、最初はどちら
かというと具体的な質問に関して、すぐお答えできるようなものをお願いしたいと思います。
＊＊＊

今石 みぎわ

それでは読みあげます。まず宮崎のお二方に質問です。民家園での神楽公演の観覧者

数が年々増えているとのことですが、一体どのように観客を集めているのか、どういうご努力がある
のですかということですが、民家園の公演に限らずお話しいただければと思います。
野添 和洋

民家園の公演は博物館が主催というかたちで行っているのですが、実際発表で挙げた数

字は延べ人数であって、午前と午後の公演の観覧者数を足した数ということになります。最近、新聞
で神楽に限らず民俗芸能の記事が取りあげられることも多くなっていますし、先ほど米良室長からも
話がありましたが、シンポジウムに 600 人近くの方も参加しています。ホームページやガイドブッ
クを作成したようなことで、少しずつ興味、関心を持っていただく方が増えてきているのではないか
ということは考えられます。ですので、神楽ファンがじわりじわりと増えてきているということが、
集客につながっているのではないかと思います。
今石

ファンが広がっているということですが、先ほど伝承者自体も増えてきたというお話をちらっ

とお聞きしたので、それについてもお話しいただいてよろしいですか。
野添

具体的な資料をお示ししてお伝えしたいと思います。みなさまのお手元の資料に「国指定神楽

保存団体の新規加入状況」という一覧表があります 〔p.88-89 資料８〕。そもそも神楽は一子相伝や女
人禁制、世襲といったしきたりがある中でこれまで受け継がれてきたわけですが、過疎化、少子化が
進んでいく中で、それぞれ団体も苦慮しながら後継者育成を進めているということです。
しろみ

上から順に簡単に説明しますと、銀鏡神楽は地元の企業が、そちらに就職する方にも神楽に関わっ
てもらうようにしているということがあります。それから銀鏡学園という小中一貫校があるのです
が、ここは山村留学生が半分以上を占めていて、その子どもたちが神楽を経験して、卒業後も続ける
という事例があります。また椎葉では、番付外に子ども神楽というものを位置付けて、子どもの活躍
の場を作っています。そういった子どもたちが大人になって地元に帰ってきて、森林組合に入ったり
役場に入ったりと、そういったことで加入が少しずつですが進んでいます。また、学校の先生方が活
躍されていて、学校によっては校長先生も神楽を舞うという学校があります。
つがお

次のページを見ていただくと分かるのですが、栂尾神楽は東京在住の方が祭りの時だけ１週間帰っ
て来る。これは東京の小さな会社なのですが、そこの社長さんが栂尾出身ということもあり、１週間
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たかはる

だけ帰省できるということで、神楽をずっと続けられる環境があるということです。下のほうの高 原
ですが、こちらは出身者は少ないのですが、ここ数年積極的に移住者を受け入れていて、先日も電話
があったのですが、
「今、一生懸命練習してます、昨年撮ったビデオを貸してください」ということで、
移住者の方がビデオを観て練習を頑張っている状況があります。右側の高千穂にいくと、「神楽保存
会数」とあって、年代別に人数が書いてあるのですが、ここ 10 年近く、子どもの育成をどの保存会
も頑張っていらっしゃいます。元々は大人しか舞わないというかたちで進めていたわけですが、10
代の子どもたちが増えているという状況があります。ですから、保存会でも少しずつ新規加入者が増
えているという状況が分かります。以上です。
今石

ありがとうございます。具体的な質問が続きますが、神楽協議会では毎回どういう話題が取り

あげられますかということ。これに関しては三重の小濵さんも海女の協議会でどういう話題が取りあ
げられるのか、宮崎の野添さんの後に少しお話しいただければと思います。
野添

実際はネットワーク協議会はまだ設立したばかりで、規約の確認といったところで現状として

は終わっています。ただ、規約 〔p.82 資料５〕を見ていただくと分かるとおり、この会の目的としては、
「ユネスコ登録」という文言ではなく、「保存継承を図るため」という文言にしています。ですから、
この協議会もシンポジウムも、ユネスコ登録ということをあまりちらつかせてはいません。実際に準
備会の時にシンポジウムを行ったのですが、その際も自分たちの神楽の特徴について教えていただい
たり、お互いに神楽を見合う中で、改めて自分たちの神楽の特色を知ったり、自分たちの地域以外に
も頑張っている保存会の方がいるということで、そういったことが自分たちの神楽の継承の意欲につ
ながったり、誇りにつながっているというような状況です。今年度の九州の神楽シンポジウムとネッ
トワーク協議会については、１日目のパネルディスカッションの内容を受けて、時間をしっかり取っ
て情報交換をする予定でいますので、またいつか機会があればご報告したいと思います。
今石

ありがとうございます。小濵さんもお願いいたします。

小濵 学

知事が委員になっている協議会のほうでよろしいですね。

今石

はい。どういった内容が話し合われているのでしょうか。

小濵

基本的に、海女漁の存続に向けてどう漁業資源の回復につなげていくかとか、地域活性化に向

けてどういう情報発信ができるか。先ほどあったパネル展を含めて、そういうことやっていくような
ことを主に話していますね。それから三重県の場合は国の文化財指定になっていますので、文化財指
定を狙う県があれば、そういうところで情報開示、情報共有をしています。知事が委員だと大場なの
でそれほど深まった議論はできないのですが、知事の委員の会議の下に担当者の連絡会議があって、
その場でさまざまな情報共有もできるし、文化財保護としてこう考えているということや、それへの
意見をいただいたり、そうした横のつながりは連絡会議という担当者レベルの会議をして進めている
というのが実情ですね。ただ発表の時にも言ったのですが、９県それぞれ考え方がありますので、ユ
ネスコ云々ということは話には出ていません。
今石

ちなみに、当事者の海女さん同士が横の連携をするような動きはあるのでしょうか。

小濵

これは民間のほうで、鳥羽市と志摩市さんが中心になって、海女振興協議会というものをやっ

ています。それにはわれわれ県も入っていますし、県の漁業振興も地域活性化の部局も入っています。
それに国の自然保護官事務所といった環境関係も入っているし、商工関係も入っています。そういう
大きな振興協議会があるのですが、そこが中心になって「海女サミット」を開催しています。初期の
ころは大会宣言に必ず「ユネスコ無形文化遺産」という文字が入っていたのですが、県指定や国指定
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になった途端にその辺りのトーンが…、というのはあるのですが。そういうことで、とにかく来てい
ただいて自分たちの様子を知ってもらうということです。漁業者としての思いや、資源がどうなって
いるかとか、そういうつながりはあるみたいで、今年でもう８回目となっています。海女さん同士の
携帯で LINE のグループを作ったり、横のつながりができて、海女のみなさんにとってはいろいろな
情報が入るということで、すごく重宝がられているイベントになっています。文化財保護の立場から
すると、それぞれの地域で素晴らしい文化を持っておられるし、精神性やその辺りも含めた広範囲の
文化でもありますので、それらが一緒になって平準化されるのはちょっとというのはあるのですが、
そうした漁業者としてのつながりは、どんどん作っていただいてもいいかなと思っています。
今石

ありがとうございます。もう少し具体的な質問が続きます。また宮崎への質問ですが、ひとつ

の神楽の調査にどれぐらい時間をかけるのですかという質問、それから県内に 207 団体の神楽があり、
今までに 88 カ所終了だと。平成 32（2020） 年度までに全て終える予定なのでしょうかと。ついでに
もうひとつ、予算の件ですが、記録作成に要する費用が２分の１以内の補助とありますが、魅力発信
委員会の調査や映像撮影、編集も地元負担が 50％なのでしょうかというご質問です。調査期間と予
算についてお願いいたします。
野添

