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【講演記録】 

第一部講演 「これからの文化財防災対策の在り方」 

(独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター 文化財防災統括リーダー 

                            小谷 竜介氏) (約 60 分) 

 

国立文化財機構文化財防災センターの小谷と申します。今日はどうぞよろしくお願い致しま

す。 

「文化財防災センター」という名前から何をやっているところか想像がつくと思いますが，こ

のセンターが国立文化財機構という組織の中に作られたのは，2020 年 10 月で，まだ 1 年とち

ょっとしか経っていない非常に若い組織です。今日はこの文化財防災センターという所をまず

ご紹介をさせていただこうと思います。国立文化財機構という名前をパッと聞いて，イメージを

思い浮かべられる方どれくらいいらっしゃるのでしょうか。平たく言うと，国立博物館（東京・

京都・奈良・九州福岡）四館と国立の文化財研究所（東京と奈良）の六つの組織，それから大阪

の堺にある無形文化遺産の研究センターとあわせて七つの組織から成っているのが国立文化財

機構です。 

この文化財機構の中には，それ以外に文化財防災センター(私の属している所)と，それから文

化財活用センターという二つのセンターが設けられておりまして，文化財の活用と防災に集中

して，機構をあげて取り組む組織になっております。本日は，どうやって我々が考えている文化

財防災を実現していこうかということをお話しようと思っています。 

 

(スライド 1 ページ) 

本日は，「これからの文化財防災対策の在り方」ということで，発足 1 年半の文化財防災セン

ターとして今後どのように取り組んでいくのかが，正に本日のテーマそのものであると考えて

おります。 

 

(スライド 2 ページ)※被災写真の一部については掲載しておりません。 

1995 年の阪神淡路大震災以降，この 30 年程を見ても，2011 年の東日本大震災や，2016 年の

熊本地震，そして 2019 年には首里城正殿の火災，またここには載せておりませんが中越と，地

震だけでも全国各地でそれなりの規模のものが起こっております。 

 

(スライド 3 ページ) 

また，最近の主な水害ですが，ここ 10 年間だけでも，平成 24 年の九州北部豪雨，平成 26 年

8 月の豪雨，平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨，平成 29 年 7 月の九州北部豪雨，平成 30 年・令

和元年は，房総半島の台風と東日本台風，そして令和 2 年 7 月にも豪雨がございました。この

ように，ほぼ毎年起こっていることが分かります。 

令和 3 年度 京都市文化財保存活用地域計画策定記念講演会 

京都文化遺産の保存と活用を考える ～京都の宝を未来につなぐための知識～ 
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私自身は昨年 4 月に防災センターに着任しました。やはり防災センターに勤めている限り，い

ろんな災害に常に目配せをしなければいけません。文化財にも非常に大きな被害を与えるよう

な災害が起こってきています。我々や，京都市，京都府に限らず，関西，そして日本中の全ての

人々に，常に文化財が危機的な状況にあることを意識していただき，もちろんまず身を守ってい

ただくことを実践しながら，文化財にも目配せをしていただく。そのように周知して働きかけて

いくことが私共の活動になります。 

 

(スライド 4 ページ)※被災写真の一部については掲載しておりません 

ここに載せている写真は，東日本大震災の津波の被災地にあった，鎌倉時代の仏像です。お堂

ごと流されまして，それを見つけた地域の人が，あっ！と慌てて近くの家の中に，緊急避難とし

てこの仏像を収めていました。これらは鎌倉時代の一木彫成でとても重い像になります。一通り

の部材を見つけたからといって，よくここに運び込んだなと思います。路上に落ちた状態ではな

く瓦礫の中に埋もれていたものを，見つけ出してここまで運び込む熱意というものを感じます。

地域の方がそこに運んだものを，その後，我々でレスキューさせていただいて，最終的には修理

され，お堂も 2，3 年前に再建されて，そのお堂の中に戻してお返しする事ができました。現在

はもう津波の来るような所にはお堂はございませんので，今後はまた地域の中で末永く祀って

いただけるかなと思っております。 

正にこれですよね，このお像自体，鎌倉時代のものだとわかったのは，実は東日本(大震災)の

2 年くらい前でした。それまで地域の仏様としてお祀りされていたものが，ちょうどこの直前に

文化財として光を浴びたのですが，何の指定もされていないお像でした。そういうものがレスキ

ューの対象になっています。そして，信仰とともに次世代に伝えられているということが大切だ

と思います。 

 

