勧告 b)の「韮山反射炉の保全措置に係る計画及び実施計画（抄録）
」

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産 ３‐1
韮山反射炉（エリア３ 韮山） の修復・公開活用計画（抄録）
伊豆の国市は、第３９回世界遺産委員会の決議（39COM 8B.14）に付議された勧告 b)に基づき、「明治
日本の産業革命遺産」の構成資産である韮山反射炉の詳細な保全措置に係る計画として、平成２８～２９年
度に「修復・公開活用計画」を策定した。その抄録は次のとおりである。

図１ エリア３ 韮山の位置図

図２ 計画の対象範囲図

１． 全体構想（ヴィジョン）
伊豆の国市は、シンボルである反射炉本体の保存強化をはじめ、守る・伝える・高める・活かすの４つの視点から成る
「幕末期における近代製鉄技術導入への挑戦を物語る空間」の実現に向けて、必要な修復・公開活用を進める。

韮山反射炉は、明治日本の産業革命遺産の顕著な普遍的価値を反映する３つの段階のうち、第一段階
（１８５０年代から１８６０年代前半にかけての幕末期で、製鉄や造船の試行錯誤期）に該当する構成資産で
あり、製鉄・製鋼分野における試行錯誤の過程を表す証拠である。韮山反射炉の変遷・展開の過程は、幕
末期の操業期間を中心としつつ、起点を江川英龍が築造に向けて研究を始めた天保１３年（１８４２）頃に、
終点を操業停止後から現在まで国・静岡県及び地域住民等との連携の下に伊豆の国市が適切な維持・修
復により守り継いできたことを踏まえ現在に設定している。
将来にわたり訪れる誰もが「幕末期における近代製鉄技術導入への挑戦を物語る空間」であることを実感
できることが重要であることから、伊豆の国市では、次の４つの視点から成る韮山反射炉の「あるべき将来像」
の実現に向けて、必要な修復・公開活用を確実に進めるものとする。
 守 る：シンボルである反射炉本体とその関連施設の保存強化
現存する反射炉本体は、近代製鉄技術の伝播を物語る貴重な物証であるとともに、韮山反射炉の
変遷・展開の過程を象徴するシンボルとしての役割を果たしていることから、その材料・構造の保存
強化はあるべき将来像の実現に向けて必要不可欠である。伊豆の国市は、反射炉本体を確実に後
世に継承していくために、後年の修復において耐震性の確保を目的として壁体の外面に設置され
た鉄骨トラスを含め、構造体としての維持を図る。そのためには、真実性の観点から築造当時の煉瓦
の保存を最優先する修復方法の調査研究を実施し、その結果を修復に反映させる。
また、稼働当時に存在した反射炉本体周辺の施設等については、文献・資料調査及び発掘調査
の実施を通じ、遺構の確認・保存を行う。
 伝える：大砲製造に関わる産業システムの視覚化による来訪者等への理解増進
現存する反射炉本体に加え、地下遺構として残る関連施設及び動力源となる水を供給した河川部
分（図４を参照）が一体となって機能した大砲製造に関わる産業システムの理解増進を図るために、
伊豆の国市は、現地において本体の意匠・構造を視覚的に認識できるようにするために樹木伐採等
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により周辺環境の状況を改善し、ガイダンスセンター（図５を参照）・江川邸1と反射炉とが相互に補完
し合うような説明・情報提供を行う。
 高める：大砲製造工場としての姿を想い描き理解できる景観の維持・改善
稼働当時の景観を想い描き、現在地に築造された意義を深く認識できるようにするために、伊豆の
国市は、複数の視点場からその立地環境等が理解できるような説明・情報提供を行うとともに、地域
住民の理解・協力の下に良好な景観を維持し、必要な修景を行う。
 活かす：地域のシンボル・拠点としての持続可能な公開活用
世界文化遺産の構成資産として登録されて以降、韮山反射炉は今まで以上に注目を集める存在
となった。しかし、今後ともこのような状況を継続していくためには、地域社会全体が世界文化遺産と
しての顕著な普遍的価値を理解し、その意義・重みを深く認識することが重要である。その上で、伊
豆の国市は、地域の歴史的・文化的シンボルとしてのみならず、地域の振興や情報発信の拠点とし
ても、持続可能な公開活用の施策を進める。