現状ではこの神楽の事業が記紀編さん 1300 年記念事業の一環ということですので、2020 年

までということになっています。調査の時間ですが、説明の中でも申しあげた通り、現地調査、聞き
取り調査は２～３時間、実際神楽大祭当日に行く調査は、約 20 時間ということになります。予算で
すが、実際に撮影している予算については、こちらは全て県が負担しています。自分たちで実際に撮
りたいという場合には補助金を活用してもらい、県が２分の１助成します。
今石

それはやはり、ユネスコ無形文化遺産という冠がつくとそれだけお金が下りてくるということ

でしょうか。
野添

はい、そういうことです。

今石

ありがとうございます。続いて小濵さんに質問です。海女ではなくて海士のほう、男性の海士

の現状はどうでしょうかということです。
小濵

当然男性の方もいらっしゃいます。ただ平成 27 年の調査で女性が 755 人だったのですが、男

性はその約半分ぐらいという状態です。いろいろな意見はあるのですが、男性の状況としては、女性
ばかりが注目されてどうのこうのというのもあるやもしれませんが、私には届いてきていません。そ
れから漁業資源への圧力という意味合いでは、やはり女性と男性となると、言葉は悪いのですが、体
力の差というものもあって、女性だと採れる量はある程度なのですが、男性はかなり採れるというこ
ともあります。この数が今後どうなっていくのかはちょっと想像がつかないのですが、基本的に海女
漁というのは、女性でも男性でもほとんど元手がいらないんですよね。だからすぐに参入できる、本
当に潜りたいといったら漁業権があれば潜れるという状態ですので、その辺りで今後どう推移をして
いくのかなと。逆に男性が増えることによって女性が減っていくのか、ちょっとその辺りは分からな
いですが。民俗学的にいえば男性も女性も関係ないので、そういう素潜り漁がどういうかたちで残っ
ていくのかなというのは今後興味あるところですが、なかなか将来像というのが描けない状況です。
今石

ありがとうございます。もうひとつです。学校教育の現場では、海女についてどのように、ど

れぐらい伝えているのかということをお願いします。
小濵

これについては、まだ要望の段階でいろいろ出てきています。特に地域の方々から、「水産系

の県立高校なんかに海女コースというのはできないのか」とか、そういう話はあります。海に入りま
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すので、毎年どなたかがお亡くなりになったりするような厳しい漁でもあります。なかなか人が入っ
ていくのを嫌う方もいらっしゃいますので、学校ではなかなかそういう教育はしていません。ただ、
今後きちんと学校教育に入れておかないと後継者の育成につながってこないし、次世代につないでい
くという意味でも、やはり副読本などに項目を入れられたらいいなとは思っていますが、まだそこま
ではいっていないというのが現状です。
＊＊＊

今石

ありがとうございます。続いて、朴さんに質問がきています。ユネスコに合わせた法改正は議

員立法でなされたということですが、韓国では一般の方が無形文化遺産に関してどれぐらい理解して
いるのか。先ほどアリランの提案がきっかけで広報が進んで良かったとおっしゃっていましたが、現
状をお話しいただければと思います。
朴

文化財保護法ができてから 60 年ぐらいになりますが、50 年目になる時くらいから、韓国では

結構政策が変わっていったと考えられます。それまでは保護に力を入れていたものが、どのように活
用できるか、ということに力を入れるようになりました。それで、結構保護の政策もあるのですが、
どのように活用するかということに関わる、いろいろな授業が行われているんですね。できるだけ多
くの民俗芸能を披露したり、展示会を行ったりしながら体験のプログラムやったり、小学校など学校
での体験のプログラムを作ったりしています。文化財庁の中にも国立無形遺産院という、無形文化財
をもっと積極的に国民に知らせるための施設を作っています。それで日本に比べると、無形文化財と
か無形遺産という言葉に対して一般の国民は割と慣れていると思います。それは無形文化財だけでは
なく、有形のほうも体験プログラムを作っています。宮廷の中で音楽会を行ったり、国民と共有しな
ければ国民が文化財を愛さないということで、活用に力を入れています。
今石

もうひとつ、よろしいですか。日本だと「未指定」と言いますが、指定されていない無形文化

財の保護の方法はどのようなものですか、ということで、先ほどは緊急保護一覧を作った時に最初は
「非指定」のものを保護しようということだったのが、結局国家指定を対象にしたものに内容が変わっ
たというお話だったと思います。その辺りはいかがでしょうか。
朴

韓国にも東文研のような国立文化財研究所というものがあって、そこには２つの組織体系があり

ました。ひとつは民俗調査を中心にして、もうひとつは指定の文化財を中心に調査をするという２つ
があって、ですから非指定のものについても調査はやっていたのですが、本格的にはやっていなかっ
たんですね。それに、今は文化観光部と文化財庁と分かれているのですが、民俗博物館という施設が
隣にあって、民俗博物館では民俗的なものも調査してきました。そういう意味では指定のものに限ら
ず調査をしてきましたが、それに法律的根拠がないので今までは支援することができなかったので
す。それに対して学者たちの要望がありました。ですから非指定のものに関しては、やっている人々
よりは、学者たちの意見が結構入っているということだと思います。
それともうひとつは、2003 年条約の範囲というか、それを論議する中で、これまで韓国で指定し
たものが何であるのかという根本的な質問が浮き彫りになりました。今まで国が指定して保護してき
たものが、緊急のものではなかったのか。だから逆に「代表」するようなものではなく、緊急に国が
予算を作って保護しなければならないものであったのではないかということです。無形文化財にする
概念が広がって、国が直接支援しなくとも生活の中で共有されている、それを目録に入れて自然に伝
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承されるようにしましょうという考えが強く入ることになりました。それで今回の法律には、保有者
や保有団体がなくとも一般の人々が生活の中で伝承しているものも入れましょうという考え方が強く
反映されていると思いますね。（補足：このような考え方はもちろん一部の学者たちの主張でしたが、その意見
が新しい法律に反映されるようになりました。すなわち、これまで無形文化財の選定基準をその文化財の価値に置い
てきたものを、条約が強調している「代表性」という新しい基準に変えて、支援を必要とするものは緊急保護が必要
なものだという発想です）

今石

ありがとうございます。続きまして、二神さんか朴さんでしょうか。先ほど、海女の男性・女

性という話もありましたが、伝統的な性別役割分担とジェンダー・イクオリティーとの整合性は、こ
れまではどのようにつけてきたのかというものです。先ほど動物愛護の話も出ましたが、神楽なども
女の子は中学校にあがるまでと先ほど言っておられました。そういうところはどのように説明戦略を
取られるんでしょうかという質問です。
二神 葉子

条約の履行に関しては、今年の政府間委員会でもそういった話題が評価機関から出ては

いました。私は具体的にこのように解決をしているということを申しあげられないのですが、ユネス
コがどう取り組んでいるかということで言いますと、ジェンダー・イクオリティーについては、条約
の条文は変えられないのですが、無形文化遺産でいうと運用指示書、あるいは世界遺産条約でいうと
作業指針というものがあって、こういった実務に関する文書の文言で、男性・女性どちらかの性別を
表すような言葉をできるだけ排除する、というかたちでの改正はしています。中にはちょっとあれっ
と思うような、たとえば man と書いてある個所を、機械的に person に言い換えるというようなこ
とをしたり、ということがありますが。
世界遺産と無形文化遺産を混同するな、と言っている中で世界遺産条約の話をするのはあまり良く
ないかなとも思うのですが、無形的な価値に関連するところでいうと、2017 年、世界遺産一覧表に
登録された沖ノ島（福岡県） の例で、委員国から質問が出たことがありました。みなさんご存知だと
思うのですが、沖ノ島は男性しか入れません。その点についてどう考えるのかという質問が世界遺産
センターに提起されたんですね。それに対しては、ほかにもそういう資産があります、たとえばギリ
シャの例があるという説明がなされたり、あるいは確か日本のユネスコ代表部の大使だったと思うの
ですが、女性も別のかたちで参加をしていると、祭祀に女性は参加しているんですよというような説
明をしていたと記憶をしています。無形文化遺産について具体的にこう解決をしているという話はで
きないのですが、文言を変えるとか、あるいは何か説明できるような努力はしていると思います。
今石