(スライド 5 ページ) 

多くの方が文化財として思い浮かべるのは，国宝や重要文化財と呼ばれるものだと思います。

指定や登録もされない文化財，これは京都市では京都文化遺産と表現していましたが，最低限東

北地方では鎌倉時代の仏像と分かったら市町村の指定はすぐにされるわけです。けれど，分から

なかったら指定されない。先程，調査がまず第一歩で大切とお話したのはそこに繋がるわけです

が，本当は文化財・文化遺産なのだけれども，指定等の個々の措置をとられていない対象がまだ

たくさんあったりします。そういうものも含めて実は文化財なのです。そして文化財防災センタ

ーが守ると言っているのは博物館等に入っているものだけが対象なのではなく，そういうもの

は既に国の指定という形で守られていますので，どちらかと言うとあまり守られていないもの

が文化財防災センターの対象と考えております。 

文化財は，指定文化財だけや国宝重要文化財だけではない。文化財というものは，美しいもの

だけではない，ということですね。 

文化庁をはじめ都道府県・市町村のそれぞれの文化財所管課というものがございまして，文化
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財はもちろん国宝・重要文化財のように国民全体の「財」として守るべきものであると同時に，

その文化財が所在している地域にとっては，地域の歴史文化を示す証になっているわけです。あ

の写真にあった鎌倉時代の仏像は，指定もされていないし，そもそも鎌倉時代のものと地域の人

は全然思っていなかったわけです。でも，千年近くにわたって，あの地域でずっと守られてきた。

もちろんどこかから運ばれてきた可能性もありますが，少なくとも千年前からあるような仏像

が，何かしらの経緯でその地域にやってきていて，地域の皆で守ってきたということが，あの仏

像を通して証明されているわけです。 

あの仏像があった所というのは，実はですね，数千戸の家があって，ほとんど被災して，高台

へ移転しています。あのお像があった所は，10 年前の東日本大震災を契機にガラッと変わった

地域になっているわけです。しかし，あの仏像があの地域に残ることによって，それを守ってい

た人がいた，しかも千年守っていた人がいた，ということを今に伝えているという点で，とても

大切な証になっています。 

別に国宝だろうと重要文化財だろうと，県の指定だろうと市の指定だろうと，そんなことはど

うでもいいわけですよね。地域の人にとってみたら，それこそが証なのであって，それが国宝だ

ろうと，指定されてなかろうと全くそこには関係ない。こういう文化財というものを，僕たちは

守っていかなければいけない，それは単に「財」を守るのではなくて，地域の歴史文化を守るこ

とに繋がると考えています。 

 

(スライド 6 ページ) 

文化財というのは多様であるということで，このような写真を出しました。私の職場は奈良文

化財研究所の中にあります。平城宮跡という世界遺産の中で毎日仕事をしているわけですけれ

ど，左上の写真はそこから見た様子です。 

上部中央の写真は，東日本に多い，藁で作ったお社です。ここに御幣束をたてて，家の神様な

どを祀っていて，すごく希少になった習俗ですけども，毎年お正月になるとこれを新しく作りま

す。藁のお社ですから一年経つと朽ちてしまって，また新しく作る。無形であり有形である，正

に地域の文化，文化財と言えるわけです。しかも朽ちていくというところがミソなわけですよね。

民俗担当がいる博物館では多くの博物館でこういう藁の資料を収蔵していますが，自然に風化

をしていくものなので，どう保存しようか皆いつも悩んでいます。 

右上の写真は，つい先般，登録有形文化財になったプレハブの建物です。プレハブ建築の別荘

として建てられたもので，現在ではおそらく辺り数百メートルくらいの範囲の中には必ず最低

限一棟はある，あのプレハブというものも，ある意味日本の建造物の景観，ここ 50 年くらいの

建造物の景観の一つの要素という事で，文化財として登録されています。 

左下の写真は三階建ての旅館，建物なのですが，宮城県石巻市の牡鹿半島という所で，ここの

旅館のちょっと沖合が東日本大震災の震源地です。残念ながら，津波で何もかも流されてしまっ

た場所です。旅館ということで，本当は登録文化財等にしたいと思っていたのですが，残念なが

ら叶いませんでした。 
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下部中央の写真は，最近注目を集める文化的景観という文化財で，やはり人の暮らしが作り出

