白 川 郷・五 箇 山 の 合 掌 造 り 集 落
世界遺産登録15周年記念事業

世界遺産五箇山の
未来を考える
南砺市民の集い
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記念講演（14:30 ～ 15:20）
・「世界遺産としての五箇山の意義と
これからへ向けて」

パネルディスカッション（15:30 ～ 17:30）
・「世界遺産五箇山の未来を考える」

◆コーディネータ―
東京大学教授

◆パネリスト
筑波大学大学院教授
工学院大学教授
文化庁世界文化遺産室長
相倉区長
菅沼世界遺産保存組合
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（敬称略）

■ 午 前 の 部（9:30～10:30）
茅 の 記 念 植栽（タカンボースキー 場 ）

筑波大学大学院教授

稲葉

信子

おはようございます。筑波大学の稲葉信子です。大学で世界遺産の学科を教え
ています。みなさんも大きくなったら是非一緒に勉強しましょう。
今日、私がここにいる理由は世界遺産を教えている、ということだけではあり
ません。15 年前に合掌造りが世界遺産になった時、私は文化庁で世界遺産の仕

■ 午 後 の 部（13:30～17:30）
事をしていました。15 年前 ･･･。中三で 15 歳だから、まだ生まれてない人の方

（福野文化創造センター
ヘリオス）
が多いですね。今日は白川村長さんや上平の元村長さんにもお会いできて懐かし
いです。

白川郷と五箇山が世界遺産になった時、ベルリンで世界遺産会議がありました。その時、みんなも「いいも
のが世界遺産になった」と言っていました。
文化庁にいた時は建造物の仕事をしていましたが、合掌造り集落が世界遺産になったのを機会に、その後は
ずっと世界遺産の仕事をしています。
これまでに 60 カ国以上を旅行しました。アフリカ・インド・アフガニスタン・フィリピン・ヨーロッパなどで、
みなさんぐらいの人とも会い、いろんなワークショップをしました。日本の世界遺産を紹介する時は、必ず合
掌造り集落を紹介します。「建物もすばらしいが自然がすばらしい」とほめられ「写真が欲しい」とみなさん
が興味をもたれます。日本には、車やビルのある大都会があると同時に、このような地域があることに非常に
興味をもたれます。
みなさんは国や県を通さず、直接世界に情報を発信できます。ここから世界に繋がっています。ユネスコ世
界センターのホームページにリンクされています。世界遺産であるということはそのまま「みなさんは世界に
繋がっている」ということです。
最後にみなさんに言いたいのは、日本にしかないもの、世界のいろんな人たちが注目するものがここにある
ということ。それは合掌造りという建物だけでなく、自然も含めてであるということです。
世界遺産委員会、ユネスコが大事にしているカテゴリーがあります。そこにはインドの山奥の村もあるし、
合掌造り集落もあります。日本はそのなかでも、先進国としてリーダーシップを取らなくてはならないと思い

記念講演

ます。

世界遺産委員会が非常に大切にしているもの、それは「人が自然と共に生きてきた知恵が凝縮されている」
ということです。それが世界遺産としての合掌造り集落の価値であり、それが日本にあるということ、日本が
世界でリーダーシップを取る価値です。
今ここに現在あるのはお祖父ちゃん、お父さんの努力があるからこそです。それをしっかり覚えて、その努
力を続けてほしい、次の世代に繋げてほしいと思います。
15 周年、おめでとうございます。私も当時を思い出すとうれしいです。ありがとうございました。
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■ 午 後 の 部（13:30～17:30）
（福野文化創造センター ヘリオス）

歓迎挨拶

南砺市長

田中

幹夫

皆さんこんにちは。ただ今の南砺平高等学校郷土芸能部の五箇山民謡はいかが
でしたでしょうか。
「白川郷・五箇山」世界遺産登録 15 周年記念事業 「世界遺産五箇山の未来を

記念講演

考える南砺市民の集い」の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
本日は大変お忙しい中、富山県知事代理の東野教育長様、岐阜県白川村谷口村
長様はじめ多数のご来賓の方々、そして多数の市民の方々にご来場いただき、心

より厚くお礼申し上げます。
合掌造り家屋は、かつては五箇山から岐阜県白川村にかけて広く分布していたわけですが、大正時代から減
少が始まり、昭和 30 年代後半になると、合掌造りの家屋の数は、大変限られたものとなりました。そうした
中で、奇跡的に相倉と菅沼だけは昭和 40 年代に入っても比較的多くの合掌造り家屋が保存されていたのです。
そこで、旧平・上平村では積極的に保存運動を開始され、両集落が昭和 45 年に国史跡に指定されました。
その後、両集落では幾多の苦難を乗り越えて、１軒の家屋、板倉から石垣・水路に至るまで、一切損なうこと
なく維持・保存されてきたのです。その結果、平成７年には世界に類をみない優れた文化遺産と認められ、白
川郷とともに五箇山の合掌造り集落がユネスコの世界遺産に登録されました。
平成 16 年 11 月１日、８つの町村が合併して、新しく「南砺市」が発足しました。そして、それとともに、
世界遺産の二つの集落は「平・上平の誇り」から、まさに「南砺市民の誇り」へと変わったのです。
今年は世界遺産登録からちょうど 15 周年に当たります。この間に国内の幾多の地域が、新たな世界遺産登
録を目指して運動を続けてきましたが、念願がかなったのはごくわずかの地域です。
世界遺産に登録されるということは、そのように大変難しく、かつ名誉なことでありますが、我々南砺市民

パネルディスカッション
は必ずしもその意義を十分に理解していないのかもしれません。幸いに本日は、世界遺産に関して大変お詳し
い先生方に多数お越しいただいておりますので、先生方のお話を伺い、世界遺産に関する南砺市民の理解が大
テーマ
いに深まっていくことを願っております。
今こそ、私たち南砺市民は世界遺産五箇山の合掌造り集落に眼を向け、ともに考え、ともに護り、ともに後
世に引き継いでいかねばなりません。本日の集いが、そのための第一歩となることを祈念し、開会のご挨拶と
いたします。本日は誠にありがとうございました。
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祝

辞

富山県知事

石井

隆一

（東野 宗朗 富山県教育長代読）
たいへんさわやかな実りの秋を迎えておりますが、本日、多くのご来賓や関係の皆様のご出席のもと、「白
川郷・五箇山の合掌造り集落世界遺産登録 15 周年記念事業」が盛大に開催されますことを、心からお祝い申
し上げます。
また、たいへんお忙しいなか、西村幸夫東京大学教授、稲葉信子筑波大学大学院教授、後藤治工学院大学教
授、三谷文化庁記念物課世界文化遺産室長には、この後に行われるパネルディスカッションのパネリストとし
てご出席いただき、心から感謝申しあげます。
ご承知のとおり、五箇山の合掌造り集落は、平成７年 12 月に岐阜県白川村の合掌造り集落とともに、
「白川郷・
五箇山の合掌造り集落」として、我が国で４番目に世界文化遺産へ登録されました。以来、15 年の長きにわたっ
て、世界に誇る本県の歴史的文化遺産とともに暮らし、日々、その保護にご尽力されている相倉地区と菅沼地
区、さらには田中市長さんをはじめとする南砺市の関係者の方々の熱意とご努力に、深く敬意を表する次第で
あります。
さて、富山県内には、この合掌造り集落をはじめ、国宝の瑞龍寺、麦屋節やこきりこ唄といった民謡など、
魅力ある歴史的遺産が多く継承されております。歴史や伝統文化などの魅力を継承、再発見し、郷土への誇り
と愛着をいっそう深めることは、ふるさと教育の出発点であり、人づくりの基本と考えています。こうしたこ
とから本県では、「元気とやま創造計画」のもと、文化の県づくりを積極的に進めているところです。
また本県においては、「近世高岡の文化遺産群」と「立山・黒部」を世界文化遺産の登録候補として文化庁
に提案いたし、現在、登録を目指したさまざまな取り組みを、県民あげて進めております。こうしたなか、五
箇山の合掌造り集落が世界遺産登録されてから 15 年の節目を迎え、本記念事業が開催されますことは、誠に
意義深いことと考えます。これを契機として、国の内外の多くの方々に本県のすばらしい歴史と文化の魅力を
アピールしてまいりたいと考えております。ご出席の皆様方には今後とも一層のご指導、ご支援を賜りたく、
お願い申しあげます。
終わりに、関係者の皆様方におかれましては、今後ともすばらしい文化遺産の継承に一層ご尽力いただきま
すよう、お願い申しあげるとともに、皆様方のご健勝、ご活躍、ご多幸を心からお祈り申しあげまして、お祝
いのことばといたします。
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祝