ありがとうございます。もうひとつ、ユネスコの制度について質問ですが、プロスポーツのよ

うな商業的なものは不記載になるというお話がありましたが、歌舞伎などは問題ないのでしょうか
と。また今後、茶道や華道といった、いわゆる「生活文化」を考える時に問題になる恐れはないので
しょうかということです。これはまさに、先ほど俵木さんが言われたコミュニティの規模や質の問題
とも関わってくると思うのですが、俵木さん、いかがでしょうか。
俵木

たしか、実際に歌舞伎は問題だとユネスコ側からも指摘をされたはずで、それに対して文化庁

がどう答えたのかというのは、私より詳しい人がこの中にいるはずですのでお任せしようかなと思い
ます。ただ、もちろんユネスコの側は、商業利用は許さないというふうに言っているのですが、ある
意味でこのユネスコの言い分も、僕は方便だと思っています。そのように利用されることは、あちら
は重々承知しているはずで、というか、むしろ承知していないとおかしいはずなのですね。日本の場
合でいうと、一番分かりやすいのは和食だと思います。和食は、私は間違いなく商業的、というより
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は経済的ですね、国家経済的な事情が背景にあって、これは詳しく資料からも裏づけられると思って
いますが、国としては日本の農産物、食材を海外に売るための、ある種のブランド化の戦略として無
形文化遺産に記載したというのは、政府の文書なんかからも明らかに分かるわけです。ただしやり過
ぎないでね、というレベルでやっているというのが正直なところだろうと思っています。
二神

まさにその「やり過ぎない」というのが正しい、…正しいとか正しくないという表現も何です

が、実際のところ、先ほどたしか三重県の例でお話があったように、経済がなければ成り立たない部
分というのが絶対にあって、お客さんが来なければ継続ができない、たくさん買ってくれなければ継
続ができないというものもあるわけですね。ですので、よくユネスコで持続的な開発とか持続的な発
展（sustainable development）、という言葉を使うのですが、やはりある程度地元が潤わないと、実際
に実践を続けられないということはありますし、そういうものまでもちろん否定はしていません。
ただ、あからさまに、たとえば第三者が経済的に利益を被って、それが地元の経済的な利益になら
ないとか、そういったものはやはりユネスコ的には良くないし、地元としても良くないということで
す。ですから、「過度な商業化」という言い方をよくするのですが、地元が潤わないようなかたちで
の商業的な活動への過度な利用を、特に警戒しています。和食はたしかに経済的な側面がとても大き
くて、特に東日本大震災以降、福島第一原子力発電所の事故が背景にあって日本の食べ物が売れなく
なると。そういう状況を何とか打開しようという動きがあったというのは、公式の情報としてどこか
に書いてあることなので言ってもいいと思うのですが、そういう背景があったりします。それは正直
ちょっと違うかなと思うところもあるんですけれども。
そういうように、地元や担い手に正しく、適切に還元されるのであれば良いけれども、そうではな
い場合が問題です。もちろん無形文化遺産は自然に変わっていくものではあるのですが、そうではな
くて、お客さんを呼びたいがため、売りたいがために変わってしまうことなどを警戒して、それで経
済的な利用に対して、ある意味否定的な意見を言っていると。
ではどこでバランスをとるのかというのは具体的には示されていないけれども、考え方としては、
その無形文化遺産を担っている人が利益を受けるか、そうではないかというところがあると思いま
す。では華道のようにプロの人がいたり、あるいはコミュニティがプロの団体だったりということだ
と、完全なプロではないので微妙なところなのかなとも思うのですが、何となく受け入れ難いような
印象はあります。本当にどうなるかは、今の何でもありの政府間委員会のことなのでどう判断するか
は分かりません。ただ、今までの原則では、あまりそういうものはないような気はしています。ちょっ
と正確にはお答えができないのですが。
＊＊＊

久保田

ありがとうございます。そうしましたら、次の問題にいかせていただきます。これは俵木さ

んと、できれば朴さんにもお伺いしたい。あるいは、三重と宮崎の事例もお伺いしたいところであり
ます。先ほど俵木さんが、世界全体の文化遺産を代表するということによって、ローカルな文化が平
板化していくというお話をされたことにつながると思うのですが、質問の内容としては、山・鉾・屋
台行事の記載の影響もあって、県内の山・鉾・屋台の県指定の要望が高まっていますと。しかし、さ
まざまな目的・要素を持った多様な祭り行事が、山車や屋台という、用具からのみの一面的な比較が
されるような状況になりつつあって、個人的にはそれについて危惧しているところだと。こういうこ
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とはグルーピングによる副作用ではないかというご意見を含めた質問です。また、こちらは全然違い
ますが、同じ山・鉾・屋台行事に関して、記載をされたけれども、とはいえ何か大きく変わったかと
いうことになると、これといって何か変わる様子もないと。記載というのはスタートラインであると
思うのですが、という話なのですが、その辺りも含めて、グルーピングについてはこれからも非常に
高まる議論だと思うのですが、その功罪、どうしたらいいのかという辺り、俵木さんにまず伺ってみ
たいのですが。
俵木

難しい問題で、私も危惧していると言えば危惧しています。というか、結局ユネスコの会議に

出ているような人たちにとって、日本というひとつの国内の文化の多様性というものは、多分あまり
見えていないだろうと思います。これは国際条約に則ってやっている以上、そうしたギャップができ
るのは仕方がないと、もちろんなるべくうまく運用して、そこのギャップを何とか埋めるなり、乗り
越えるなりする必要はあるとは思うのですが。たとえば、今までそんなこと思ってもいなかったけれ
ども、実はグルーピングされることによって私たち同じ仲間なんだね、同じ系統のものなんだねとい
うことを当事者たちが発見して、そこに何らかの意味を見出す、たとえば情報交換を行うとか、技術
や道具を融通したりというかたちで、いい方向に使えばいいのかなと思っています。山・鉾・屋台で
は実際に記載の以前からそれがある程度行われていたわけですね。
ここにおられる方々は、多くが地方自治体の文化財部局の担当者だと思いますので、枠組みをわれ
われのほうから作るということはできないけれども、その枠組みをどうやって使うのかというのは、
ある意味では腕の見せどころというところがあると思うんですね。みなさんも、おそらく文化財の補
助金ではない、全く別の補助金をもらいながら、実際には文化財保護のための事業に使うとかいう、
いわゆるバーサタリティー（多芸） を発揮していると思いますので、そういう意味で使ってもらえれ
ばいいかなと。
ただひとつだけ危惧するのは、結局それらのグルーピングがどこでどうやって決められているのだ
ろうと。つまり、あなたたちは同じ仲間ですよ、という枠をどこではめられているのかというのが、
ちょっと私には気になっています。たとえば海女の時は別に政府が動いたわけではなくて韓国の側か
ら一緒にやりませんかという話が、おそらく海女さんの交流の中の何かしらのネットワークを通じて
きているのだと思うんですね。政府が自分たちで動いたということはないと。こういうのはどちらか
といえば健全なグルーピングであって、どこか知らないところで、よく知らない昔の本田何とかさん
という人がこういう民俗芸能の分類をしましたと、その中で同じ扱いになっているから、これとこれ
は同じです、というのは、若干不健全なグルーピングだと思っています。
なぜ芸能の種別ごとでグルーピングしなきゃいけないのでしょう。たとえば同じ地域指定の無形民
俗文化財というのでグルーピングをしたっていいはずだし、あるいはもしかしたらほかの理屈がある
かもしれない。ですから、そういうネットワークをうまく利用していけばいいと思うし、その中で、
たとえばうちは独立独歩でやっていくという意思を示すところがあったら、それは極めて健全なこと
で、応援したいなと個人的には思っています。
久保田