した景観というのも，文化財になっています。 

右下の写真は石製のかまどです。宮城県のごく一部の地域で，この石製のかまどを作る所が多

いのですが，この石というのは，特別名勝になっている日本三景の松島，あの松島の松が生えて

いる島の白い崖，あの石が実は地域の人にとって石材採取の対象になっていまして，江戸時代く

らいからどんどんこれを採っていて，この地域ならではのものという事になっています。このよ

うに非常にローカルな文化財というものもあり，全国的ではなく狭いエリアの中で評価される

ものも文化財になっています。 

先程，自己紹介で 4 月に文化財防災センターに参りましたと言ったのですが，その前までは私

は宮城県の学芸員をしておりました。防災センターに行く契機というものも，やはり東日本大震

災で，あの時に非常に多くの被災した文化財に関わったという十年間の経験から今回お話をい

ただいてこちらに参りました。 

 

(スライド 8 ページ) 

日本で，自然災害の時に文化財を守らなければいけないという考えの明示的な出発点とされ

るのは阪神淡路大震災の時でした。この時に多くの文化財が被害を受け，しかも国指定の文化財

や，市町村指定の文化財と呼ばれているもの以外の，未指定の文化財が多く被害を受けている。

こういうものを守らなければいけないという声があがりました。そこから 15 年経った時に，も

しかしたら阪神淡路以上の被害となった東日本大震災が起こったわけです。 

その時に，こういう文化財レスキューのスキームが作られました。国立文化財機構と，文化財・

美術関係団体と，文化財保存修復学会／文化財科学会，国立国会図書館も入っています。こうい

う様々な組織が関わって，実施主体という枠の中に入っていったわけです。東日本大震災に関し

ては機構の職員，博物館や研究所の職員だけではなくて，それ以外にも様々な学会や機関が加わ

って活動しました。 

この文化財レスキュー事業の枠組みは，2011 年，2012 年の 2 ヶ年で解散することになってい

ましたが，せっかくこうやって機構と様々な団体が一緒に活動したので，これを維持して，次に

また来る災害に備えていかなければいけないのではということになりました。一方で，どの組織

も様々な設置目的があって，目的として災害対応が書いてある組織もあれば，一切書いていない

組織もある。災害時に文化財を守らなければいけないということは，皆一緒なのですが，実際何

ができるというところでは，必ずしも一体にはならない場合もあります。 

 

(スライド 9 ページ) 

そのような中，まずは緩いネットワークを作ろうと「文化財防災ネットワーク推進事業」とい

う形で活動していくことになりました。文化庁の補助金を受けて，文化遺産防災ネットワーク推

進会議という名前で活動をはじめました。国立文化財機構も推進会議のメンバーになっていま

す。それから，国立美術館，国立科学博物館，人間文化研究機構というのは，京都だと国際日本
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文化研究センターや総合地球環境学研究所ですね，関西だと国立民族学博物館が入っている機

構という事になります。それから，国立国会図書館，国立公文書館，日本博物館協会，日本図書

館協会等という，今 25 団体になっていますけど，この団体が加わって，緩いネットワークとし

て，年に 1.2 回顔を合わせて会議をして，情報交換をしながら，そして災害が起こった時に，構

成している団体がそれぞれできる事を取り組んでもらうようなネットワークづくりに取り組み

ました。 

これが 2020 年 3 月で終わり，ちょうど国立文化財機構の中期計画の書き換えの年にもなって

いたのですが，この機会に文化財防災センターという常設の組織をおいて，そして恒常的に文化

財の防災に取り組みたいと言ったところ，国からもその必要性を認めていただき，ついに常設の

文化財防災センターが設置される事になりました。 

 

(スライド 10 ページ) 

文化財防災センターの使命は，多様な文化財を対象に，これまで築き上げてきた文化財等関連

組織の幅広いネットワークを活かし，我が国の文化財防災の体制を作るということです。大きく

ミッションは三つあります。 

文化財が被災しないような「減災」の取組，災害発生時の「救援活動の支援」，そして被災し

た文化財の迅速な救援，「体制づくりと技術開発」に取り組むという，この三つをミッションと

しています。そして，先程ネットワークの図を示しましたが，文化遺産防災ネットワーク推進会

議という形で，文化庁をはじめ，国の機関，地方公共団体・大学・研究機関・歴史建造物関連機

関という，非常に多くの団体，さらに関わる人達によって構成されています。 

防災センターとしては，その全国の組織の方からのネットワークを作っていく事がまず大き

な仕事であり，それが推進会議と呼ばれているものですが，もう片方には地域の方々とのネット

ワークを作っていくこと，そういうネットワークを結接するハブとして，文化財防災センターと

いうものを位置づけていこうと考えています。 

 