辞

白川村長

谷口

尚

「世界遺産五箇山の未来を考える南砺市民の集い」ということで、大勢の市民
の皆様が集まられ、盛大に開催されることを、お祝い申し上げます。
平成 4 年 9 月 4 日の全国紙、地方紙に大きく記事が載っていました。日本も世
界遺産条約に加盟することとなった。国内から 10 ケ所くらい世界遺産に登録し
たいという記事でした。その 10 番目に白川郷の合掌造り集落が入っていました。
私は何のことかわからず、県にも聞いたがわかりませんでした。その後文化庁と
協議する中で、新聞の内容と同じことを言われました。
荻町地域の保存会、自然環境を守る会のメンバーと会合を持ちましたところ、とてもじゃないが世界遺産登
録には反対だということでした。これ以上規制を厳しくしてどうするんだ、ということでした。文化庁にその
点を聞くと、世界遺産になったからといって特別厳しくはならない、国の重要伝統的建造物群保存地区という
ことで、その村の条例どおりにしていただければ結構である。その代わり、ユネスコから金が来ることはない、
ということでした。
その後、富山県や平・上平の教育委員会関係者にも問い合わせたところ、地域には下ろせない、これだけ厳
しい中でこれ以上（規制を）厳しくするのは大変、ということでありました。
当時、特に村で問題になっていたのは「世界遺産になると観光客は増えるのか」ということでした。村の中
では「増えないのではないか」という人が多かったのですが、学者の方々は格段に増えるという意見でした。
あれから 18 年経ちます。もうふた昔前となってきますと、世の中だいぶ変わってきました。今は当時と色々
悩みも違ってきました。そんな中で白川・五箇山共通の悩みが一つあると思っています。今日、五箇山上平地
区で行われた茅の植栽です。長持ちする屋根をということです。茅を確保することが難しいのは白川も同じで
す。15 周年を記念して茅の確保に一層の努力をしていくべきだと思っています。
今日の午前中に、一回は行ってみたいと思っていた平の茅場へ行ってきました。傾斜がすごかったです。次
世代に引き継ぐのは大変だな、としみじみ感じました。そして、今日は上平のスキー場を中心に茅場が造成さ
れました。五箇山に負けないよう、明日から私たちも茅場の確保、造成にまい進していかなければならないと
思いました。
今日は西村先生をはじめ、大勢の先生方のお話があります。しっかり聴いて、明日からの地域づくりに活か
させていただきたいと思います。大勢集まっていただいた皆さんと共に、この会のお祝いを申し上げて、ご挨
拶といたします。おめでとうございました。
—5 —

記念講演

東京大学教授

西村

幸夫

皆さんこんにちは。世界遺産登録 15 周年おめでとうございます。
今ほど南砺平高校伝統芸能部の皆様の見事なパフォーマンスを見て本当に感心
しました。最近は若い人もこうした伝統芸能に関心を持ってくれるようになって
きたのですね。

パ ネ ル デ ィ ス カ 面白いと思ったのは、４曲ほど披露されましたが、それぞれに特色があります
ッション
テーマ

よね。早い曲調のものもあれば遅いものもあるし、伝統的な日本風の踊りもあれ
ば韓国やタイのダンスに似たような動きもありました。

このように日本の無形文化遺産はすごく多様です。日本には大陸文化に由来するもの、それも朝鮮半島経由
のものと南方から来たもの、日本古来のもの、武家文化に由来するもの、農村文化に由来するものなどさまざ
まな祭りがあります。居住空間にはそれほどの違いはありませんが、そこにある祭りの多様さは諸外国には例
のないものです。特に欧米にはこれほどの多様さはありません。
五箇山は多様性と豊かさの両立している場所であると思います。なぜこのような多様性があるかというと、
変化が緩やかだからです。キリスト教やイスラム教が入った地域では、それまでの文化を全て根絶やしにして
新しい文化を建設することがありました。日本ではそのような急激な変化がなかったのです。変化が緩やかだ
と、町が少しずつ変化するので、多様性と豊かさを同時に実現できます。私は、この地域は、そのような特色
を備えたところだと思っています。
本題に入る前にもう一点報告しておきたいと思います。夏に国際交流基金が、町づくりをやっているアジア
の若いリーダーを 25 人招き、２週間日本に滞在してもらうということで、プログラム作りを依頼されました。
若いリーダーをアジアから選抜して、日本各地を回ってもらったわけです。歴史を活かしてまちづくりをして
いる地域ということで、高山、白川郷、五箇山、八尾、金沢、京都を選び、各地で１、２泊させていただきま
した。今日もお世話になった方々がいらっしゃっています。その節はありがとうございました。
研修後、その 25 人に、細部にわたるアンケートを取ったところ、一番評価が高かったのが五箇山だったの
です。他の地域はホテルに泊まりましたが、五箇山では５軒の民家に分散して泊まり、囲炉裏端で酒を飲みな
がら日本文化についてじっくりみんなで考えました。ああいうところで仲間同士話すのは一番効果があります。
こんな風に使うと空間が一番活かせます。
世界遺産登録15周年

記念事業

日本には科学技術もあり、なおかつ伝統も維持しているので、海外の人は感激します。
白川村の谷口村長が、世界遺産になると多くの観光客が来るので大変である、と言われますが、五箇山でも

同じ心配があると思います。将来どうしていけばいいかを考えなければいけませんが、ここの良さを活かす方
法は、国際交流基金のリーダー研修のようなプログラムが一番良いのではないでしょうか。環境そのものが教
育的な力を持っているので、こういう風に使うのが遺産の活かし方として一番良いと思います。
—6 —

茅の記念植栽

スライド

タカンボースキー場

コルディリェーラの棚田群（フィリピン）

ここからは世界各地の世界遺産集落をみていきます。集落が世界遺産になるのはほかの遺産と全然違って
大変です。姫路城や法隆寺はもともと観光客受入れのキャパシティが大きく、受入れ態勢も整っています。
その点このような棚田の集落は大変です。若者が全部都会に出てしまうと、社会の仕組みが崩れて生活を維
持していけなくなる。逆にがんばってそこに残り、土地を買い、機械を導入し、土地改良を行いすぎると景
観が崩れてしまう。がんばらないのもいけないが、がんばりすぎても景観が保たれない。景観が社会の様々
な要因の微妙なバランスで保たれている。それを文化だと考えれば、文化が景観として現れていることにな
ります。だからそれを文化的景観と呼ぶわけです。
観光客など人が集まりすぎると環境が変わるので、バランスの軸を保つことが大切です。どういう仕組み
で、誰が支えているのか、どこまでだとやりすぎないか、を知ることが大切です。
五箇山を訪れた観光客は、建物や塩硝の話は聞くけど、はたして全体像が見えているかは疑問です。本当
に大切なのは全体、そしてこの小さな宇宙そのものです。合掌造りだけでなく、そこに住む人々の生活を守
ることが大切で、それを理解してもらうにはどのような観光客の迎え方があるのかを考える必要があります。
スライド

プロヴァン（フランス）

この町では、広場での年数回のマーケットが中世から続いていて、そのことが非常に重要視されています。
パリから電車で１時間くらいですが、あまり観光地化されてなくて、住民が普通に暮らしています。
スライド