ありがとうございます。朴さん、韓国ではグルーピングに関しては何かそのような問題は起

きていませんでしょうか。
朴

グルーピングというと、農楽など、系統的に同じものをグルーピングする国内のグルーピングも

そうですが、多国間申請もひとつのグルーピングではないかと思うんですね。私の経験からいうと、
綱引きの場合、韓国と日本はある程度似ているのですが、一昨年共同で搭載した綱引きの場合、フィ
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リピンは全然違うものでした。儀礼やその目的は同じだったのですが、綱引きのやり方や綱の作り方、
綱の材料は全然違うものでした。けれども、同じ目的で同じようなことを行っているということで、
一緒になって綱引きを共同で搭載することで、われわれの綱引きだけでなく、このような綱引きもあ
るんだということをお互いに知りながら、綱引きについての今まで持ってた国内的な概念から、もっ
と広く綱引きを見る目を広げたと思うんですね。だから、グルーピングというものは、ただの国内で
幾つかのものをまとめて搭載するためだけでなくて、国境を越えてどうグルーピングするかというこ
と、ふたつの観点から見ることができるのではないかと思います。
久保田

ありがとうございます。日本に関しても非常にいい提言になったかと思います。今のグルー

ピングのことを三重と宮崎にも振りたいのですが、関連する質問についても申しあげたいと思いま
す。簡単なところでいうと、県や国との連携が難しい部分もあるのではないかというご指摘。それか
らさまざまな関連機関、何より当事者の理解と協力がないとできないのではないかと思いました、と。
無形文化遺産の代表リストに向けて活動する時に、当事者である保存会の方々とはどのようにして良
好な関係を築いてこられたのかというようなこと。それからもうちょっと広がりますけれども、国と
地方行政との連携あるいは研究者の参画、行政内における他部署との協力関係について、どのような
点が肝要か教えてくださいということです。先ほど俵木さんのお話にもありましたが、いろいろなネッ
トワーク連携というものが実際に活動されている方の中から生まれてきているかと思うのですが、そ
の辺りのどの部分でも結構ですので、まず小濵さんに伺ってもよろしいですか。
小濵

答えになっていないかもしれませんが、まずグルーピングの功罪について、当県も「山・鉾・

屋台行事」では当事者県であり、３つの行事があります。山・鉾・屋台の輪というのは、もう以前か
ら連合会を作って付き合いはあったらしいのですが、逆にグルーピングされたことによって３つの案
件の保存会が非常に仲良くなったというのはあります。そういう意味では良かったなと思っています
し、自分たちの文化と違うところの文化を、お互いに共有しながら認め合っていくということでは、
非常にいいことだなと思っています。
「罪」のほうについては、実は県指定文化財で、山・鉾・屋台でないところから県指定にしてくれ
という話が上がってきています。その保存会の名前は言いませんが、いろいろな方面から政治的な圧
力がいっぱいかかってきているのですが、われわれとしては、しっかりとした記録作成がなされない
と駄目ですよと、そういう話を今しているところです。県民のみなさんに対して説明していかないと
いけないので、それはちゃんとやってくださいということを伝えて、今納得していただいているとい
うところです。相変わらずその保存会の会長さんがおっしゃるのは、「国宝になりたい」って。無形
の民俗は国宝にはならないですよねと思いながらも、そうですか、と話を聞かせていただいています。
これは罪のほうで、やはり近くでユネスコの無形文化遺産になって盛りあがっているのを見ると、わ
れわれも、と思うものです。だから、おらが町のいい文化なのに何で指定できないのか、という話は
出てくると思います。そういう意味で、文化財って何なのかという議論が高まれば、私はいいかなと
思っていますので、そういう話は別にどんどん来てもらっても構いません。理論で返すだけの話なの
で。ですから苦慮はするのですが、われわれは文化財の立場から文化財の筋の話をするだけの話なの
で、それはそれで頑張ってくださいとしか言いようがありません。
それから県と国の連携が難しいという話がありましたが、それについてはもうはっきり言うと自分
たちで頑張るしかありません。三重県の場合は調査までは国の補助をいただけたのですが、映像はも
らえませんでしたので、宮崎さんと一緒で基本単費でやっています。ですから平成 22 年以降、県費
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だけでいうと 2,000 万円を超えるぐらい予算が入っています。そういう意味では、国指定になって
本当に良かったなと、小声になるんですけれども、そう思っています。国は嫌がるかもしれませんが、
こういうことをやっていますとか、そういう情報は折を見て入れたり、映像記録を送ったりするとか、
そういうアピールはどんどんしていったらいいんじゃないですか。それで何となくですが、話を聞い
てもらえるかもしれません。話を聞いてもらえないほうが多いですが、聞いてもらえるかもしれませ
ん。ですから連携が難しいと言うのではなくて、自分たちがやっていることをどんどんアピールして
いきましょう。最近だと SNS もありますので、どんどん公表する。さっき見ていただいたどら焼き
なんかも三重県の SNS に載せたら、そのどら焼きのお店からありがとうと返事がきたり、そういう
いろいろなつながりが出てきて、それをやはり国にもアピールしていくというのがいいのではないか
と思います。
それから当事者の協力については、海女さんたちもユネスコ無形文化遺産の内容まではどこまで浸
透しているか分かりませんけれども、言葉はみなさん知っているので、そういう意味では「ユネスコ
無形文化遺産を目指して頑張っていきたいから協力して」と言うと協力はしてもらえます。ただ、や
はり漁業共同組合さんはじめ、その辺りの筋は通した上で協力を求めていくということはやっていま
す。それを抜かすと怒られることもありますので、その辺りだけは注意しています。
それから他部署との連携については、最初は本当にいろいろなところと喧嘩…というより、議論し
ていました。なんでうちとこがやらなあかんねん、なんでお前らに言われなあかんねん、それは絶対
あると思うんです。でも、やはり三重県の場合だと危機感があって、海女漁がこのままだとなくなる
よねと、その危機感はみんな持っているんです。そこで、じゃあ文化財保護の部局としては、指定や、
あるいは文化財としての価値づけ、調査による学術的な背景をつけていくこと、そういうところであ
れば協力ができると。そして漁業振興だったら、漁業者の立場としてどうしていくか。たとえばアワ
ビの放流はどうしていくか、ではアワビの放流のマニュアル作ろうかとか、海女さんの所得を上げて
いかなければいけないから新商品をどういうふうにやっていくかとか、そういうことを漁業振興の担
当にやっていただいています。海女さんを使ってうまいこと観光コンテンツとして売り出していくの
は観光さんがやっていただけるということで、言葉は悪いのですが、最初はなすりつけあいになって
いたところが、やらなあかんよねということで。それで、われわれのほうの指定が動き出すと、やは
りいろいろな相乗効果が出るものですから。海女さんが採ったものを、海女さんが採ったんやで、と
か、そういうふうに売り出したりするような相乗効果がうまくできるように。だから私がお勧めする
のは、嫌がられても情報はお互いに入れましょうと。行政として一番だめなのは、情報を取るだけ取っ
といて何も自分らは出さないというのはあかんと思いますので、私がやっていることは極力向こうに
も情報を入れて、こういうふうにしたらみんな喜ぶで、とか、そういう話を入れるようにしてコミュ
ニケーションを取ってうまく回していこうということです。今はもう行っていないのですが、庁内連
絡会議も作ったりして、企画課や、もういろいろなセクションに入ってもらって、みんなでこんなこ
とをやっているという情報を共有する場も作ったりしました。そういうことをやっていけばうまく回
るかもしれませんし、当然失敗もあると思います。その辺りは、教育委員会という枠に捕われないで、
いろいろやってみたらどうですかというのを、お勧めしたいなと思っています。以上です。
久保田