(スライド 11 ページ) 

現在は，推進事業と大枠は似ているのですが，推進会議があり，文化庁（国），地方公共団体

と文化財防災センターそれぞれが連携していく，という組織建てになっています。全体としては，

東京文化財研究所，東京国立博物館という東京にある二つの組織，そして，奈良の文化財研究所，

京都の国立博物館，奈良の国立博物館，九州の国立博物館という西日本にある四つの組織，大き

くは東日本と西日本ブロックという形をとりながら，この各施設にも防災センターの職員が一

人ないし二人配置されています。日常は東京の国立博物館や京都の国立博物館に勤務している

職員がいるわけです。 

組織設計時にはそこまで意識していなかったのですが，組織が出来た段階からリモートワー

クを前提とし，オフィスが分散しているという，すぐれて現代的な組織として発足しています。

色々課題はあるのですが，日常的に職員同士が電話や，オンライン会議を開いたりしながら活動
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しています。同時に，ここが重要で，文化財防災センターの職員は全部で 14 人いますが，それ

以外に東京国立博物館の職員で，防災センターに併任がかかっている職員や，この六つの組織に

それぞれ 3 人から 10 人くらい併任がかかっていまして，全部で 40 人います。日常の本務とし

てはそれぞれの博物館・研究所の仕事をしながら，何かが起こった時には防災センターの職員と

して活動する人間があと 40 人いるということです。ですので，機構全体で 54 人と比較的大き

な組織になります。 

 

(スライド 12 ページ) 

具体的にどういう仕事をしているのかというと，活動としては 5 つの柱を掲げています。 

1.地域防災体制の構築，2.災害時ガイドライン等の整備，3.レスキューおよび収蔵・展示におけ

る技術開発，4.普及啓発，5.文化財防災に関係する情報の収集と活用というこの 5 つの柱，そし

て災害時に実践的に動く実践活動というこの 6 つの事業を日々実践しています。それぞれ現場

でどういう活動をしているか紹介していきます。 

 

(スライド 13.14.15 ページ) ※被災写真の一部等については掲載しておりません。 

「実践現場から」ということで先程，普及啓発事業の 1 つの柱は，今，ここで話しているよう

に，防災センターを紹介することもそうですが，この写真に写っているような研修会を行ってい

ます。これは水に濡れた紙資料，古文書をどうやってクリーニングして綺麗にするのか，紙を濡

れたままにしておくとゴワゴワになってしまうので，ゴワゴワにならないように乾燥させるに

はどうやったらいいのか，実際に手を動かしながら覚えていただいています。 

タイベックを着て，ヘルメットをかぶってという災害対応は，まずは出発点の一つになるのか

なと思います。 

救援活動としまして，資料館の火災現場に出向くこともあります。紙資料や建物が燃えるとほ

とんど灰燼と帰すと思いきや，意外と本って燃えないのですね。表面は炭化しているのですが，

本は密閉されていて空気がないからか，中までは燃えにくく残ったものもたくさんありました。

そういうものを地域の人が救い出されたので，我々としても残せるものについては残していく

為のお手伝いをさせていただいております。こういう形で，災害があった際に何かお手伝いする

事ありますか？と伺うような活動をしております。 

 

(スライド 16 ページ) 

それ以上に我々が今やろうとしている事は，初動対応のためのデータベースの構築です。これ

はまだ実験的に行っているところになりますが，昨年の 7 月に鳥取県，島根県で集中豪雨があっ

た時に，文化財の被害が出ているということで，こちらの地図に(グーグルマップ)，文化財の場

所をマッピングしました。そうすると大体どの辺に文化財が多いかが分かります。 

また，実際に現地に行くと，ちょうどこれは史跡になっている城跡なのですが，城跡が途中土

砂崩れを起こして道路を塞いでいました。この時の災害は直径 10km くらいの範囲の被害が大
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きく，土砂災害が起きているのですが，そのエリアをちょっと出てしまうと何も起こっていない。