２． 方針
上記の「あるべき将来像」の実現に向けた方策を講ずるにあたっての方針を、次のとおり設定する。
（１） 調査研究の推進
伊豆の国市は、大砲製造に関わる産業システムの確認・解明等を目的とする文献・資料調査及び発掘
調査、来訪者の影響の程度等を確認するための来訪者調査、経年変化を把握するためのモニタリングを
実施する。
また、定期的かつ永続的な修復が必要となる反射炉本体について、その修復工法の選択に必要な調
査・実験を計画的に行う。
（２） 建造物・遺跡の材料・材質・構造の保全・強化・安定化
モニタリングによって明確となった材料の劣化、構造の不安定化の状況に応じ、伊豆の国市は、専門家
等の知見及び必要な調査研究の成果等に基づく十分な検討を踏まえ、必要な修復を行う。
（３） 構成資産・エリアにおける大砲製造に関わる産業システムの明示・説明
大砲製造に関わる産業システムの理解増進を図るため、伊豆の国市は、構成資産及びその周辺にお
いて適切な動線を定めた上で、システム全体及び個々の要素のつながり・役割について説明を行い、江
川邸への誘導も行う。
地下遺構を含む構成要素の解説板は、各構成要素が果たした機能・役割等をより的確に伝えるために
統一的な意匠・形態のものを設置し、系統的な情報提供に努める。老朽化した解説板は更新を図る。
また、既存の平面表示施設を改善するとともに、各種調査によって新たに明らかとなった地下遺構等の
構成要素は、調査研究の成果を駆使し、地表面に表示等を行う。
来訪者が反射炉とガイダンスセンターでの展示・解説等との相互のつながりを深く理解できるようにする
ために、解説板及び遺構表示施設等による情報提供を補完し、現地ガイドによる説明を充実させる。
（４） 景観の観点からの修景
伊豆の国市は、緩衝地帯内のアクセスルート（図５を参照）沿いを中心として周辺景観の維持・向上・改
善を行い、民有地における適切な景観形成の誘導を図る。
また、反射炉の立地及び大砲製造に関わる産業システムの全体像を把握できるような視点場を設定す
る。視点場では、モニタリングにより展望景観の変化を把握し、修景等の対策を講ずる。
（５） 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
伊豆の国市は、シンポジウムの開催、発掘調査・修復の公開及び説明会の実施等を通じて地域住民の
保全意識の醸成を図り、行政と協働することにより地域住民が主体的に情報発信活動に参画できるよう支
援する。
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江川邸； 韮山反射炉の築造を指揮した江川英龍をはじめ代々江戸幕府の韮山代官職を務めた江川家の屋敷であり、韮山
反射炉に関する理解を深める上で重要な施設である。韮山反射炉から直線距離で北に約１．７ｋｍの場所に位置する。
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また、ガイダンスセンターと一体的に学びの場としての機会・機能の充実を図る。市内に所在する豊富
な文化・観光施設の情報発信拠点の一つとして公開活用し、滞在型観光にも資するよう努める。
日常の管理保全を担う市、現地ガイド等の全ての関係者について、研修会等を通じ管理保全能力の向
上を図る。
（６） 事業の推進
伊豆の国市は、明治日本の産業革命遺
産の全体に係る統一的な体制の下に共通
の方針に基づく管理保全を行い、市の関
係部局間での十分な連携の下に事業の
推進を図る。
また、事業を効率的かつ効果的に推進
するため、継続的に事業の評価・見直しを
行い、最適化に向けた改善を行う。

