
文化財保護とオーセンティシティ
―熊谷市の文化財保護と国際的動向―

熊谷市立江南文化財センター　山下祐樹
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熊谷市立江南文化財センター

　本施設は市内の文化遺産と
して伝えられた「文化財」の収
集、保管、調査及び研究を行
うとともに、これらの文化財の
活用を図り教育、芸術、及び
市民文化の向上に幅広く寄与
するため、多くの文化財資源
の公開も行っています。

所在地：熊谷市千代329番地　
開館時間：午前9時～午後5時　
平日開館（年末年始等除く）　
入館料：無料
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文化財とは何か
1950年制定の文化財保護法によって一般に用い
られるようになった語で、cultural propertiesの訳
語。同法では〈歴史、文化の正しい理解のために
欠くことのできない〉貴重な国民的財産と定義。

（１）建造物、絵画、彫刻等の〈有形文化財〉

（２）音楽、演劇、工芸技術等の〈無形文化財〉

（３）衣食住、信仰、年中行事等に関する〈民俗文化財〉

（４）古墳や旧宅〈記念物〉（史跡）

　    海岸や山岳等の景勝地や庭園〈記念物〉（名勝）
　　 動植物の繁殖地等〈記念物〉（天然記念物）
（５）他に、伝統的建造物群・文化的景観・埋蔵文化財など
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出典：文化庁

『国宝・重要文化
財建造物　保
存・活用の進展
をめざして』
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重要文化財「短甲武人埴輪 」　
　　　　（中条古墳群出土）

重要文化財「馬型埴輪 」　　　
　　（中条古墳群出土）

埼玉県指定天然記念物
「元荒川ムサシトミヨ生息地」
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旧石器時代 – 紀元前15000年頃 
新石器時代 
前15000年頃 – 前12000年頃 
縄文時代 　
前12000年頃 – 前4世紀 
弥生時代 
前4世紀– 後3世紀中頃 
古墳時代 3世紀中頃 – 7世紀頃 
飛鳥時代 592年 – 710年 
奈良時代 710年 – 794年 
平安時代 794年 – 1185年 
鎌倉時代 1185年 – 1333年 
建武の新政 1333年 – 1336年 

室町時代 1336年 – 1573年 
　南北朝時代 1336年 – 1392年 
戦国時代 
　1467年（1493年）– 1590年 
安土桃山時代
 1573年 – 1603年 
江戸時代 1603年 – 1868年 
　鎖国 1639年 – 1854年 
幕末 1853年 – 1868年 
明治時代 1868年 – 1912年 
大正時代 1912年 – 1926年 
昭和時代 1926年 – 1989年 
　連合国軍占領下 1945年 – 
1952年 
平成時代 1989年 – 2019年
令和時代 2019年 –

歴史区分
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国内の文化財保護の歴史

• 明治4年5月23日:古器旧物保存方(太政官布告)
• 明治21年9月27日:宮内省臨時全国宝物取調局設置
• 明治30年6月5日：古社寺保存法公布
• 昭和4年3月28日:国宝保存法公布
• 昭和25年5月30日:文化財保護法公布
• 昭和25年8月29日:文化財保護委員会発足
• 昭和43年6月15日:文化庁発足
• 昭和50年7月1日:文化財保護法改正
　(伝統的建造物群制度、土地指定制度の導入など)
• 平成8年6月12日:文化財保護法改正
　(登録有形文化財制度の導入など)
• 平成 16年5月28日:文化財保護法改正
　(文化的景観、民俗技術の保護制度、登録制度の拡充など)

7



オーセンティシティ（authenticity） 
真正性（しんせいせい）、真実性（しんじつせい）と
いい、文化遺産では歴史的芸術的に本物であるこ
と（修復などにおいては材料・構造・工法の真実性
が求められる）、自然遺産では手つかずの自然が
残されていること。世界遺産登録基準の一概念。

世界遺産登録の基準として、かつては、建造され
た当時の状態がそのまま維持・保存されていること
が重視されていたが、これは西欧の石の文化に基
づくもので、日本やアフリカなどの木や土の文化に
は必ずしも対応していなかった。
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新たな解釈 
1994年に開催された「奈良
会議」において「遺産の保
存は地理や気候、環境など
の自然条件と、文化・歴史
的背景などとの関係の中で
すべきである」とされた。文
化ごと真正性が保証される
限りは、遺産の解体修理や
再建などが可能になった。

世界遺産
日光東照宮

国宝「陽明門」
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インテグリティ（integrity） 
完全性（かんぜんせい）とい
い、全ての世界遺産に求め
られる概念で「完全であるこ
と」を意味する。世界遺産の
顕著な普遍的価値を構成す
るために必要な要素が全て
含まれ、また長期的な保護
のための法律などの体制が
整えられていること。

世界自然遺産
「小笠原諸島」　

　南島・扇池
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国宝「歓喜院聖天堂」
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県指定文化財