ありがとうございました。宮崎での事例はどうでしょうか。

米良 勝也

非常に難しい質問で、隣の専門家を差し置いて、ちょっと私のほうから発言をさせてい

ただきたいと思います。通り一遍のことかもしれませんけれども、やはり共通認識というか、目的意
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識というか、最初に俵木先生からお話があった、本当に何のためになりたいのか、誰がなりたいのか、
ということとも共通する部分もあるのかなと思いながら、今聞いていました。今、私どもがやってい
るのは、要はユネスコに向けてということで取り組んでいますが、決してそれが目的ということでは
なくて、やはり神楽でいいますと、保存継承であったり、地域づくりであったりということが目的で
す。一番に大事なのは、神楽を舞っている方たちがどう感じ、どう受け止め、今後につなげていくか
ということで、それから次にその地域の人であったり、市町村の人であったり、そして私どもでいう
と県民であったりということになっていくわけです。最後に、県外に向けて発信する、そして宮崎に
来ていただいて、それがまた地域に還元されてという、そういったことで今トータルでいろいろと取
り組んでいます。
教育委員会のやっている事業、従来からの保存継承だったり調査については理解はいただけたとし
ても、私どもがやっている、県外に出ていって公演をしていただくようなことは、最初は叱られて、
俺たちはそんなことのためにやってるんじゃないよということを割と多く言われたりもしました。た
だやはりいろいろと話をして、通ったりもしながらご説明をして、実際に外で舞っていただくと、や
りがいといいますか、やはり地元でやっているだけではなくて外に出ていって人に見てもらうことの
大事さであったり、ほかの神楽と一緒にやって、自分たちの足りないところを補っていくとか、そん
なところも見いだしていただいたり、いろいろな価値がそこにあるということが、徐々に伝わってい
くのかなとも思いながら、日々取り組んでいます。本当に夜神楽は長くて、一晩徹夜してと言います
が、12 時間で簡単に終わらないものもたくさんありまして、18 時間、24 時間かかったりするもの
もあります。そういうところにも通いながら、ゆっくり話をしながら関係を作っているようなところ
があります。
それから行政内での他部署との連携というと、私と、この隣の野添のセクションはもう本当に密に
連携してやっていまして、良好な関係です。とはいえ、当然にここの間にもいろいろなことがありま
して、それはお互い補完しながらやっていますが、ほかにも中山間地域の振興のセクションや観光の
セクション、いろいろなセクションがありまして、そこにはもっと広い溝があったりもします。です
から、理解していただける分はもちろん理解していただいて、無理なところはもうしょうがない、自
分たちでやるというような、そんなことを考えながら取り組んでいます。
ともかく、ひとつ宮崎県の事情として、この記紀編さん 1300 年記念事業というのが 2020 年まで
ということで、私の立場からすると、そこで終わらせたくないと思っています。あと３年後くらいで
すが、その後にどうやって人と予算を残していくかということも考えつつ、今の事業をやっています。
とはいえ、ともかく県としてはいったんそこで一区切りということになりますので、そういうひとつ
の区切りがあることで取り組みやすいということもあります。県庁内や県内の市町村あるいは神楽団
体さんと一緒に、こんなことをやっていきましょう、ともかくあと３年頑張りましょうよと、気持ち
の問題だけかもしれませんが、そんなことでやっています。ちょっと答えになっているか分からない
のですが、同じ価値観を持ちながら、人間関係も作りながらやっているというところです。
久保田
野添

ありがとうございました。野添さんはいかがですか。
まず当事者の理解ということですが、保存会の方々に必ず寄り添うんだと、そして耳を傾ける

んだということは、常日ごろから肝に命じているところです。保存会の方がよく言うのは、自分たち
の神楽のことで精いっぱいで、そしてまた舞や楽を覚えることで精いっぱいだと。協議会をしたりシ
ンポジウムをするのですが、同じ神楽でも、椎葉の県境の熊本の神楽をはじめて見たと、こんなに違
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うのかと驚いている保存会の方の姿を見たりします。ですので、グルーピングという話もありますが、
その保存会の方々には、自分たちとほかの神楽は違うということは一目瞭然で、今後グルーピングが
進んできても、神楽に限ってはそんなに平板化される心配はないと思っています。
私たちが調査する中には、ほとんど集落の人も見に来ない、観客も来ないという日神楽があって、
そういったところに出向いていった時には「10 年ぶりに来てくれてうれしかった」「また少し頑張ろ
うかなって気持ちになった」とか、そういったことを言ってもらったりすることもあります。やはり
保存会の方は、自分の神楽の特色や価値をあまり自覚していないところがありますので、それをしっ
かり価値付けして、教えてもらうということで、研究者の方々には大変感謝しているところです。
また、ネットワーク協議会も今は宮崎県が主導でやっていますが、交流会の場では、豊後大野市が
「今度、大分の国民文化祭があるんだけど、できれば宮崎から友情出演してくれないかな」とか、豊
前市の市長さんにたまたまお会いした時に、「東九州神楽街道とか作れないかな」とか、そういうい
ろいろなアイデアが飛び出してきます。それが実現するのか、しないのかは分かりませんが、現状と
してはみなさんが夢を持って連携を進めてきている状況です。文化庁にもそういった状況をお伝えし
ますし、この事業が 2020 年までの事業で、それでぱたっと終わってしまうのは、これはもう保存会
の方々にも申し訳ないことですので、またユネスコ登録が少しでも近くなれば、それをまた冠につけ
て、引き続き 207 団体の調査事業が進められるといいなと思っているところです。以上です。
＊＊＊

久保田

ありがとうございました。もう残念ながらほとんど時間がなくなりました。まだ多少質問を

残していまして、今度の文化財保護法の改正に絡めて、どのような活用が可能かといったご質問、あ
るいは国の行政機関の方にもお話を伺いたいというものもきていますが、時間がなくなってしまいま
した。
今回は非常に具体的な地域でのお話、それから制度のお話、両方入り混じっていましたので、まと
めるといっても難しいのですが、俵木さんにおっしゃっていただいたポイントに引きつけて最後にあ
えてまとめるとすると、ひとつ目はユネスコのこの無形文化遺産という制度を、やはりもう少しわれ
われもよく知っておく必要があるんだということ。そして、日本だけではなくて韓国での取り組みを
知るということも、日本を考える意味でも非常に重要だと思います。韓国の文化財の制度、そして無
形文化遺産への取り組みといったものも、もっと勉強していかなくてはいけないのではないかと思い
ました。それから、ユネスコの制度の中ではコミュニティが重視されているという問題ですね。これ
はやはり日本の中で地域コミュニティをどういうふうに考えていくかという問題、ここにつなげてい
くこともできるかと思います。
それから、２番目として、これも俵木さんが最後におっしゃった、ユネスコの制度と日本の無形民
俗文化財の制度はそもそも違うのだということ。その中で、たとえばグルーピングという問題が、そ
の齟齬を正すためにというか、共通させるために出てくる。ただそうした時に、ではグルーピングの
その分類はどうなるか。あるいは、グルーピングしたことによってローカル的なものが平板化されて
しまうという問題が出てきてしまう。そういったいろいろな問題のきっかけにもなる話なので、その
辺りの意識はこれからより考えてはいかなくてはいけない部分だと思います。
そして３番目、これは事例の中でたくさん出てきたことですけれども、やはりユネスコの無形文化
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遺産という制度をきっかけにして、いろいろなかたちでネットワークができてくる。行政の中でもネッ
トワークが出てきますし、地域の中でのネットワークもできる。それから伝承者同士、離れた地域と
のネットワークも、これによって生まれてくるということで、新しいきっかけになって、それがなお
さら伝承を活性化させていくことにもつながってくるのだと思います。もちろんそれに付随していろ
いろな問題が起きてくることはあるかと思いますが、その辺りをどう乗り越えていって、そして伝承
を保護、そして活用していくのか。そうして前向きに考えていく、その契機としてユネスコの無形文
化遺産の制度というものを捉えられればいいなと思いました。
うまくまとまりませんけれども、以上で本協議会を締めさせていただきます。どうも本日はありが
とうございました。登壇者のみなさんもありがとうございました。
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■ 参考資料１