ではその 10km くらいのエリアの中にどれくらい文化財があって，被害を受けているのか，が分

かると調査がしやすいというわけです。 

このときは，雲南市という，出雲市の南側にある市で被害が出ていました。地図ではこのあた

りですが，広域合併をしているので，車で走り回ろうとすると何時間とかかってしまう大きな市

となりますが，実際に被害が起こっていたのは，そのごく一部だけでした。という事は，このエ

リアは非常に被害が大きい，雨量がとても多かったりする，という事が分かっていると，調査が

とてもスムーズにいきます。気象庁などの各機関が公表する様々な災害時のデータと併せて，文

化財の所在地図をまとめておくと，それを都道府県・市町村の方にも災害が起こった際に情報提

供ができると同時に，現場でもより迅速に調査ができる，こういう体制を作っていこうと考えて

おります。 

起こってしまったものは仕方がない，ただ，なるべく早く対応するに越したことはない。やは

り時間が経てば経つほど劣化も進みますから，早くに情報収集ができて，そして早ければ早いほ

ど体制も作りやすくなり，その分の余裕も出てくる。更に，これとハザードマップを併せたよう

な地図を皆さんが持っていれば，「あぁこの大雨になると，どうもここは危ないから早めに退避

をしておこう」とかそういう判断もして頂けるようになる，ということです。様々な情報がある

ことで予防にもなり，災害時の対応にもなっていく，そういう情報提供をしていきたいと考えて

おります。 

 

(スライド 17 ページ) 

こちらは文化財の放射線対策ガイドブックです。ガイドライン等の制定ということで，こうい

う事態が起こった時には，こういう対処をしましょうみたいなものを作っています。 

これは福島原発での活動を基にして作ったガイドブックで，未来永劫使いたくない，封印した

くなるガイドブックです。文化財防災センターの仕事は，作っても使いたくはないような仕事ば

かりという，非常に特異な側面もあります。これは少し見栄えがする表紙で作らせていただきま

した。何かが起こった時に目がつくものでないと逆に困るということで作成しました。逆によく

使うようなガイドライン等は，わざわざ印刷しないでホームページにアップロードして，ダウン

ロードしてください，で済むことになります。こういう何百年に一度という事案の時には，逆に

しっかりした図書にして図書館に配架して，という方がきっと意味があるのだろうなと考えて

います。 

今年度は浮遊カビの活動ガイドラインというものを作らせてもらっております。水害で湿気

が多いとカビが発生します。カビは健康被害をもたらしますので，レスキュー活動によって二次

被害の恐れがあります，なので，カビが発生している時には，こういう装備で行ってください，

そしてそれが終わった後はこういう洗濯をしてくださいみたいな，二次被害を起こさない為の

ガイドライン作りをしております。多様なレベルでガイドライン・ガイドブックを作っていこう

と考えています。 
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(スライド 18.19 ページ) ※被災写真の一部については掲載しておりません。 

こちらは復興支援の様子です。被害にあったものを，まず安全な場所に避けてカビ等が生えな

いようにして，例えば乾いた空気を入れて循環させましょうとか，そういう対応をしています。

次のステップとして，それをどうやって元に戻していくのかを考えるのですが，これはお金も関

わってくる話になってきます。何もかもがサービスでできるものではないので，お金はどうやっ

て手立てをしましょうか，正に今日このあとのファンドレイジングの話は，そこに繋がってくる

わけです。実際，被災した資料に対するクラウドファンディングは，いくつか耳にもしており，

こういう補助金がありますよ，こういう財団に頼んだらどうでしょうか等の助言もしています。

同時に，どうやったら適切な修理ができるだろうかということも考えていかなければならず，

我々としては修理技術者の人を派遣して，どういう修理ができるか地域の人と話してもらい，そ

のような相談にのるのも一つの活動の中心として考えています。 

平行して，応急処置法の研究，技術開発という事業があります。例えば，真空凍結乾燥をする

と濡れた紙を安全に乾かす事ができるのですが，どういう温度で冷凍して，どれくらいのペース

で真空にして，乾燥させていくといいのかという，具体的な研究をしてみたりしています。それ

から，仮設の収蔵施設として，多くの場合，被災した資料を収めるのに廃校を使う事が多いので

すが，文化財は紫外線，いわゆる太陽光が最大の敵の一つになるのですが，学校は日当たりが非

常に良く，日当たりのいい教室に入れておくだけで劣化の要因になるので何かしらの対応をし

てあげないといけない，ではどのような対応が出来るのかということを研究しています。そして，

修理に関しても，焼けてしまった紙の本を修理するときには，どういう形で行うのがその資料を

保存する観点で一番良いのか，そのような研究等に取り組んでいます。 

そして，こうした取り組みにおいて一番大切なのは，活用できる資料に戻す事なのだろうなと

思っています。 

 