３． 方法
（１） 調査研究
ア．文献・資料調査
現在、伊豆の国市が進めている韮山
図３ 古絵図における関連諸施設の配置と過去に実施した発掘調査の区
反射炉に関係する資料群（古文書・古写
域との照合図
真・古絵図等）の調査研究を継続して実
施する。調査研究成果については、調
査報告書を刊行して広く周知を図り、今後における修復・公開活用の事業に反映させる。
イ．発掘調査
古絵図との照合、大砲製造に関わる産業システムの確認・解明、さらには産業システム全体に対する
理解を増進するために、伊豆の国市は地下の遺構・遺物の情報収集を目的として発掘調査を実施する。
その場合、大砲製造工程において大砲の砲身をくり抜くという重要な役割を担った「本錐台小屋」・「仮
錐台小屋」の周辺遺構及びそれらの残存状況の確認を優先的に行う。
ウ．反射炉本体修復に関する調査
伊豆の国市は、モニタリングを通じて構成要素の部位ごとに劣化状況の進行等を把握する。
また、古写真からは築造時に煙突部外壁煉瓦を保護するために漆喰塗りが施されていたことが判明し
ていることから、将来における反射炉本体の修復時に漆喰塗りを採用できるか否かを判断するために、
試供体を作成するなどして必要な実証実験を行う。
エ．来訪者に関する調査
伊豆の国市は、来訪者の構成資産への影響の程度、駐車場（図５を参照）・便益施設の充足度、構成
資産の理解度、江川邸をはじめとする市内の他施設への周遊性に関する調査等を実施する。
オ．モニタリング
伊豆の国市は、現時点における情報を網羅的・体系的に集約したモニタリング・カルテにより、構成資
産及び緩衝地帯の状況を定期的に把握する。
モニタリング結果は毎年度、年次報告書として取りまとめ、韮山地区管理保全協議会において確認・
合意した後に、明治日本の産業革命遺産保全委員会に報告する。
（２） 建造物・遺跡の修復
ア．構成資産内の顕著な普遍的価値に貢献する構成要素の修復
ａ．反射炉本体
伊豆の国市では、現状における煙突部外壁煉瓦の劣化状況を踏まえ、劣化箇所の修復を優先して
行うための緊急的な措置として、次回の修復を６年以内に実施・完了する。
上記の緊急的に実施する修復では、煙突部外壁のうち劣化が著しい箇所については、例えば煉瓦
の表面の劣化部分のみを切除し、凹部に成形した新規材料を嵌め込むなどの手法により、必要最小
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限の範囲で材料の差し替えを行う。内壁煉瓦及び石積み部については、これまでに行われた調査結
果の分析等を行った上で必要な修復等を行う。
次回以降の修復については、煙突部外壁煉瓦に対する漆喰塗の実証実験も含めた調査・研究成果
及び今後の保存修復技術の向上の可能性等を考慮し、「構造体としての維持」及び「築造当時の煉瓦
の保全」を図るための最善の方策を十分に検討した上で、適切な修復を行う。
ｂ．地下遺構
昭和６３年度に伊豆の国市（当時は韮山町）が実施した発掘調査によって側壁及び床面の遺構が確
認された鋳台の遺構は、脆弱な木製であり、各部ともに一部分のみ遺存していたことから、現状どおり
地中にて保存する。
その他、今後の発掘調査において、文献・資料により稼働当時存在していたと考えられる施設の地
下遺構を確認した場合には、適切に保存し地表面に遺構の平面規模の表示施設等を設置する。
ｃ．河川部分
モニタリングを通じて破損等が確認された場合には、河川管理者である伊豆の国市が適切な補修を
行う。
また、災害等により大規模な損傷を受けた場合には、同様に伊豆の国市が護岸の強度を確保した
上で景観に配慮した材料・材質により復旧を行う。
イ．構成資産内の顕著な普遍的価値に貢献する構成要素と密接に関係する要素の修復
反射炉本体外壁の補強鉄骨及び煙突頂部の天蓋については、これまでの調査によって構造上の健
全性が確認されている。しかし、部分的な塗装の剥離及び錆の発生等が見られるため、伊豆の国市は６
年以内に必要な修復を実施する。
（３） 大砲製造に関わる産業システムを視野に入れた構成資産の公開活用
以下のア～キまでの項目は、基本的に伊豆の国市が実施する。
ア．地区区分（ゾーニング）
大砲製造に関わる産業システムの理解増進に向けた公開活用をより的確に進めるために、地区区分
（ゾーニング）を行い（図４）、各地区（ゾーン）の概要・特性に応じた公開活用の手法を示す（表１）。

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｾﾝﾀｰ

芝生広場
駐車場
芝生広場

図４ 地区区分（ゾーニング）図

図４ ゾーニング図
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地区名称

地区の概要・特性

公開活用の手法

反射炉

反射炉本体が

ゾーン

立地する区域

関連施設跡

大砲製造に関わる

ゾーン

関連施設が存在した区域

河川

大砲の砲身をくり抜く施設
（錐台小屋）の水車に動力と
なる水を供給した区域

ゾーン

ほぼ完全な姿が残る貴重な反射炉の遺構であり、維持管理及び修
復を通じて確実に保存する。
調査・修復等を行う場合は可能な限り公開する。
例） 調査・修復等の実施・公開 など
来訪者の理解増進のため施設設置を行うとともに、顕著な普遍的価
値に貢献する構成要素としてそぐわない工作物等について積極的
な改善を行う。
発掘調査を実施する場合は可能な限り公開する。
例） 遺構表示等の設置・樹木の伐採・池の撤去 など
大砲製造に関わる産業システムにおいて果たした役割の理解増進
を図るための環境の創出、河川部分と世界遺産登録地（史跡指定
地）との位置関係を視覚的に認識することが可能である北東部公園
への誘導を図るための園路・誘導標識の設置を行う。
例） 解説板・誘導サインの設置 など