										

アンケート集計結果
1. 参加者 総数

129 名 （スタッフ 19 名を含む）

2. アンケート回収率

アンケート回収数：61 名 ／ 回収率

55.5 %

		

3. アンケート集計結果		
（1）回答者内訳（47 名）
【所属】

（名）

（2）満足度

行政担当者

46

非常に
有意義だった

36 59.0 %

関係機関・団体

2

有意義だった

研究者

8

25

学生

0

出席の必要は
なかった

0

0%

その他

4

無回答

0

0%

無回答

1

40.9%

（3）自由回答（まとめ）
【満足度の理由】

・これまで漠然としていた無形文化遺産について理解することができた
・複数の自治体の具体的な取り組みが参考になった
・日本だけでなく、韓国の事例も聞くことができた
【今回のテーマに関する課題や提言】
・世界遺産との混同など他部局では間違った理解がされており、内容の周知が必要である

・記載への動きが国主導で進められているので、自治体との情報共有ができていない
・記載されたが、遺産を持て余している状況がある。記載後の取り組みが課題
			

					

【無形民俗文化財の保存・活用に関する問題や課題】

・後継者育成が課題であるが、情報公開がされていないことが多く参加への障壁となっている
・保存会等の交流会、民俗芸能等の発表会をどのように設けるべきか
・道具の保存、材料の確保が課題である
【今後取り上げてほしいテーマ、要望等】							

・日本以外の国での無形文化遺産に関する取り組みについて
・リスト記載後の文化遺産について
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4. アンケート抜粋
（1）テーマに関する課題・提言
【記載や登録の意義】

・ 条約の理念は素晴しいと思うが、世界全体の文化の代表を一覧表として可視化するのは難しいし、優れた文化
財保護制度をもつ日本が無形文化遺産を目指す意義が見出せない。
・ 韓国の対応を伺い、動きの速さを感じた。日本の場合同じ動きを必要とするのかどうか疑問はあるが、これま
でに動きを感じられない。少なくとも問い直しは必要だと思う。
・ 個人的な意見としては、この登録や記載が本来の民俗文化の価値を左右するものではないので、これにふりま
わされる必要はないと考える。
・ 無形文化遺産や世界遺産あるいは国内的な文化財に、何故、登録や指定を求めるのか。大切なものであること
を広く知ってもらうことにもっと力を入れたらいいのではないだろうか。特に学校教育の場においてそうした
ものを大切にする心を育てることが大事なのではないか。
・「無形文化」の重要性を多くの人に確認してもらうには効果的な制度だと思うが、文化の多様性や個々の地域
に密着した文化を均質化方向に持っていく可能性があるのではないかと心配する。
・ 多様性の例示としながら、ふりまわされている部分が多くあることが分かった。商業利用、ジェンダー、政治
など、ありのままを記載してもらうには課題が多いと思った。

【制度に対する理解不足と周知の必要性】

・ 前提となる文化財保護（行政）についての理解が日本国内で定着していないのが一番の課題。そこにユネスコ
の諸リストの情報が正確に理解されないまま拡がっていっており、行政の現場や当該社会や集団内に混乱が生
じている。

・ 世界遺産の無形版ではない、国指定の世界版ではない、ということはよくわかるが、多くの人々の誤解を解い
たところで、代わりとなるわかり易いイメージがないと思う。宮崎県が大きな予算化をして取りくんでいるの
も、おそらく誤解を活用した予算化だと思う。本日は「誤解をときましょう」というスローガンであったが、
それはそれとして、２つの顔を使いわけていくのが得策ではないだろうか。
・ 無形文化遺産の代表一覧への記載に向けて、各地が熱心に取り組んでいるのがひしひしと伝わってきた。この
各地の熱意を、日本はどのように汲みあげていくのか。その部分を、行政関係者がもう少し具体的に伝えるべ
きではないか。国による広報をもっと求める。
・ 地元では国指定の次はユネスコ無形文化遺産だという短絡的な考えや誤解があまりに多い。全く異なる制度で
あることをもっと周知して欲しい。
・ 最近では県でも、書道に関して団体署名の要請があり対応した事例があった。文化財保護行政以外の所管では、
認識に誤りがあると思われるケースにしばしば直面した。
「世界遺産」との相違を広く周知する必要性を感じる。
特に現状は「国主導」で進められる案件であることを知っておくべきではないか。
【国内の文化財保護制度の課題】

・ 朴先生の総合討議のお話の中で、韓国国内の文化財制度の矛盾を、ユネスコ無形文化遺産を通じて超えるとい
う言葉があった。俵木先生も指摘されていたが、日本国内ではまず、無形民俗文化財も含めた文化財制度の矛
盾を再認識することから始めなければならないだろうと思った。
・「生活文化」を保護する国内の制度が必要になるのではないか。
・ 国内における未指定の無形の文化や歴史について、ユネスコ無形文化遺産や国指定文化財とは異なる緩やかな
登録制度の必要性を感じている。

【国主導による課題】

・ 無形文化遺産の一覧表の記載に向けた過程では国が主導権を持っており、グルーピングなどの作業に自治体が
直接関わらないということであるが、提案書作成までの、調査や情報集約などでの自治体の関わり方が分かり
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・ グルーピングは地元の意向をふまえて実施すべき。
・ グルーピングについて、しっかりとした合意形成や、何のために無形文化遺産になるのか、しっかりとした議
論が必要だと感じた。
・ 国主導が将来的に是正されるとありがたい。
・ 提案プロセスに自治体を関与させた場合、今でさえ外交官レベルでの政治動向に右往左往されているのに、収
拾がつかなくなってしまうのではないか。とはいえ、
「価値づけをしない」というものであれば、文化財調査
官等の専門職が関わるのもつらいものがある。文化担当の事務職が観光（庁）や経済産業（庁）の仕事にかま
けて、本来すべき「文化」（地方ならば、その上位の「教育」も含めて）の仕事を避けているようなきらいがある
ので、むしろ「政治」中心の方へ移してしまうのもありなのかもしれない（例：文化庁・文科省ではなく内閣府
でやる、など）
。

【観光等の活用に係る問題】

・ 観光との兼ね合いはどうなるか、どうするか。文化財保護法も改正によって「活用」が強調されているが、観
光に引っぱられすぎないように留意する必要があるのでは。
・ 観光等に害されない、純粋な意味での無形文化遺産への記載を望む。絶対に政治的であってはならない。
・ 熊本県八代市の妙見祭もユネスコ無形文化遺産に「山・鉾・屋台行事」として記載されているが、記載前と記
載後の大きな変化（集客数等）にメディアは注目し、11 月 23 日の本祭後にも多くの問い合わせをうけた。しかし、
記載前後での大きな変化は保存団体・住民の意識の変化（文化遺産の保存・継承への思い）が主であり、経済効
果を気にかけるメディアや、他部局の思いとのギャップに苦しんでいる部分がある。

・ ユネスコ無形文化遺産をどう活用していくのか、その指針等を示してほしい。
・ ユネスコ無形文化遺産への代表一覧記載後の具体的な取り組みはどうしたらよいか。
【その他】