「諏訪神社本殿」

熊谷市指定文化財

「冑山神社本殿」
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文化財建造物の修理とは
・文化財建造物としての価値を長く維持するた
めには、適切な日常管理と周期的な保存修理
が欠かせない。

・保存修理では、文化財建造物それぞれの価
値を見極め、それらの価値を後世に伝えるた
めの深い知識や技術、技能が必要となる。

・文化庁・地方公共団体の文化財担当部局で
は、日常管理や保存修理に対する国庫補助制
度や、保存修理技術を継承するための選定保
存技術制度を設け、文化財建造物の保護の充
実を図っている。
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保存修理の種類

・小修理：日常管理における破損部分の補修。日常的
に傷みやすい屋根や壁の部分補修、床板の張り替え
など。

・維持修理：経年による破損を補修し、建造物としての
機能を維持するため、周期的に行う修理。「屋根葺替」
や「塗装修理」などが該当。

・根本修理：柱や梁など主要構造部にまで破損が及ん
だ場合に建造物を解体して各部材の補修を行い、建
造物を健全な状態に回復させる修理。全ての部材を
解体して組み直す「解体修理」や、軸部の一部を解体
せずに行う「半解体修理」がある。
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歓喜院聖天堂の保存修理工事

・聖天堂の保存修理工事には、7年間の歳月
を要した。工期は、平成15年10月1日から平
成22年9月30日。最初の２年間は調査研究。
・総工費は約11億5900万円(周辺工事を含
めると約13億円)。
・国・県・市の補助金総額は約9億円。残りの
費用は所有者負担。檀徒総代の寄付ならび
に一般寄付（税制優遇の指定寄付も含む）
等を実施。
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修復前

16



修復後
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大羽目彫刻の修理・彩色塗り直し
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技術や技能の保護・伝承

文化庁では、文化財の保存に欠くことができな
い伝統的な技術や技能で、保存すべきものを選
定し、その保持者や保存団体を認定する選定
保存技術制度を設けている。
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技術保存の選定

建造物修理・屋根瓦製作鬼師・建造物木
工・檜皮採取・建造物装飾・建造物彩色・
錺金具製作・鋳物製作・金具製作・規矩術
（古式規矩）・規矩術（近世規矩）竹釘製
作・屋根板製作・屋根瓦（本瓦葺）・左官
（漆喰塗）・檜皮葺・柿左官（古式京壁）・茅
葺左（日本壁）・石盤葺・建具製作・畳製
作・金唐紙製作・建造物模型製作
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建造物の防災施設と環境保全

・文化財建造物の多くは、木や紙などの素材によっ
て構成されている。一度火災に遭うと、その文化財
的価値を著しく損ねてしまう危険性が大きい。

・茅葺や檜皮葺屋根など、周辺の建物と比べて火
災の危険性が高いものも数多くあり、自動火災報
知器、消火設備、避雷設備など防災施設の設置を
推進している。補助制度も実施。

・周辺の樹木が倒れて文化財を傷めないための対
策や崖崩れ防止対策など、環境保全事業も重要。
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文化財防火デーの実施
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文化財防火デーの概要

・消防庁と文化庁により全国規模で行わ
れる防火運動。

・昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂から
出火し、国宝の十二面壁画の大半が焼損
してしまったことに始まる。このような背景
から、文化財防火デーが昭和３０年１月２
６日に定められ、その期日周辺にて全国
的に消防訓練等が実施されている。
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社寺建築の保存に関する動向

難航する保存修理事業・公開活用

　　・保存修理事業に対する理解不足

　　・所有者の費用的負担の限界

　　・業者・専門的技術者の確保が困難

　　・材料の確保が困難

　　・地域コミュニティの変化
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愛染堂（下川上）

25



市指定有形民俗文化財「愛染明王」

世界遺産「富岡製
糸場」の初代場長
の尾高惇忠筆
奉納額
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毀損状況（北西側）
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修理後の状況
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愛染明王
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本尊の「愛染明王」は、
江戸時代前期の造立。
赤い肌が特徴で、光背を
含めて高さ約３メートル
の大きさを誇る。熊谷市
下川上地区にて時代を
超えて保存されてきた。
江戸時代以降、「藍染」と
「愛染」の関わりから、関
東一円の多くの染物業
者などが参拝し、信仰さ
れてきた。



社寺建築の保存と公開

・指定文化財に限らず社寺建築への関心が高ま
りを見せている。

・社寺の一般公開についての対応や方法につい
ての検討が必要（盗難対策等も含め）。

・観光と文化遺産が連結する行政施策への対応。

・将来に向けた保存体制の確立・保存会の設立。

（指定文化財は公開を念頭に置いた保護体制）
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仁王門（におうもん） 平和の塔（へいわのとう）

鐘楼（しょうろう） 五社大明神（ごしゃだいみょうじん）
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熊谷のオーセンティシティを探す

終 32