(スライド 20.21.22 ページ) ※被災写真の一部については掲載しておりません。 

写真では民俗文化財の被災の様子をご覧いただいております。民俗文化財のように，日常生活

で使っている道具は，個人宅で使われていたのか，博物館などで収蔵していた資料なのかわから

なくなることがしばしばあります。また，民俗文化財に限らず，どういう物だったのか，資料に

関するメタ情報が失われてしまうと，文化財の価値は減衰してしまいます。なので，実はそうい

うメタデータと呼ばれている文化財の周辺情報というものはとても大切なのです。 

被災した資料を戻すのは何のためなのかというと，活用する為ですよね。もちろん保存してい

くだけでも，価値があるものもありますが，活用していくことが求められるのでしょう。我々は

その被災資料をどう戻していくのか，そして戻すプロセスにも，例えば地域の人にこうやって入

ってもらうと，この文化財にもう一度命を与え，そして活用に導いていくことができる，そのよ

うなことを考え，地域の人々，所有者や，地域の市町村の教育委員会の人達と相談しながら活動

しています。現地に行って，専門家の方々も交えながら，修復により良い方法を考えていく，そ
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のような仕事をしています。 

 

(スライド 23 ページ) ※写真の一部については掲載しておりません。 

そして三つ目，「減災～平時の取り組み」ということで，写真は兵庫三田にある E-ディフェン

スという地震の発生実験装置です。ここに掛け軸がかかっているのがわかりますか？ここは展

示ケースです。博物館の展示を模擬的に作って，地震の揺れを経験させることで，どういう挙動，

ケースの中，ピクチャーレール，ワイヤーで吊るしている掛け軸等，これがどういうふうに揺れ

るのかを確認しています。 

ある一線を超えると，ピクチャーハンガーの金具がぽろんとはずれて，掛け軸ごと床にドンと

落ちてしまうわけですね。では，それをどうやって置くとはずれないような仕組みが出来るのか，

はずれないようにするのは簡単ですが，取り外すのが大変だと展示会の時に事故を起こしかね

ないので，そういう簡便性も考えながら，様々な器具を開発しています。このように日常の災害

が起きた時にどうやって被害を受けないか，というような研究をしています。 

 

(スライド 24 ページ) 

平時の取組の大きいところで，先程，文化遺産防災ネットワーク推進会議という全国組織を中

心とした，国レベルのネットワークのお話をしましたが，我々が一番取り組まなければいけない

のは，地域連携だと考えています。都道府県と政令市，それぞれが防災について考えていただく。 

都道府県の文化財担当部局が中心になっていただいて，域内の市町村の文化財の担当部局や，

都道府県立，市町村立の博物館，図書館や公文書館，様々な施設が連携していただく必要があり

ます。建造物では建築士会の方々が，その歴史的な建物の修理，被害判定で非常に大きな力にな

ってくれます。それから博物館協議会みたいな博物館のネットワークや，最近全国的に各所で出

来ている，資料ネットと呼ばれている，主に古文書等を対象にして救済する為のネットワークと

いうのもあったりします。都道府県を単位にネットワークを作っていただいて，その時に我々も

ネットワーク作りをお手伝いさせていただきます。 

災害が起こった時には，まずはこの自治体内のネットワークで対応していきましょう，そこで，

手が足りません，資材がちょっと足りませんという時には，文化財防災センターとしてもお手伝

いをさせてもらいます。さらにバックアップとして県同士，特に関西では関西広域連合という常

設の組織があります。京都で何かが起こった時には，京都市内・京都府内で対応する。でもそれ

では対応しきれないような時には，カウンターパートナーの府県がお手伝いしてくれていると

いうような形，そして防災センターも奈良にありますので，一緒にお手伝いをさせてもらいなが

ら，何とか対処する方法を考えていく。そういう体制を作っていくことに我々はまず一番力を入

れています。 

防災センターの職員は，先程の六つの施設に配分されている職員が中心となっていますが，そ

れぞれ担当ブロックがあり，それぞれの都道府県や政令市の方々と連絡を取りながら活動して

います。京都市・京都府に関しては，京都国立博物館が中心になって対応しております。 
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(スライド 25.26 ページ) ※写真の一部については掲載しておりません。 