ホラショヴィツェ（チェコ）

世界遺産に登録されるとき、小さい集落で将来が心配されました。先日訪問する機会がありましたが、登
録前とほとんど変化がなく、静かな暮らしが保たれてました。
スライド

ラサ（中国）

伝統的な屋根つくりの技術があり、高い建物を作らないようにして景観が保たれています。
スライド

麗江（中国）

話題になっている麗江です。観光客が急激に増加し、土産物屋などが改装されて景観が変化してきていま
す。地元でも危機感を持って対策に乗り出しています。土産物に関しては全部伝統的な産業に限定して販売
しており、評価できますが、店舗を人に貸して家賃収入で暮らす人が多くなったことや、バッファゾーン内
に新たな建築物が増加していることは問題です。かつての工場地域が土産物の町に変わったりしていますが、
一概に悪いと言えるものではなく、努力を評価できる部分、学ぶべき部分もあります。
スライド

平遥（中国）

ここも中心市街地はずいぶん変わりました。
スライド

タオス・プエブロ（アメリカ）

インディアンの集落です。世界遺産ですから観光客が来ますが、集落の周りに垣根があり、夕方には閉じ
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て入れなくなるので、夜は伝統的な集落の生活に戻ります。昼は観光客から入場料に加えてカメラに高い持
ち込み料を課しています。地元の人たちがツアーガイドをしていて、チップがいい収入源になっています。
伝統が守られ、かつ観光収入が集落外に流れにくい仕組みを、地元の人たちが自主的に作っています。
スライド

世界遺産暫定リスト

1992 年に日本が世界遺産条約に批准したとき、最初に登録を目指した 10 件の暫定リストです。これをみ
るとバランスがよく取れていて、日本が目指した方向性がよく現れています。
白川・五箇山は伝統的な集落の代表格で、多様で豊かな文化の典型的な例です。ヨーロッパなどは、都市
は豊かで農村は貧しい、という図式が出来ています。しかし、日本の農村では文化的生活が送れ、かつ伝統
的なものも残っています。その要因として、歴史がゆっくり沈殿したこと、他からの影響を受けなかったこ
と、内戦の影響を受けず地方文化が焼け出されなかったことが挙げられます。
スライド

熊野古道

熊野古道は、光が当たることでどんどん磨かれていきました。昔からの道で、そこにあることは地元の人々
には当たり前のことでしたが、他にはない特別な場所と気付くことで、日々の生活は変わらないが、意識が
変わったのではないか、世界遺産という光が当たることで、人の見る目が変わり、生きる希望が生まれたの
ではないかと思います。
スライド

石見銀山

外国の鉱山都市と違い、採掘された銀は全て幕府に差し出すので、貧しい都市でした。普通は銀で町が潤
うものですが、豊かな富や建物が何もない。港も小さく、さびれた町です。世界遺産が現実化してきた時、
観光客を迎える際の車、土産物屋などの規制はどうするかが問題となりました。
世界遺産登録以前から、20 年以上かけてコツコツとネットワークを構築し、年間 10 万人以上の集客をみ
るまでに成長した衣料・生活雑貨の店がありました。大都市広島から車で 2 時間の距離です。商売はコンセ
プトが大切。遠くても来るお客さんがいるのです。ここのメンバーは、生活環境が変わることを懸念して世
界遺産登録に反対されていましたが、町全体が登録に向けて機運が盛り上がるなかで、積極的にまちづくり
の議論に加わって前向きの話がされるようになりました。登録後、このお店はお客さんは３分の２に減少し
ましたが、まち全体としては活気がよみがえっています。ただし、まちとしてはそれほど急な眼に見える変
化はありません。
中世の港町、漁村はもともと人が集まる場所ではありませんでした。港に行くと中世から使われている船
を係留するロープを張る岩が残っています。言われないと自然の一部にしか見えませんが、よく見ると、中
世の歴史の跡がある。最近、若者たちによって観光客に食事を提供する店が出来始めています。
会員 170 人の岩見銀山協同会議が１年間に 70 回会合をし、「守る」「伝える」「極める」「活かす」「招く」
をもとに 100 条くらいをリストアップしました。空家活用を推進し、トレッキングガイドを世界遺産登録さ
れる前から準備しました。今、そのシステムがうまく動いています。駐車場も近くに作らず、集落から２㎞
離してバスでつなげました。「知人が来たときどうするか？」などを議論し、社会実験として観光客数を数え、
混雑状況を見ながら入込みの上限を 400 台と定め、駐車場を作りました。
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記念公演

スライド

五箇山民謡

平高校郷土芸能部

相倉集落（全景）

五箇山は合掌造りや塩硝だけではなく、色々な物語をたくさん発掘し、発信してほしいと思います。どう
いう形で町ができて、本家があって、分家があって、というストーリーが観光客には読み取りにくいように
思います。なぜかと考えると、今の相倉の中心部へのアクセス道は原風景のメインの道ではないからだと思
います。表口ではなく裏口から入ってきた感じです。昔から元々ある町への入り方を大切にすべきです。昔
からの構造で町の中に入って、なるほどこうか、と納得できる道が大切です。

スライド

相倉集落（街道）

ここが一番古くからの街道です。未舗装で、言い伝えていかないとわからなくなります。町全体の様々な
物語があるはずなのに、外向けに発信されている合掌造りという建物だけが特化されています。宝を本気で
探すべきです。意識して見ないと意味が見えてこないし、観光客も言われないとわかりません。裏山や水と
いった豊かな側面を取り上げて磨いていくのが、これからの五箇山の生き方です。山、川、水が一体化した
景観を理解することが大切で、それを守ることが文化全体を守ることにつながります。そのための環境を考
えること、かつてのものを引き出し、明らかにする努力が大切です。
これらについて、少しずつ解決の糸口を見つける、それがマスタープラン作成の目的です。規制の強化で
はなく、地域全体をどうするか、総合的に考えなければなりません。
アジアには五箇山のような集落はありません。伝統的な景観が残っていても、水、電気がなく、貧しかっ
たりして、こういう形で残るところはありません。文化・歴史と現代生活とが共生し、観光客の受け皿があ
る場所はアジアにはあまりないのです。
アジアの農村部はこれから良くなると思いますが、過去を捨て、水、電気を普及させ、コンクリートの建
物を造ることが近代化だと思っている人がたくさんいます。そうではない豊かな生き方がここにあると発信
できるのが五箇山です。
中国胡錦濤政権の実質的ナンバー２の習近平国家副主席は、若い頃に追放されて農村にいた時期がありま
す。ヤオトン（洞穴住居）生活です。ヤオトン生活者は中国に 100 万人以上いますが、中国はそれを恥じて
います。実際には涼しく快適で、入り口も立派で、上手く工夫して住んでいて景色もよいのですが、今の人
たちは恥じてその過去を消そうとしています。
小さな集落は「近代化ではできない魅力を作り出せる」という大逆転の可能性があります。冒頭で話した
国際交流基金のリーダー研修では、参加者は実際合掌造りに泊まって、いろいろわかってもらえました。五
箇山はああいった研修プログラムを提供し、それぞれの地域をもっと良くしていくような活動が出来る集落、
教育的な力を持つ集落であると思います。
観光客が来てもいいけど、自分たちがやりたいことがアジアに向かって広がっている、と思えれば、ここ
に住んでいて良かったと感じると思います。理解のある良い観光業者と組めれば、よい結果も出ると思いま
す。
五箇山には可能性があります。周り全体を活かすまちづくりを目指し、がんばってほしいと思います。南
砺市は平野が美しく、谷ごとに様々なものがあります。世界に対する発信力は大きいと思います。
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パネルディスカッション
テーマ

コーディネーター
●西村

世界

幸夫 東京大学教授

東京大学先端科学技術研究センター教授 東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻
明治大学助手、東京大学助教授を経て、1996 年より東京大学教授。この間アジア工科大学助
教授（バンコク）、MIT 客員研究員、コロンビア大学客員研究員、フランス国立社会科学高等研
究院客員教授などを歴任。専門は都市計画、都市保全計画、都市景観計画、市民主体のまちづく
り論など。
遺産登録15周年記念事業