・ 建造物修理・木工、木造彫刻修理について、どのような申請形態になるかよくわからない。
・ 日本の民話・昔話などもユネスコ無形文化遺産にできないか。全国的なネットワークも作りたい。
・ 共同搭載という方法をとる場合、国同士の文化が違うと考えられるが、弊害はないのか。

(2) 無形民俗文化財の保存・活用に関する問題や課題		
【後継者・担い手の問題】

・ 無形民俗文化財については、どこの保存団体でも継承について苦慮されていて、どのような取り組みが効果的
なのかがわからない。後継者の育成や活用に関して全国的にどのような取り組みがあるのか、示してほしい。
・ 担い手育成や伝承活動の活性化のための行政の取り組みを、地域の主体的な活動に変えていくために効果的な
ことはあるか。
・ そもそも地域に人がいないという問題を解決するのは困難。行政としてできること、すべきことは何か、方向
性だけでも見出したい。
・ 少子高齢化と伝承者の高齢化により、小・中・高・大学生、青年層への伝承が難しくなっている。
・ 地域によって、担い手に温度差があるのが課題。
・ 保存会向けの県営補助金を立ち上げる予定だが、小さな会ばかりなので書類作成などを支援しないといけない
と思われる。
・ 一子相伝の神代神楽の団体が、ご自分の代で終わりにしようと考えているようで、息子さんたちに伝承されて
おらず、継ぐことも考えていないようである。これを自然の消滅として受け入れるべきなのか、無理に説得し
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ても仕方ないのか悩ましい。
・ 衣装や道具に費用がとられるので、資金的に補ってくれる民間団体がふえることを期待している。
【活用における課題】

・ 無形民俗文化財は有形とは違って、その場に行けばいつでも見られるものではない。そのため観光部局等から
は観光振興面でのアピールが難しいという課題が出される。また文化財行政面からすると、文化財の活用がク
ローズアップされているものの、経済効果が見込みづらいことなどから予算の確保が難しいという問題がある。
「無形」の文化財だからこそ生じる課題やその解決策を協議するテーマ等を取り上げてほしい。
・ 無形民俗文化財をはじめ、文化庁がらみの文化財や遺産等の「活用」とは何かを改めて考えなおす必要がある
のではないか。海女の事例でも、イベント用のスタイルが時の経過とともに定着しているとのことで、これが
海女の「活用」の結果のひとつとなってしまうのはどうなのか、疑問の晴れないところがある。文化財として
保存した意義に忠実なかたちで活用ができているのかどうか、改めて文化財保護の土台を見なおすべきタイミ
ングを迎えているような気がする。
・ 無形文化遺産を地域活性化・中山間地振興にどうつなげていくのか。都市と農山漁村の交流や民泊（グリーンツー
リズム）などで都市住民、農村住民の相互理解を得るのが有効ではないかと感じた。

・ 身近な未指定の無形の文化財、伝統芸能、伝承行事などを行政発で情報発信する方策について模索したい。
・ 自分の地域の伝統芸能へ参加したいが、地方では情報公開がされていないうえに閉鎖的なことが多く、新人が
参加しにくい環境にある。
・ 民俗芸能の、いわゆる祭りの場以外での公開方法が課題。芸能大会以外などで、公開して周知できればとは思
うが、従事者が忙しい。
・ 広報的にも人を集めることが難しいと感じている。
・ 指定や記載を受けなくても、個々の無形民俗文化財の重要性や価値を自覚、発信できる方法がないかと考える。
【行政の課題】

・ 市町村での予算と人員拡充が重要。民俗、無形の分野の人材とお金が不十分であり、いろいろやるべきことは
あるが、手が出せない。
・ 本県では文化財担当課ばかりでなく歴史系博物館においても民俗専門の担当者がいない。本来は県や市町村に
各分野（少なくとも文化財保護法の６分野）の専門官を置く体制、およびそれを目指すための行動が必要ではな
いか。既に指定済みのものの保護であれば分野外はもとより事務官でもできる（すべき）ものだが、たとえば
もともと考古学の担当者に神楽や行事の分布調査等をさせても、調査する側も、される側も不幸なだけのよう
な気がしてならない。後世に永く残る成果の質にも関わってくる問題であり、
「民俗文化財なんて他分野の人
が片手間でできる」と誤認されているのであれば、その解消が必要かと思う。

・ 特定の地域や神社などで伝承されてきた神楽があり、その保存団体（の代表者）が本来の伝承地から筆者の勤
務地に移転してきたことにより、都からの補助金の申請・交付にかかる事務処理を担当せざるを得ない状況に
ある。指定された無形民俗文化財の保護は大事であるが、地域性を欠いた文化財の事務処理を行政職員として
担わざるを得ない事に違和感を抱いている。
【ネットワーク作りの課題】

・ 無形民俗文化財に関わる交流会や発表の場をどのような形で設けているか知りたい。
・ ネットワーク連携を形骸化させることなく、無形文化遺産の継承・保存に本当の意味で役立てるのは簡単では
ないと感じる。イベント開催や PR など通りいっぺんの取り組みに終始してしまいがちである。
・ 無形民俗文化財のうち、民俗芸能については民俗芸能学会があり、各地の学術的調査研究の積み重ねが直接、
文化財保護の現場にも生かされる状況がある。しかし民俗技術については、日本民具学会の中に技術の調査研
究に関心を持っている研究者がいるものの、どうしても有形の民具にばかり目が行き、無形の技術には目が行
きにくい。個人的には、無形民俗文化財の保護に直接つながるような、学術的な研究団体としての「民俗技術
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【その他】

・ 修理に用いる材料のうち、特に手に入りにくい用材の確保をどうするかが課題。

(3) 今後取り上げて欲しいテーマ等		
・ 文化財保護法改正と無形民俗文化財の今後、特にいわゆる活用（観光化）圧力に対する現状と課題について。
・ 観光的な面で、人を呼ぶ工夫や人が来たことでの利点・課題等の事例を聞きたい。
・「地域まるごと博物館」
「エコ・ミュージアム」と、無形文化遺産の活用について。
・ 無形文化遺産を活用した国際交流・国内交流事例について
・ 行政として、ユネスコ無形文化遺産の制度や記載までの実際についてより詳しくとり上げていただきたい。
・ 無形文化遺産として記載された団体のその後など、
「記載」以後について話を伺ってみたい／「和食」などの
記載後の取り組みについて事例が知りたい／実際に記載されている団体の話など。
・ 今後はグッド・プラクティスの事例もみてみたい。
・ 同じくユネスコのプログラムになった世界ジオパーク制度や国内版の日本ジオパークについてぜひ取りあげて
ほしい。
・ 他国の無形文化遺産とその保護・継承の取り組みの紹介。
・ 民俗技術の記録作成と、技術の再現、復元について。
・ 地域福祉と無形文化遺産について―「回想伝」などの伝承文化の「活用」など。
・ 保存会との関わり方、連携事業の進め方について。
・文化庁の「祭り行事調査」
「民俗芸能調査」のその後、成果の活用について。調査しただけなのか、追跡調査
の必要性は、など。
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参加者名簿