表１ 各ゾーンの概要・特性、公開活用の手法

イ．動線
来訪者の適切な入場管理及び大砲製造に関わる産業システムの効果的な理解増進を図ることを目的
として、構成資産及びその周辺における動線を次のとおり設定する（図５）。
① ガイダンスセンター ⇒ ② 構成資産の区域 ⇒ ③ 北東部公園 ⇒ ④ 南側茶畑展望台

図５ 動線図

ウ．地形・環境の造成
稼働当時に存在せず大砲製造に関わる産業システムには関連を持たない東辺に立地する池につい
ては、発掘調査の実施と併せて撤去する。その他、修復・公開活用において必要となる発掘調査の実
施及び遺構表示施設の設置等に伴う最小限の改変を除き、現在の地形を維持する。
給排水施設については、原則として適切な維持管理の下に既存の施設を使用するものとする。
エ．修景・植栽
新規の樹木植栽は原則として行わない。
現在、周囲の人工構造物に対する遮蔽機能及び緑陰等の役割を果たしている樹木については、今
後とも適正な維持管理を行う。一方、北東部公園から反射炉本体を望む場合に展望の妨げとなるなど、
史跡指定地と河川部分の一体性を阻害するような樹木は伐採する。
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オ．案内・解説施設
動線に従い来訪者を円滑に誘導し、理解増進を効果的に図るために、既存の案内・解説施設及び展
示物の維持・管理・修繕・更新を行う。また、明治日本の産業革命遺産の概要及び同遺産における構成
資産の位置付けなどを示す解説施設を新たに設置する。
さらに、文献・資料調査及び発掘調査によって新たに明らかとなった遺構については、それらの確実
な保護を前提とした上で、より効果的な手法による遺構表示施設を設置する。
カ．管理施設・便益施設
既存のベンチについては、今後必要に応じ数量・配置場所の見直しを行う。トイレはガイダンスセンタ
ー内に設置されているものを使用することとし、新たに設置しない。
周囲の地表面から約１．２m 高い場所に位置する反射炉本体付近の見学スペースについては、来訪
者の安全かつ快適な見学環境を確保するために必要な囲柵等を設置する。
キ．公開活用施設
ガイダンスセンターにおいて、明治日本の産業革命遺産の２３の構成資産が産業化の道程をいかに
反映しているのか、その中に韮山反射炉がどのように位置付くのかについて統一的な情報を発信する
ために、現施設の増築等により専用展示スペースを確保し、国が示す共通展示プランによる設備を設
置する。また、今後の文献・資料調査及び発掘調査の成果を踏まえた情報を、パネル・IT 等を駆使して
的確かつ分かりやすく発信する。
（４） 緩衝地帯の景観の維持・向上・改善のための修景
伊豆の国市では、構成資産へのアプローチとなる道路(図５のアクセスルート)及び駐車場からの良好な
景観及び構成資産への眺望を維持するとともに、地域住民との連携の下に構成資産及び周辺景観と調
和する建築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導するなどの修景を行う。
構成資産に隣接するガイダンスセンター、芝生広場、北東部公園は来訪者の動線上に位置することか
ら、現在の良好な景観を維持する。
河川を挟んで構成資産の南東の対岸に位置する民間商業施設及びその敷地については、外観及び
屋外広告物等について所有者との十分な対話を通じて良好な景観形成に向けた合意形成を図りつつ、
適正な設置・維持・改善に向けて誘導する。
その他の緩衝地帯の範囲については、無秩序な開発を抑制し、構成資産及び周辺環境と調和する建
築物・工作物の新築・増築・改築、樹木の植栽等を誘導するなど、景観の保全・維持・改善を行う。案内看
板・屋外広告物等については、所有者・管理者との十分な対話を通じて良好な景観形成の目的・意義に
関する理解増進・合意形成を図りつつ、基準に基づく適正な設置・維持・改善に向けて誘導する。
（５） 文化的資源・情報発信の拠点としての公開活用
ア．ガイダンスセンターの公開活用方法
展示・映像による知の提供に加え、室内のスペース及び前面の芝生広場を効果的に利用し、来訪者
の理解増進を図るとともに最新の研究成果を広く発信する。
また、体験型の学習機会の提供及びイベントの開催等を通じ、リピーターの獲得とともに、地域住民の
繰り返しの来訪を促進する。
さらには、市内に所在する豊富な文化・観光施設の情報発信拠点としての機能・役割を促進する。
イ．地域コミュニティの参画の方法
修復・整備活用に関する地域住民の意識醸成及び積極的な参画を図り、能力開発（キャパシティビル
ディング）を進めるために、各種媒体による積極的な情報提供、シンポジウム・現地説明会等の開催、各
種団体の育成・支援、学校教育との連携による鋳造体験教室等を行う。