パネリスト
●稲葉

信子 筑波大学大学院教授

文化庁在職時に白川郷・五箇山の合掌造り集落の推薦を担当した。文化遺産の国際理論・政策
論に関する比較研究を行う傍ら、ベトナム、インドネシアなどの世界遺産の保護事業に従事。世
界遺産委員会には 1994 年から継続して出席している。

●後藤

治 工学院大学教授

文化庁建造物課文化財調査官を経て現職。歴史的建造物の保存・活用の研究が専門。主著に『歴
史的建造物保存・再利用ガイドライン』『建築学の基礎６日本建築史』など。

●三谷

卓也 文化庁文化財部記念物課世界文化遺産室長

平成５年文部科学省入省、平成 18 年から在韓国日本大使館で一等書記官を務め、平成 21 年４
月から現職。現在は日本の世界文化遺産の保全と新たな世界文化遺産の登録に向けて日夜尽力し
ている。

記 念●図書
講 演健裕

相倉区長

1949 年相倉生まれ。小学校長を経て平成 22 年に退職。平成 16 年から 22 年まで相倉保存顕彰
会長。平成 22 年から相倉区長。相倉相念寺住職。

●北

博通 菅沼世界遺産保存組合

1940 年菅沼生まれ。集落内で喫茶「掌（てのひら）」を経営。世界遺産登録の平成７年から、
越中五箇山菅沼集落保存顕彰会長として集落の維持・保存活動を牽引してきた。
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●西

村

今日のディスカッションは外部の方が３人、当
事者が２人という構成ですが、まず外部の方から
「世界遺産の意義」というようなことでお話をお願
いします。最初に稲葉さんからお願いします。

●稲

葉

15 年前は文化庁に勤めていて、五箇山の世界遺
産登録申請書作成等に携わりました。その後、文
化庁を出て、ずっと世界遺産関係の仕事をしてい
ます。地元の人にとって世界遺産とはどのような
ものか、また、世界が五箇山に期待することにつ
いて話したいと思います。
世界遺産であることの意義ですが、それはまず
県や国を越えて世界に情報を発信する力を得たこ
と。そして同時に世界に情報を発信していく責任、
先進国にある世界遺産として、世界にどのように
貢献していくか、という責任が生まれたこと。い
ずれにしても、世界遺産に登録されたことで、世
界と直接つながれる力を得た、それが世界遺産で
あることの一番大きな意義だと思うのです。
世界中の人が、ユネスコ世界遺産センターのホー
ムページから五箇山を紹介するページに入り、情
報を得ることができます。五箇山の観光情報を発
信できるだけではなく、知的情報、知的刺激をも
発信しています。
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もう一点、世界遺産としての合掌造り集落の価
値についてお話しします。基本になるのは合掌造
りという建築ですが、後ほど後藤先生からお話が
あると思うので、私は集落全体としてどういう意
味を持つかということについてもう一言だけお話
します。
今、911 件ある世界遺産リストに五箇山の合掌
造り集落が載っていることの意味は、合掌造りと
いう建物の形、そしてこの地域の文化が特殊であ
るということに加えて、それが「自然と一緒に生
きてきた人類の知恵をあらわしている」というこ
とがとても大事な世界遺産としての価値というこ
となのです。
派手なことができない現代において、今、ユネ
スコや国連、世界遺産委員会が大事にしているの
は、持続可能な社会の構築に向けて「自然と一緒
に生きてきた人類の知恵がある場所から学んでい
こう。」ということです。
ここからはヨーロッパ、モンゴル、アフリカ、
アジアの世界遺産集落を紹介していきます。これ
らは自然と文化が密接につながっている類例です。
日本は先進国として、これらの地域に対しメッセー
ジを発信し、一緒に考えていく責任があります。
みんな悩みは同じなのです。

スライド

●後

チンクエテッレ（イタリア）

ブドウ畑のあるイタリアの昔ながらの村です。
夏には海水浴でにぎわいますが、住む人は減って
います。町の中に入れば昔ながらの風景が残って
います。時間が緩やかであるということがとても
大切なのです。
スライド

バーミヤン（アフガニスタン）

バーミヤンは、もっと時間の流れが緩やかです。
近くにタリバンが破壊した仏像があります。麦や
野菜、大豆を作っています。100 年前に日本人が
撮った写真とあまり変わっていません。この道を
アスファルトで舗装したいとの地元の要望があっ
たとき、本当にそうしたいか、と地元に問いかけ
ました。決めるのは地元です。
スライド

オルホン渓谷（モンゴル）

ジンギス・ハンが帝国の基礎を築いた場所です。
移動式の家を一日で組み立てて住む遊牧民族です。
定住化の動きは止められませんが、住み方の模範
のような方法を、住民だけでなく、住宅省、建設
省などの人も集って検討会など開いています。
スライド

クタマク（トーゴ）

アフリカ、ガーナの東にあるトーゴのこの村も
世界遺産になっています。開発が入ってなくて、
電気、水道もありません。これから次第に近代化
していくとは思いますが、10 年後、世界遺産にな
らなかった隣村とどのように違っていくのかが問
題で、世界遺産になってよかったと思えるような
村づくりが求められています。
スライド

アフリカでのワークショップ

アフリカではユネスコなどが専門家を集めて自
然遺産・文化遺産との関係を考えるワークショッ
プを定期的に開催しています。アジアにも同様の
ものができたらいいのですが、文化が多様で経済
格差も大きく、簡単には開けません。
スライド

コルディリェーラの棚田群（フィリピン）

この村は五箇山と同じ年に世界遺産になりまし
た。若い人はマニラに出るケースも多いのですが、
地元でがんばっている人もいます。棚田を守る会
があり、文化遺産について古老から記録を取って
子どもに伝える活動をしています。

●西

村

続いて後藤さんお願いします。内側から民家を
論じていただきたいと思います。
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藤

私は茅葺に焦点を当てて話します。
スライド

国内の茅葺民家

一般的に茅葺民家は寄棟造りで、屋根の三角形
は見えない形です。日本では逆に見える方が珍し
いのですが、よくみていくと色んな形の屋根があ
ります。写真は山形にある兜造り、福島県にある
中門造り、東京都の入母屋造り、山梨県の甲州民
家です。全て養蚕をやっていた民家で、小屋裏を
使って養蚕をやっていました。蚕には通風が必要
で、そのために様々な形が生まれてきたわけです。
その中で、合掌造りは一つの特徴ある形というこ
とになります。
スライド

国内の茅葺民家集落

視点を変えて、茅葺民家がたくさん残っている
集落をみていきます。写真は国の伝統的建造物群
保存地区の京都美山町、福島県の大内宿、それと、
私も関わっているのですが、伝建地区を目指して
運動している福島県南会津町の前沢集落、山梨県
甲州市の上条集落です。こうした茅葺屋根の民家
は、日本では部分的に群集しているだけで、貴重
な存在になってきています。そうした中で、五箇
山・白川の合掌造り集落が、日本の中で特徴のある、
かけがえのない遺産である、ということがすぐお
分かりいただけるかと思います。
スライド

世界の茅葺屋根

茅葺は日本だけではなく、世界中にあります。
植物で屋根を葺く文化は、自然とともに生きてい
れば当然発生してくるものなのです。
同じ茅葺の中で、寄棟が通常なのに合掌造りの
ような特徴ある形ができた理由は何か、というこ
とを考えてみます。通常は、豪雪地帯、養蚕、塩
硝といった産業や気候風土によって生まれたとい
いますが、実は同じ豪雪地帯でも、福島県の南会
津町は同じ形ではありません。そのほかにも、土
地の歴史、風土（地理）、木材等、様々な要素によっ
て地域のオリジナリティが出てくるのですが、そ
れはまた別の機会があればお話します。
建築の材料は植物ということですから、もとも
と地産地消、再生可能な資材を使っているという
ことです。最近の流行言葉で言えばサステイナブ
ル・ディベロップメント（持続可能な開発）とい
うことです。
もう一つ、視点を変えて、何がこうした素晴ら
しい風景を造ってきたかを考えると、その一つに
産業という要素があります。五箇山・白川が養蚕