「文化財の安全を確保するために」という事で，自然災害で被害を受けると言うことは，リス

クに対して脆弱性があるということを示しています。脆弱性を取り除く事により，被害を受ける

可能性を下げる事ができます。 

文化財の置かれているリスクは，多くの場合はその活用の場面にあります。展示や，展示の為

の輸送であったり，また遺跡整備の盛り土はどうしても地震とかに弱いので，崩落して，場合に

よってはその遺跡自体にも傷をつけたりしてしまったりする。そういうものにどう対応してい

くのかを考えていく。我々は，例えばこの仏像の三次元モデルを作って，これを動かすことによ

って，仏像がどういう揺れに対してどのように倒れるのか，倒れる事を防止する為には框をこう

やって作ってあげて，ちょっと軸をずらしてあげると倒れにくくなるのではないか，という様な

ご提案をさせていただく為のシミュレーションをしています。 

 

(スライド 27 ページ)※写真の一部については掲載しておりません。 

こちらは「檜皮葺き屋根の防火消化手法に関する調査研究」の写真です。これは今年度から取

り組んでいるのですが，京都市と奈良市には文化財防災官という肩書きの方が消防局におりま

して，災害が起こったときにどうやって対処するのか，また国宝・重要文化財の入っているお堂

が火事にあった時に，どうやって国宝・重要文化財を守っていくのかを研究しています。 

これはちょうど重要文化財の檜皮葺きの屋根の建物が，飛び火でボヤになったところです。た

またま宮司がいち早く気づいて，お水をかけ続けてこの程度で済んだのですが，通常檜皮の屋根

というものはよく燃えます。非常に燃えやすいので，こんなところで止まったのは奇跡に近いで

す。且つ檜皮の屋根の消火の鉄則としては，屋根を壊せと言うのです。どんどん奥に種火が広が

っていきますので，水を上からかけたのでは通常消火ができないから壊せと言うのですが，消防

の人に言わせると，重要文化財を壊すのはやはり躊躇があるようです。仏像を運び出す時も同様

で運び出す時に指が折れたりしたら大丈夫なのだろうか，と怖いと感じる。もちろんそれは当然

と言えば当然なわけですが，一方で，守るために無理をしなければいけない時もあるかもしれな

い。こういう時は無理が出来る，ここは無理をせずにこれぐらいでやっていこうという，その線

引きを，消防の人と考えていくのも我々の大きな仕事なのではないかなと思っています。ちょう

ど明日（令和 4 年 2 月 24 日），檜皮の模型を作って燃やすという実験をさせていただきます。 

今は奈良市の消防の方々と一緒にそういった実験をやらせていただいているのですが，最終

的には全国の消防の方々に伝えていくということも，我々の取組なのだろうなというふうに考

えています。 

 

(スライド 28 ページ)  

「文化財の防災」という言い方をするとどうしても災害を防ぐというイメージなのですが，近

年の防災の考え方は，災害を防いで，なるべく規模を減らす減災，そこから救援，そして復旧の

プロセスで元に戻していく，そうするとまた減災のプロセスに入り，そして災害が起こり，救援
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し復旧する，このような循環の中で文化財防災センターは活動していこうと考えております。 

 

(スライド 29.30.31 ページ)  