４． 事業の実施
（１） 実施事業項目の優先順位
上記１から３において述べたあるべき将来像及びその実現に向けた方針・方法に基づく事業の実施ス
ケジュールと実施項目の優先順位は、以下のとおりである。
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伊豆の国市は、平成２９年度を初年度として概ね平成４８年度を目標最終年度とする２０ヶ年を事業実施
期間として定める。
事業実施期間を短期（６年以内）・中期（概ね６年間）・長期（概ね８年間）に区切り、それぞれの時期区
分及び事業実施の考え方並びに具体的な事業の実施スケジュールを次のとおりとする（表２）。
なお、韮山反射炉の修復・公開活用において最優先すべき実施項目を反射炉本体修復と設定し、短
期（６年以内）に実施・完了する。
また、反射炉本体修復に次いで優先すべき実施項目を大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向
けた施設設置と設定し、その実現に向けて必要な文献・資料調査及び発掘調査、案内・解説施設の設置
等を短期（６年以内）から段階的に進め、中期（１２年以内）までに完了する。
 短期（６年以内）：反射炉本体修復の実施・完了、大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた
施設設置に必要な事業の実施、その他直ちに着手が必要な事業の実施期間
 中期（概ね６年間）：大砲製造に関わる産業システムの視覚化に向けた施設設置に必要な事業の実
施・完了、その他短期から継続的な実施が必要な事業の実施期間
 長期（概ね８年間）：短期・中期から継続的な実施が必要な事業の実施期間
区分

事業

短期

中期

長期

（平成２９～３４年）

（平成３５～４０年）

（平成４１～４８年）

文献・資料調査
発掘調査
調査研究

反射炉本体修復に関する調査
来訪者に関する調査
モニタリング

建造物・遺跡の修復

反射炉本体修復
反射炉本体補強鉄骨・天蓋修復
池の撤去

大砲製造に関わる産業
システムの明示・説明

樹木の伐採
案内・解説施設の修繕・新設等
遺構表示施設設置

景観の観点からの修景

景観の維持・改善

文化的資源・情報発信の
拠点としての公開活用

ガイダンスセンターの公開活用
地域コミュニティの参画
表２ 事業実施スケジュール

（２） 実施スケジュールの見直し
伊豆の国市は、各計画期間の完了時期が近づいた段階において、期間中における事業の進捗状況の
確認・分析を綿密に行う。その上で、次期に繰り延べることが適当である事業項目及びその期間について
の精査を行い、次期以降の事業内容・工程について必要な見直しを行うこととする。
（３） 事業の推進体制
本計画において定める事業実施スケジュールは、韮山反射炉の管理保全と不可分一体のものであるこ
とから、世界遺産登録推薦書の一部である韮山反射炉管理保全計画において定めた管理保全体制と同
様の枠組みの下に、より緊密な地域住民等との連携・協働体制により推進する（図６）。
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稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議
指導・助言
指導・助言

明治日本の産業革命遺産保全委員会
報告

確認・要請
韮山地区管理保全協議会

確認・指導

伊豆の国市
（事業主体）

指導・助言
文化庁・内閣官房
静岡県・静岡県教育委員会

報告

参画

地域住民等
連携・協働

指導・助言
伊豆の国市文化財保護審議会
伊豆の国市史跡等整備調査委員会・同専門部会
国内外の有識者・専門家 等

図６ 計画の推進体制

（４） その他
伊豆の国市では、構成資産の修復等に関しては、世界文化遺産登録後の平成２８年度からの２ヶ年に
おいて各種補助制度を活用しつつ必要な財源※を確保し対応してきており、今後ともこれまでと同様に
関係機関と連携を図りつつ、財源の確保に努め、事業を確実に実施したいと考えている。
※平成２８年度（決算）は約 485 百万円（ガイダンスセンター建設に係る経費を含む。）、平成２９年度（予
算）は約 18 百万円（本計画策定に係る経費を含む。）、いずれも維持管理経費は含まない。

図７ 中期完了時（平成４０年度末）のイメージ図
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