だとすると、他の伝統的建造物群保存地区も色ん
な産業を持っています。佐賀の有田は有田焼、愛
媛の内子は蝋燭、徳島の脇町は藍、岡山の吹屋は
ベンガラという風に、色んな産業が町の風景を作っ
てきました。そういう風に考えると、逆に風景を
維持するのにも産業は大切です。産業から得られ
る豊かさが風景を保ちます。地域が心豊かである
ことが大切です。
スライド

村

ずいぶん元気の出る話でした。エコポイントの
ような制度があって、それを達成すると税金が安
くなるというようなことですか？

●後

藤

日本のエコポイントとは少し違います。省エネ
ルギーの基準があって、その中で建物を改修する
ときに、ある程度省エネルギーを達成しなければ
ならないのですが、国によっては茅葺にすると非
常にポイントが高いのです。

●西

村

なるほど。そんな風に今までと全然違う観点で
やるといいですよね。現在、全国各地で地球温暖
化対策が叫ばれていますが、たとえば建物で省エ
ネできない場合は、茅文化の支援等で省エネに貢
献して全国規模でバランスを保つ、そんなシステ
ムがこれから出てくるかもしれませんね。
次は三谷さんです。世界遺産の総元締めのお仕
事なので、そうしたお話が聞けると思います。

谷

総元締めというご紹介でしたが、世界遺産に登
録を目指しているものや、登録後のものについて、
日々関わる仕事をしています。まずは 15 周年記念
おめでとうございます。本日お集まりいただいた
皆様には、色んな形で文化遺産の保全に貢献して
いただいております。ありがとうございます。
皆さんご存知とは思いますが、一応「世界遺産
とはなんぞや」ということについて、少し整理を
させていただきます。

各国の茅葺建造物

最後に、伝統的建造物群の修理や維持・保全に、
国産材の利用促進や省エネといったキーワードが
関連してくることについてお話しします。
オランダの現代建築には茅葺の建物があります。
茅葺団地、茅葺消防署などもあります。南アフリ
カには茅葺の国際空港があります。まさにサステ
イナブルです。世界は環境という点から茅葺に注
目しています。茅は採取してもまた生えてきます。
茅場を使い続けることがエコに通じます。実は、
これらの国々では茅葺のエコポイントが非常に高
いのです。そういうことを日本の皆さんにも知っ
ていただいて、これから茅葺をもっと普及してい
ただきたい。南砺市でも公共施設をどんどん茅葺
で造ってほしいと思います。

●西

●三

スライド

世界遺産関係資料

現在、世界遺産と呼ばれるものが 911 件ありま
す。そのうちの約 80％は文化遺産、自然遺産は約
20％、そして両方兼ね備えた複合遺産もあります。
日本には文化遺産が 11 件、自然遺産が３件あり
ます。このほか、平泉、小笠原、国立西洋美術館
の３件が来年夏の登録を目指しており、私は日々、
これに関わる仕事をしております。
そこで「世界遺産とはなんぞや」という話です
が、ユネスコでは 1972 年に世界遺産条約が採択さ
れ、
日本は 1992 年に条約を締約しました。締約国は、
自国の持っている遺産を調べ、推薦します。そこで
「顕著な普遍的価値」を有すると認定されると、一
覧表に記載されるわけです。それを、保護・整備し、
将来に伝えるのは、文化遺産を持っている各国、さ
らには持っている人たちの責任です。とはいっても、
金や技術がなかったり、色んな考え方があってでき
ない国もありますから、条約という枠組みを使って、
国際的な協力や援助を行うことにより、人類共通の
遺産を保護しているわけです。
世界遺産の登録手順ですが、①各国が世界遺産
条約を締約、②暫定一覧表を提出、③「顕著な普
遍的価値」の調査・研究、④万全な保護措置を取
る（日本では文化財保護法による記念物指定等）
、
⑤周辺の環境を整備する、以上の準備作業を経て、
世界遺産としての一定のレベルに達したものを、わ
が国がユネスコの世界遺産センターに推薦します。
それを受けて、文化遺産はイコモス（国際記念
物遺跡会議）、自然遺産はＩＵＣＮ（国際自然保護
連合）が１年半かけて調査します。登録の基準は
10 項目あり、白川・五箇山は第４番目の「人類の
歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、
技術の集積または景観の優れた例」に該当すると
して認定されたものです。
審査は年々厳しくなり、新規登録については、
平成 20 年は推薦の 46%、今年は 21% と年々減少
しています。世界遺産をどこまで増やせばよいの
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か、上限が必要ではないか、という議論もあります。
また、最初に推薦された法隆寺や白川・五箇山の
ように誰もがすごいと思うものから、近年はシリ
アル・ノミネーションといって、複数の異なる種
類の遺産をストーリーで繋いで価値を見出し、推
薦する傾向があります。そうなると、よく聞かな
いとその価値が分かりにくいということもあって、
より厳密な審査が行われるようになってきていま
す。
もう一つは保存・管理ということです。世界遺
産委員会への定期報告というのがあって、日本は
今登録されているすべての遺産について、来年前
半に報告書を提出します。登録された後に、どの
ような保存・管理が継続的に行われていたのか、
ということを報告するわけです。
そのような報告を見て、危機遺産リストに載せた
り、あるいはリストに載せるほどではないが少々問
題がある、という場合は、世界遺産委員会として
現地に専門家を派遣し、モニタリングをして保存・
管理に努めています。
スライド

けると、文化財保護法以上に制約が厳しくなると
懸念されるかもしれませんが、文化財保護法を尊
守しているということは、それだけで世界遺産を
守っていくだけの基本が出来ているという意味で
あり、それ以上厳しくなるわけではありません。
ただし、文化財保護法だけでは不十分なので、
周辺環境の維持や観光対策、住民参加、登録後の
変化への対応、情報発信体制の整備なども盛り込
んで、包括的な保存管理計画を策定します。
こういった作業を行うということは、まさに文
化財を中心として、今後この地域をどう作ってい
くかを改めて考え直す、ということになります。
このようにして推薦書、包括的保存管理計画が
できたあとで、審査を受けて登録という運びにな
ります。多くの人は審査を受けて登録されたらそ
れで終わり、と思っているようですが、実際は世
界登録を受けた後も、価値の保存を図るため、登
録前と同じような努力を続ける必要があります。
要は、価値付けが大事なのでなく、今後どうやっ
て守っていくかということが重要なのです。
逆に、すでに登録されている地域は、現在暫定
リストに載っている国内外の地域に対して、どん
な取り組みをしているのか、発信し続けなければ
なりません。もう一点付け加えますが「地域」とは、
指定された集落だけではなく、砺波平野、富山県、
日本全国も含めてのことです。ですから、地域の
範囲に十分配慮していただければありがたいと思
います。

エルベ渓谷（ドイツ）

ドイツ、ドレスデンのエルベ渓谷は、近代的な
橋の建設計画が出たため、登録から間もなく危機
遺産リストに載りました。最終的には住民投票で
橋が架けられることになったので、景観が大きく
変わるとして登録が削除されました。問題は、審
査の時点ですでに建設計画があったにもかかわら
ず、その情報が審査しきれずに登録となったこと
で、そのため、審査強化の必要性が叫ばれるよう
になりました。
最後に、世界遺産とは、ということで、今言っ
たようなことを背景として、私が日々思っている
ことを述べさせてもらいたいと思います。
身近なものに文化財としての価値があると考え
た場合、指定に向けてその価値を調査・研究します。
さらにそれが、世界遺産としての価値もあるので
は、ということになれば、「顕著な普遍的価値」な
どを検討します。場合によっては一つの文化財だ
けでなく、複数の文化財を繋ぐことで価値を肉付
けすることもできます。白川・五箇山の合掌造り
集落も、登録申請書をみると、建物を通して大中
小の３集落にそれぞれ文化的な差異をみることが
できる、とあります。
こうしたものを研究することによって、自分た
ちの持っているものの価値が再評価できると、次
にこれをどうやって守っていくか、ということを
具体的に決めていくわけです。その方法の一つは
文化財保護法で守ることです。世界遺産登録を受