（50 音順・敬称略）

阿部

武司

東北文化財映像研究所

菊池

理予

東京文化財研究所

安齋

順子

くにたち郷土文化館

城所

恵子

神奈川県民俗芸能保存協会

飯島

満

東京文化財研究所

北島

恵介

静岡県周智郡森町教育委員会

井口

崇

袖ケ浦市郷土博物館

北原

翔子

大阪府教育庁文化財保護課

石井

和帆

栃木県立博物館

木原

善和

日本民俗学会会員・千葉歴史学会会員

石田

千恵子

川越市教育委員会教育総務部文化財保護課

久保田

裕道

東京文化財研究所

石村

智

東京文化財研究所

久保田

恵友

桑名市役所経済環境部商工観光文化課

石山

裕雅

石山社中

熊谷

板垣

時夫

白岡市教育委員会生涯学習課

黒河内

市野

恵子

犬山市教育委員会歴史まちづくり課

小泉

優莉菜

（公財）ポーラ伝統文化振興財団

伊藤

京子

軽井沢町追分宿郷土館

小岩

秀太郎

（公社）全日本郷土芸能協会

伊藤

茂樹

まつり同好会

甲地

利恵

北海道博物館アイヌ民族文化研究センター

伊藤

純

東京文化財研究所

小島

孝夫

成城大学

井野

千春

群馬県教育委員会文化財保護課

児玉

信

今石

みぎわ

博人
貴光

神社新報社編輯部
東京文化財研究所

東京文化財研究所

小西

直樹

上野原市教育委員会社会教育課

入江 宣子

日本民俗音楽学会

小濵

学

三重県教育委員会社会教育・文化財保護課

入倉

若菜

成城大学

小林

裕美

千葉県教育庁教育振興部文化財課

岩澤

佑史

家の光協会

斉川

昭二

板橋区立郷土資料館

制作部

岩本 渉

アジア太平洋無形文化遺産研究センター

境野

飛鳥

東京文化財研究所

内田

埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課

坂本

久美

山梨県教育委員会学術文化財課

茨城県教育庁総務企画部文化課

櫻井

拓馬

東京都荒川区役所地域文化スポーツ部

佐下橋

容代

神奈川大学大学院

佐々木

繁子

幸彦

宇都木
漆畑

宏一
研太

王

蕾

大貫

美佐子

アジア太平洋無形文化遺産研究センター

笹生

大山

孝正

福島県文化財センター白河館

佐田尾

岡﨑

光司

船橋市教育委員会生涯学習部文化課

佐野

真規

岡本

夏実

行田市郷土博物館

澤田

澄子

小川

直之

茂雄

昭

三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課
（公財）ポーラ伝統文化振興財団
請戸芸能保存会
（公社）全日本郷土芸能協会

信作

中国新聞総合編集本部
映像作家
（公社）企業メセナ協議会

國學院大學文学部

篠﨑

小田原

直也

東京文化財研究所

柴

小野寺

節子

國學院大學

清水

博之

茨城キリスト教大学

清水

靖知

神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課

秀和

栃木県立博物館
静岡市観光交流文化局文化財課

河西

裕

NPO 法人文化遺産保存のための映像記録協会

加藤

元信

文京区文化資源担当室文教ふるさと歴史館

志村

映美

東京文化財研究所

金子

健

文化庁文化財部伝統文化課

下垣

豪

岡山県庁文化財課文化財保護班

金子

征史

八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部

庄武

憲子

徳島県立博物館

神野

知恵

東京文化財研究所客員研究員

鈴木

重仁

猪苗代町八幡神社

亀井

伸雄

東京文化財研究所所長

鈴木

正崇

慶應義塾大学

狩野

萌

東京文化財研究所

鈴木

伸子

長野県教育委員会事務局文化財生涯学習課

川井

結花子

東京文化財研究所

角

河上

愛

久喜市教育委員会文化財保護課

瀬川

川邉

絢一郎

大磯町郷土資料館

関

神田

竜浩

国立文楽劇場

瀬原

史織

軽井沢町教育委員会生涯学習課文化振興係

城井

智子

仙田

力

世田谷区教育委員会生涯学習・地域・学校連携課

菊池

健策

髙田

華南

東京都荒川区役所地域文化スポーツ部

（公社）全日本郷土芸能協会
東京文化財研究所客員研究員
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美弥子
ルミナ
孝夫

北海道教育大学岩見沢校
清瀬市郷土博物館
上尾市教育委員会

参考資料

高橋

方紀

岐阜市教育委員会社会教育課

道澤

明

横芝光町教育委員会社会教育課

高久

舞

國學院大學研究開発推進機構

南谷

浩史

東京都荒川区役所地域文化スポーツ部

武田

伸二郎

高知県教育委員会文化財課

宮前

功

舘野

太朗

東京文化財研究所

宮本 瑞夫

田仲

桂

いわき市文化財保護審議会

武藤

直美

群馬県立歴史博物館

田中

英機

くらしき作陽大学

村田

仁志

八代市経済文化交流部文化振興課

田中

葉子

北区飛鳥山博物館

米良

勝也

谷井

千絵

東京都荒川区役所地域文化スポーツ部

望月

佳枝

（株） ミディアム

田村

真実

国立市教育委員会生涯学習課

森下

春夫

（公社）全日本郷土芸能協会

戸田

剛

浜松市市民部文化財課

森島

一貴

関市文化財保護センター

富永

優

儀礼文化学会

守山

弘子

外務省大臣官房国際文化協力室

鳥本

浩平

岐阜市教育委員会社会教育課

森

鳥本

浩平

岐阜市教育委員会社会教育課

山川

志典

東京文化財研究所

中島

誠二

山下

祐樹

熊谷市立江南文化財センター

中野

照男

成城大学

山中

千紗子

文化庁文化財部伝統文化課

中村

規

都市民俗研究所

山梨

絵美子

東京文化財研究所副所長

名越

章浩

NHK 解説委員室

山村

恭子

館山市教育委員会教育部生涯学習課

西尾

彰仁

鳥取市佐治町総合支所

山本

陽平

根本

瑞穂

稲城市教育委員会教育部生涯学習課

Helga Janse

筑波大学大学院

野木

雄大

福岡県教育庁総務部文化財保護課

吉田

純子

文化庁文化財部伝統文化課

野添

和洋

宮崎県教育庁文化財課

吉原

睦

倉敷市教育委員会生涯学習部文化財保護課

韓国無形遺産院

吉森

映子

小山市産業観光部工業振興課結城紬振興係

東京文化財研究所

米岡

亜依子

文化庁文化財部伝統文化課

上尾市教育委員会教育総務部生涯学習課

米村

創

国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課

朴

原模

橋本

かおる

長谷川
波田

一樹
尚大

坂

敏博

（株）シマワークス

犬山市教育委員会歴史まちづくり課

（株）オマツリジャパン

李

大垣市教育委員会文化振興課

Rizky Adi Yanuasari 国士舘大学大学院

東京文化財研究所

領家

玲美

相模原市教育委員会文化財保護課

（株） ミディアム

渡瀬

綾乃

東京文化財研究所

渡辺

伸夫

神楽研究所

文

引地

幸市

俵木

悟

成城大学

平林

洋子

静岡県教育委員会文化財保護課

福持

昌之

京都市文化市民局文化芸術都市推進室

伏見

英俊

智山伝法院

藤原

洋

郡上市教育委員会社会教育課

二神

葉子

東京文化財研究所

星野 紘

東京文化財研究所名誉研究員

堀

京都市文化市民局文化芸術都市推進室

マエサロー

国士舘大学大学院

前原

恵美

東京文化財研究所

増山

一成

中央区立郷土天文館

松野

智幸

岐阜県環境生活部県民文化局文化伝承課

松山

直子

東京文化財研究所客員研究員

丸尾

依子

山梨県立博物館
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徳雨

宮崎県総合政策部みやざき文化振興課

武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館

半戸

大輔

弓乃

東京都教育庁地域教育支援部
（一財）宮本記念財団

神奈川大学大学院

第 12 回 無形民俗文化財研究協議会報告書

無形文化遺産への道
ユネスコ無形文化遺産条約と地域の遺産
平成 30 年（2018）3 月
編集・発行

独立行政法人国立文化財機構
東京文化財研究所
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無形文化遺産部

東京都台東区上野公園 13-43
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