「今後の文化財防災」という事で，我々が作っている文化財防災のための体制というものは，

センターが，ネットワーク推進会議，そして地方公共団体，そして文化庁と，それぞれ連携をし

ていくものです。 

我々が最初に作っていったイメージは，文化庁から県や都，そこには町・市・区そして所有者・

博物館・図書館という文化財に関わる人達がおり，文化庁をトップとしたネットワークでした。

しかし，総務省系の国立公文書館を動かすのには，簡単にはいかず，公文書館に声をかけても，

まず総務省を通さないと，ということで，文化庁から文部科学省へ行って，総務省へ行って，公

文書館に行くという流れで協力体制を作っていくことになりました。 

次に課題になったのは，国立国会図書館で，文部科学省は行政府にあるのですが，国立国会図

書館は立法府になるので，府をまたぐとなるとさらに大変になります。そのような経過を何とか

乗り越え，今では公文書館も国会図書館も一緒にネットワークの中に入り，文化財というものを

対象にネットワークが作られていきました。 

そして，地域防災体制というものも，県・政令市を中心に文化庁・大学・市・所有者・住民・

図書館・博物館それぞれと関係を作ってハブになっていく。このハブと防災センターが繋がり，

また全国の組織と繋がるという，重層的なネットワークを作っていければいいのではないかと

思っております。京都市の地域計画とも軌を一にするようなところがあります。 

 

(スライド 32 ページ) 

「多様なアクターで守る文化財」ということで，少し前までは，所有者と，そして文化庁，都

道府県・市町村の行政という，この文化財担当の人達が中心になって守るもの，というイメージ

だったのですが，文化財は，地域の住民や，研究者，NPO 等あらゆる主体全体で守っていくも

のです。京都市もそういうところでは軌を一にしているわけですが，この広い様々なアクターと

いう人達が関わって文化財を守っていくようにしなければいけないし，こういう体制を作る事

で，防災力というのは向上していくのかなと思います。 

 

(スライド 34 ページ)  

文化財は何のために守らなければいけないのかということについて，ちょっと大きな話です

が，仙台防災枠組みについてお話します。国連の，世界防災会議が 2015 年に仙台の会場で開か

れたのですが，そこで採択された宣言が仙台防災枠組です。 

ここでは四つある優先行動のうちの 3 番，強靭性のための災害リスクの削減のための投資と

いうことで，災害リスクを減らすために，文化的機関及び収集機関その他の歴史的・文化的・宗

教的意義のある場所の保護又は支援を行う所にきちんと投資を行って，減災をしていきましょ

う，ということが今後 2030 年までの 15 年間に渡る取組の目標として設定されています。 
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最近よく聞きます SDGs，持続可能な開発のための 2030 アジェンダの中にも，包摂的で安全

かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現するという中の，ターゲットの一

つとして，世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化するとなっています。 

こういうところに基づいて文化財防災も取り組んでいかなければいけないということになり

ます。 

 

(スライド 35 ページ)  

最後のまとめですが，「文化財を継承することで豊かな社会を作り上げる」，これがまず私たち

が掲げる目標です。 

文化財は最初の方でも述べましたが，災害の前後をつなぐ架け橋になっており，そしてそれを

平時から守る事によって，持続的で豊かな社会を作り上げる一助となっていくと考えています。 

防災の根源に何があるのかと言うと，僕は活用があると思っています。活用する事で人の目に

触れる，人の目に触れる事によって守ろうという気持ちになってくる。保存と活用のうち，防災

センターは保存寄りで活用とは対極なイメージにあるかもしれないですが，実は活用していか

ないと文化財の防災，保存はやはり成立しないだろうと思います。それは全然活用もされずに，

人の目も浴びてこなかったような文化財が，災害の時にどれだけ酷い状態になって，忘れ去られ

て半年後にぐちゃぐちゃの状態で発見されているのかという経験からも実感しています。本日

紹介した写真の仏像のように，日常から知られていれば数日のうちに地域の人が，とりあえず雨

露の凌ぐ場所に運び，そしてここにありますとすぐに言える状態にある，それこそが一番大切な

のだろうなと思います。 

そして，こういう事を実現するためにもコミュニティを核とするネットワークの深化という

ものが，守っていくための担保になっていきます。なので，ネットワークを深めていくことにつ

いて防災センターとしてもお手伝いをしていきますし，それこそが安全でレジリエントな社会

というものを作っていくことになるのだろうと考えております。 

文化財防災センターは，ただ単に被害を受けたものを助けるというのではなく，文化財の防災

というものを通して，大きく地域作りに関わっていきたいと考えております。 

 

(スライド 36 ページ)  

質問，お問い合わせのために，文化財防災センターのメールアドレスとホームページをご紹介

します。 

また，ホームページには，こういう時，これくらいの作業だったら自分で出来ると思ってやっ

ていただく為の，簡単な対処の仕方みたいなものも載せていこうと思っておりますので，どんど

ん気になったことがあればご覧頂ければと思います。 

私の話は以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 