●西

村

世界遺産について非常にコンパクトにまとめて
いただきました。一つ質問ですが、定期報告とい
うことでずいぶん心配されている方も多いような
ので、どんなものかをお聞かせください。

●三

谷

定期報告は、国が世界遺産行政としてどんなこ
とをやっているかを答える第１部と、地元がどん
なことをやっているかを答える第２部とに分かれ
ます。第２部では、地域には開発行為があるか、
どんなコミュニティの人がどう繋がって参加して
いるか、という風なことを各構成遺産ごとに答え
ます。作文の部分は少なく、インターネット上で
選択肢の中から該当するものを選ぶ形式です。

●西
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村

それは担当者が記入したものを国として報告す

るということであって、誰かが来て調査するとい
うことではないわけですね。

●三

谷

はい。日本としては全体はこのようになってい
て、問題のありそうなところはここです、という
風に答えます。

●西

文化財として指定されているからには、保存が大
切ということになりますが、集落として指定され
ている以上、生活して人が住まないと意味があり
ません。この問題はまだ結論が出ていません。こ
れからも議論が続いていくでしょう。
これからの相倉をどうしていけばいいか、とい
うことですが、相倉の特徴を活かすことが最も大
切です。３つの集落がそれぞれに個性＝色を出す
ことによって生き残っていけると思います。
相倉の特徴の第１点目ですが、外国の方は想像
以上のすばらしい景色に感動して駐車場で泣き出
す人もいます。イベントは最小限にして「静かな
相倉」を売りにするのがいいと私は思っています。
特徴の第２点目は、「農村風景のある相倉」とい
うことです。合掌造りには塀も門もなく、家のす
ぐ前に田畑があります。棚田、石積みの農村風景
を大切にしなければなりません。
３点目は、新緑、紅葉、残雪といった「四季折々
の美」です。
相倉はこの３点がすばらしいと思います。これ
らを PR していけば、相倉の良さを世界に発信で
きると思います。

村

そこで報告されて、こういうところに問題があ
りそうだと目を付けられることがあるかもしれな
いわけですね。

●三

谷

ただ、日本の場合は、そこまでいくようなとこ
ろはないだろうと私たちはみています。

●西

村

次は現地の方々に、集落の現状やこれまでのお
話の感想などについてお聞きします。

●図

書

五箇山では、戦後、合掌造りの数が減り、昭和
30 年代に入っても減り続けました。平村役場が調
査したら、相倉に合掌造りが良好に保存されてい
るということで史跡指定へと動き始め、昭和 41 年
に仮指定を受けています。受ける前には、住民は
毎夜、喧嘩するくらい賛成と反対で話し合い、皆
でハンコを押し、了解のもと昭和 45 年に本指定と
なりました。
昭和 45 年に指定を受けて 40 年経ちます。これ
まで相倉住民が保存してくることができたのも村、
市、県、国といった行政のみなさんのおかげです。
その後、平成７年に世界遺産に指定されました。
その時も受け入れるかどうかを地区住民で話し合
いました。今までの史跡からもう一つ網がかかっ
て、さらに苦しい生活を強いられるのか、という
ことで、賛成・反対、色々ありましたが、最後は「受
け入れましょう」ということになりました。
世界遺産に登録されてからどっと観光客が増え
ました。３～４年経つと減ってきましたが、２年
前に東海北陸道の開通でまた増えてきました。
観光・生活・保存この３本柱のバランスは難し
いものがあります。保存が大切か生活が大切か。

●西

村

世界遺産の登録を受けるときに色んな議論をさ
れたようですが、最終的にはどのようにして結論
を出したのですか。

●図
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書

戸主だけでなく、女性も集めて行政の人から何
度も説明を受けました。こんなに守ってきていて
苦しいのに、まだ規制の網がかかるのか、と嘆い
た人もいます。観光に携わる人は規制に賛同、そ
うでない人は苦しい、と意見が分かれましたが、
最終的には満場一致で受け入れを決め、世界遺産
に登録されたときはみんなで大パーティーを開き
ました。

●西

には、必ずしも新しいもの、便利なものを選ぶわ
けではない、こだわる時の見識が人間には必ずあ
るはずです。
自分が誇りに思えば、それが東京風のものでな
くても、こだわり続けていこうと思うはずです。
それがどうして苦しいという言葉に変わっていく
のか？こだわるとは、そこに誇りや愛着があると
いうこと。図書さんは先ほど、合掌造りのいいと
ころは塀がないこと、門がないこと、とおっしゃっ
た。それにこだわっているのは、文化財だから押
し付けでというわけではないと思います。本来、
人が故郷に誇りやこだわりを持てば、便利さや新
しさという軸だけでものごとを測れるものではな
いと思います。守っていこうという強い意志を持
つわけですから。それが大切だと思います。
外国と比べるわけではないのですが、日本では、
本来コミュニティが自分たちで考えて、少しずつ
工夫していくべきことを、伝建や文化財登録で一
挙に引き上げられるわけです。「伝建は苦しい」と
言われる、その皆さんの苦しみ一つ一つが、もし
かしたら文化財指定によるものか、そうじゃない
のかはわかりません。
実際に苦しいと感じているのは住んでいる皆さ
んですから、それを外から来た私がどうこういう
権利はありません。ただ、ずっとそのことについ
て考えているということです。

村

やはり時間をかけて議論すると、誤解が解けた
りして住民の理解が変わってくるのですね。
続いて菅沼の北さん、お願いします。

●北
菅沼は小さな集落で、もともと戸数が 12 軒、う
ち現在住んでいるのは 6 軒です。世界遺産登録時
には８軒に人が住んでいました。当時すでに離村
が始まっていました。
世界遺産になるときは、行政の方の説明がうま
かったのでしょうか、すんなりと受け入れています。
平成 18 年度に展望広場と駐車場ができました。
駐車スペースはそれまでの 1.5 倍になりました。
また、４億 1600 万円かけてエレベーターも出来ま
した。観光客から「良くなったね」と言われまし
たが、エレベーターができた以外は何も変わって
いないのです。実は、エレベーターからトンネル
に入って、集落に着くと、それまでの駐車場から
見る風景と全然違うのです。目先が変わると非常
に違って見えます。
私は、風景はずっと変わっていないと思ってい
ましたが、環境が変わっていました。
私もかつては平野部に通勤していましたが、も
う雪がひどくて帰ってこれない、ということはな
くなりました。
私は菅沼が好きです。その気持ちを発信し続け
ていきたいと思っています。

●西

●西

確かにそういう点はあると思います。ただ、欧
米の普通の町の規制はこれより厳しいですよね。
ペンキで色を塗ったり書いたりするのも、かなり
色んなことを言われます。これに比べると日本は
規定がゆるく、伝建地区や史跡の集落以外ならど
んな形の家を作ってもほとんど問題になりません。
では、規制のゆるい日本の人は、みな幸せでいい
町を作ってきたかというとそうでもないし、厳し
いヨーロッパの人はみんな不幸かというとそうで
もない。我々が行くといい町だと思うし、住んで
る人もそう思っている。町全体が厳しいから当た
り前のことなんですね。

村

今度は、集落の将来像や、世界遺産としての価
値をどのようにとらえたらよいか、ということに
ついて、専門家の皆さんの意見をお聞きします。

●稲

葉

白川村長が先ほどの祝辞のなかで、「世界遺産
登録を受ける、受けないにあたり、こんなに苦し
いのにさらに（苦しくなるのか）」とおっしゃられ、
図書さんも、同じことをおっしゃいました。
世界遺産になった後でお祝いの会があり、五箇
山で囲炉裏端談義をした時「こんな所には金でも
もらわなければ住めない」と言われた方がおられ
ました。何故そう思うのかな、とずっと思ってい
ました。上から言われることによる反発、という
だけなのか？もし文化財でなかったらどうしてい
たか？きっと文化財でなくても、何かの見識で行
く道を選んでいったのだと思います。こだわる時

村

●後

— 16 —

藤

ヨーロッパは古い家を保ちながら、その家で快
適に生活するための研究をしています。規制のあ
る中でどうすれば古い状態を残したまま快適に暮
らせるか、という技術が高いのです。先ほどお話
した茅葺の屋根もそうですが、どうすれば長持ち
するかとか、環境的・防火的な視点でも、国や

EU が力を入れて、現代技術と古いものを残すこ
との調和点を探る研究をしています。残念ながら
日本はその点すごく遅れています。ただ、日本に
そういう技術が全くないわけではありません。日
本でも、菅沼で、ある著名な先生が、合掌造りの
屋根の勾配と雪の落ちやすさの関係の研究とか、
外観を変えずに内部の居住空間を快適にする試み
の研究とかを、細々とですが行っています。そう
いうところに力点をおいた研究があまりなされて
いないので、今日はエコの話をしました。伝統建
築が持っているすばらしい点で、まだまだ我々建
築家が気付いてないことがたくさんあります。日々
古いものに新しい価値を発見していくことが重要
です。技術的・工学的な観点からも、日本は研究
に取り組んでいくべきだと思います。

●西

村

日本では文化財は文化財として単独で見て、居
住環境の向上とセットで見ていません。文化財は
文化庁、居住環境は国交省と、別々に考えていて、
縦割りでよくないですね。
あと、後藤さんにお聞きします。合掌造りがこ
んな形になるのはすごくふしぎな感じがします。
勾配が急ですよね。

●後

藤

合掌造りの勾配が急な理由はまだまだ謎で、私
自身、納得できる説を聞いたことがありません。
ある程度の屋根の勾配なら雪の落ちやすさはあま
り変わらないので、もちろん屋根裏を有効に使い
たいということはあったのでしょうが、それだけ
では説明できません。養蚕・豪雪という共通の要
素があっても、他の地域はこれほど急勾配の屋根
ではないのです。地域の気候、地勢、風向き、材
種など、まだまだ建築的に色々な研究が必要です。
まだまだ謎が多い建物ですが、それがまた魅力の
一つだと思います。

●三

にも代えがたい一つの財産です。とても大切なも
のではないかと思います。

●西

私からも意見を述べたいと思います。先ほどか
らの私の話を聞いて、合掌造りにあまりこだわる
な、という風に受け取られたかもしれませんが、
それは合掌造りの話題だけで五箇山の話しを終
わってほしくないという意味です。
例えば、甲府市は武田信玄で売っています。地
元の人と話すと、８、９割は武田信玄で終わって
しまいます。信玄が亡くなってその後も 400 年以
上の歴史があるのに、それがすっぽり落ちている
のです。甲府はワインも有名ですが、甲府の人は
「それは勝沼であってうちではない」と遠慮しま
す。地元からすると、これを言うとあっちが一番、
それはそっち、となりますが、外から見ると、甲
府盆地全体の代表としてワインも発信できるのに
もったいないと思います。
五箇山も、合掌造りだけで自分たちの町を語り
つくすのはもったいない。例えば雪持ち林だって
すばらしいものです。合掌造りは、色んなことを
共同でやるシンボルだと思います。
次は、外から見ては分からない悩みについて、
住んでいる方からの意見をお願いします。

●図

昨日、今日の二日間に集落を回ってきたことの
感想を述べます。キーワードは「議論、話し合い
をやってきた」ということだと思います。その話
し合いのための「場」として、合掌造りの囲炉裏
の存在が大きいと思うのです。みんなで車座にな
るあの距離感がいい。行政官としては、あの「場」
の作り方が非常に難しいです。車座で一つのもの
を見すえて輪になって検討する、この設定は何物

書

世界遺産に住んでいて誇りと自信をもちなさい、
責任を持ちなさいと言われるけど、なかなか持てま
せん。日々の生活に追われて精一杯。しかし、最終
的には世界遺産に住んで良かったな、と思います。
今年は 15 周年を記念して中国の麗江へ行きま
す。２年前は熊野古道、法隆寺へ行きました。平
小学校の児童は相倉保存財団のお金で沖縄へ行っ
ています。相倉にいてよかったと思うことは、こ
うした経験を通して外の世界に目を向けられるこ
とです。地域住民の活性化、意識改革になります。

●西

谷

村

村

中に住んでいるとたぶん誇りを持ちにくいと思い
ますが、外へ行った時、だれでも五箇山集落を知っ
ていますよね。知名度の高さも、住んでいて良かっ
たと思う要素であり、誇りだと思いませんか。

●図
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書

熊野古道も美山町も行ってきましたが、帰って
くると、やはり相倉の風景は美しいな、好きだな、

と思います。こういう三角形、大好きです。みん
なで話していると最後は「いざこざもあるけどや
はりいいところだな」という結論になります。（会
場から笑いと拍手）

いさな集落だと観光客が増えすぎるとパンクして
しまうので、上手くバランスを取りながら持続可
能なことをする方策をとる必要はありますか。

●後
●北
菅沼にも心配があります。観光と保存のバラン
スです。現在菅沼に 30 人ほど住んでいます。各
年代がいますが、20 ～ 30 代の働き盛りは少なく、
働いている人も大半は観光業のため、農地に手が
回りません。それと絡めて、観光と保存をどうす
ればよいか考えています。
世界遺産に登録されたとき、観光業は１軒だけ
であまり問題はありませんでした。今、15 年経っ
て観光客が増えたので、保存との絡みも考えてい
かなければならない。高速道路の全線開通で、駐
車場がいっぱいになることがあります。展望広場、
つまり上の駐車場には車 29 台、バス５台、従来の
下の駐車場には車 40 台、バス６台収容できます。
そこに一日車 800 台、バス 33 台が来ます。お客さ
んに来ていただくのはいいが、これだけ増えると
パニックになります。だからといって駐車場を増
やしていいのかというと、これは難しい問題で、
大きな課題です。
菅沼は静かな場所であってほしいし、静かな菅
沼を楽しんでほしいと思います。
側溝を整備したり田んぼの工事をしたためか蛍
がいなくなりました。３年前、婦中から蛍を３匹
わけてもらったら、去年は 40 ～ 50 羽になりまし
た。私はそれが菅沼の風景ではないかと思います。
自己満足かもしれませんが、そういう挑戦が原風
景を作ると思います。自分が楽しむだけのことで
すが、それが菅沼、山里を残していく一つの方法
だと思います。人が楽しむのではなく、自分が楽
しむことが大切ではないかと思います。

●西

藤

その点、小さな集落ではないのですが、白川村
は上手くやっています。川の手前は観光用に開発
しており、（川を渡って）奥の奥まで来る人は本当
に民家や集落が好きな人です。私は、先ほど紹介
した二つの地区で伝建指定に関わっているのです
が、実は相倉、菅沼は先輩格で、非常に参考にな
ります。二つの地区とも言っていることは、駐車
場をなるべく集落から離して、その近くに見所も
工夫し、本当に好きな人だけに集落の奥に入って
もらい、観光だけの客はビューポイントだけ見て
お金を落として帰ってもらう。菅沼、相倉をみな
がらそういう戦略を立ててやっています。

●北
言い忘れたので追加させてもらいます。お客さ
んからいただいた協力金は、屋根葺きや景観整備、
駐車場の維持管理に使っています。皆さんにお礼
と使い道の報告をさせていただきました。

●西

村

会場のなかでこの際発言されたい方いらっしゃ
いますか？

■場内参加者

村

質問ですが、例えばアメリカの国立公園では、
少し高いのですが、入場料を 10 ドルくらい取って
いて、立派な地図を観光客に渡しています。どこ
のナショナル・パークも同じようなデザインになっ
ていて、とてもおしゃれで、それがあればどこで
も行けるので損をした気にはならない。荻町とも
連携して、五箇山も立派な地図を作って入場料金
を上げればよいのではないでしょうか。ちょっと
高めでも、金額に値する地図を付けることで観光
客に納得してもらう、そういう工夫が必要だと思
います。何かよい事例は他にないでしょうか。ち
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現在、環境省と富山県の地球温暖化防止活動推
進をやっています。
二日前、上平小学校で授業をしてきました。子
どもたちは「囲炉裏はカーペットの下だし、赤と
んぼもどじょうも姿が見えない」と言っていまし
た。「上平小学校は２、３年後にはなくなるから、
どうなるか心配。立派な体育館があるからせめて
林間学校で泊まりにきてくれないか」という話で
した。
もう一点、富山大学に来ている中国人の女性教
員が、学生 20 名を連れて菅沼に来たところ、景色
はあっても風景はない、と言われたそうです。建
物はあっても自然は無い。田んぼは区画整備され、
水路もコンクリート化されて生き物はいない。カ
エル、タニシがいないと言われました。建物だけ
でなく、全体をとらえていかないといけないと思
います。
今、私は古希です。今南砺市は 10 人で８人の老

人を養い、１人の子どもを育てている。今までの
15 年間はよかったが、これからの 15 年間、どの
ように守っていくか考えていくべきだと思います。

●西

村

本当にそうですね。生物多様性の中のその生き
方をどうするか。子どもの基地となる環境ですか
らね。パネリストの方、最後に何かありませんか？

●稲

人口のことですが、史跡になったとき、90 ～
100 人いた人口が今では 40 人前後となりました。
代も代わり、今は 26 軒が 17 軒になりました。相
倉だけが観光地として残れるわけがありません。
平・上平地区全部が残らなければ相倉は残りませ
ん。五箇山全体が活性化することが相倉の人口増
に繋がると思います。

●北
先ほど、菅沼に赤とんぼがいないと言われまし
た。実はいるのですが、今年は確かに少なかった
のです。田も作っており、荒廃した部分はないと
思います。耕作放棄地はいくつかあるが、現在は
他の人に貸して、耕作してもらっています。図書
さんも言われましたが、世界遺産として残るには
上平全体が保全地区でなければいけないのではな
いかな、と思います。全体を考えた中での景観保
全だと思います。それから、指摘されたことにつ
いては改良の方向へ進めていきたいと思います。

葉

今、人口減少の話が出ましたが、日本だけでな
く、世界中の問題です。そういうことを踏まえて、
白川、五箇山が世界に向かって、世界遺産を持つ
意味をもう一度考えていただきたいです。

●後

藤

先ほど言ったように、今、私は２つの集落に関
わっていて、菅沼、相倉はそれらのいい先輩であり、
トップランナー、鏡です。これからもトップを走
り続けてほしいです。よろしくお願いします。

●西

■場内参加者
菅沼にエレベーターができる前は気づかなかっ
たのですが、できた後に訪れて確信したことがあ
ります。それは人と人とのふれあいの温かさです。
エレベーターを降りた時に「こんにちは」と言っ
てくださる心の温かさです。古い文化を味わうに
は、ゆっくり散歩しながら地元の人々の温かさに
接する、ということが何より大事だと思います。

●三

谷

今、挨拶の話が出ました。今朝とても印象的だっ
たのは、茅の植栽に来た小・中学生全員がバスを
降りると自主的に「おはようございます」と挨拶
してくれました。「お疲れさま」と言うと「お疲れ
さまでした」と返事が返ってきました。これは、
とても感激しました。まさに昔の子どもたちの原
風景であり、誇っていいもう一つの宝だと思いま
す。ぜひ続けてほしいです。

●図

書

平小学校の児童と沖縄へ行った時も、40 年の経
験のあるバスガイドさんに、子どもたちの挨拶が
今までのガイド人生で一番すばらしいと言われま
した。
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村

私も広い地域にわたっての景観保全が大切だと
思います。南砺市地域全体でできます。南砺市は
本当に四季の景色がすばらしいです。平野から山
に入るところなど、ドラマチックに景観が展開し
ます。諸外国に自慢するに値します。
世界遺産の情報発信力は他の地域とは全く違い、
非常に大きいです。また、世界が注目しています。
世界に対して責任を持つべき場所だと思います。
他の地域とは違い、世界遺産になったことへの重
みもあります。行政、官民一体となって取り組む
べきです。この地域以外で好きだといってくれる
人も引き込んで、それらの人のエネルギーを借り
れば地域が活性化します。千人に 1 人でも、日本、
アジア中から「好きだ」と言ってくれる人が集ま
れば大きな力になります。大きな構想の中でどう
やって活かすか、で道は開けると思います。住む
人だけの問題ではありません。官民あげて進んで
いって頂きたいです。情報発信して、色んなとこ
ろに広がって、東海北陸自動車道の中心、軸、出
発点、起点となれればよいと思います。長い目で
地域が良くなることを祈念して、今日は終わりま
す。どうもありがとうございました。

あとがき
平成 22 年 10 月 24 日、白川郷・五箇山の合掌造り集落世界遺産登録 15 周年記念事業
「世界遺産五箇山の未来を考える南砺市民の集い」を開催しました。
午前は菅沼集落近くのタカンボースキー場で、地元の小中学生も参加して茅の記念植
栽を行いました。五箇山では、古くから山間の急傾斜地に茅場を設け、小茅（コガヤ）
とよばれるカリヤスを植えて屋根を葺いてきましたが、近年は材料が不足し、茅場面積
の増大を図る必要があることから、スキー場の斜面を利用して茅場の造成を図ったもの
です。
午後は福野文化創造センターに場所を移し、記念公演、記念式典、記念講演、パネル
ディスカッションを行いました。西村幸夫東京大学教授をはじめとする世界遺産の権威
の先生方や、世界遺産集落を守ってこられた住民の代表者によるパネルディスカッショ
ン等を通じて、あらためて世界遺産の意義を問い直し、合掌集落の未来を市民の皆さま
とともに考えました。
相倉・菅沼集落は、世界遺産登録に先立って昭和 45 年に国史跡に指定されたため、
建物の概観や棟数は言うに及ばず、水路や石垣から小径に至るまで、すべて往時のまま
の景観を保全してきております。しかしながら、集落を支える住民数は、15 年前と比
べて半分以下になり、後継者対策が急務となっております。
我々市民は、五箇山の合掌集落という世界遺産が南砺市内にあることを誇りに思い、
その価値や歴史的背景に関心を持ち、正しく理解することに努めなければなりません。
その意味でも、五箇山以外の地域から多数の市民の皆さまにご参加いただいたことは、
大変意義深いことであったと思います。
今後とも、世界遺産集落が市民の皆さまのご理解・ご協力のもと、永劫に次の世界に
継承されていくよう、行政の立場としても力を尽くしてまいりたいと考えております。
本事業の開催にあたり、ご指導、ご協力いただいた文化庁、富山県、合掌集落の未来
を考える会委員の皆さまに心からお礼を申し上げるとともに、今後より一層のご厚情を
賜りますようお願い申し上げます。
最後に、ご臨席いただいたご来賓・講師・パネリストの皆様、ご出演いただいた平高
校郷土芸能部の皆さま、そしてご参加いただいた多数の市民の皆さまに深く感謝申し上
げ、お礼の言葉とさせていただきます。
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— 20 —

浅田

茂

白川郷・五箇山の合掌造り集落
世界遺産登録 15 周年記念事業開催報告書

「世界遺産五箇山の未来を
考える南砺市民の集い」
平成 23 年３月
編集・発行
白川郷・五箇山の合掌造り集落
世界遺産登録 15 周年記念事業実行委員会
（事務局：南砺市教育委員会文化課内）

