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日本近代化の原点を世界遺産に

－ブリューナーのフランス式繰糸機からはじまる日本の産業革命－

群馬県 新政策課 世界遺産推進室長 松浦 利隆

１ 世界遺産って何？

平成19年６月29日のほとんどの朝刊の一面には、島根県の石見銀山遺跡が逆転で世界遺

産に登録されたという大見出しが躍った。さらにほぼ５ヶ月前の１月24日の朝刊の一面は、

文化庁が世界遺産候補４件を選定したことを報じていた。この４件は「富岡製糸場と絹産

業遺産群」「富士山」「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」「長崎の教会群とキリスト教

関連遺産」であり、それが５年から10年以内に世界遺産に登録するための準備リスト（暫

定リスト）に推薦されたのである。

このように最近とみに国中の関心をひいている「世界遺産」だが、こう聞いて私達がす

ぐに思い浮かべるのは、ピラミッドや万里の長城、ベルサイユ宮殿、自由の女神のような

世界的に有名な遺跡や華麗壮大な建物、さらにグランドキャニオンやグレートバリアリー

フのような広大な手つかずの自然ではないだろうか。そしてこういったスゴイものでなけ

れば世界遺産になれないと考えていたのではないだろうか？。

実は世界中には830件(2006/7)もの世界遺産がある。だがこういった「大物」は実はそ

の一部であり、その陰には地味であるが人類の歴史に欠くことのできない重要な遺産が多

数隠れているのである。そもそも世界遺産は1960年代にエジプトのアスワンハイダムの工

事で湖底に沈みそうになったアブ・シンベル神殿を国際協力で移設したことにはじまる。

それが国境や民族を超えて「人類の宝物を人類の力を集めて守り次代に伝えよう」という

運動につながり、国際条約「世界遺産条約」に参加した国々がユネスコを中心にして活動

している。世界遺産には「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」の３つの分類があるが、

今回選定された４件は文化遺産にかかるものである。

さてこの世界文化遺産、古代の遺跡から中世の城や大聖堂などいろいろなものが含まれ

るが、その登録傾向にはある種の流行がある。実は最近の流行は産業革命にかかる近代の

工場や運河、鉱山、製鉄所などの遺産である。特に欧州での登録が多く、イギリスの製鉄

遺跡・紡績工場、ドイツの製鉄工場、スウェーデンの製鉄場と無線送信所、オランダの排

水ポンプ場、フィンランドのベニヤ板・製紙工場など各国の近代産業遺産が毎年２件くら

いずつ登録数を増やしている。これらは人類の歴史を大きく変えた「産業革命」がそれぞ

れの国でどのようにはじまったのかを示す遺産として登録されているのである。
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２ 日本の世界遺産と富岡製糸場

１）日本の世界遺産

日本にも世界遺産は13件(文化10、自然３)であったが、つい最近石見銀山遺跡とその関

連遺産が追加された。しかしその大半が「古都京都の文化財」や「姫路城」に代表される

ように寺社仏閣と箱庭のような自然など極東のエキゾチックな国といったイメージを持た

せるような遺産が中心である。（負の遺産「原爆ドーム」といった例外もあるが）、ここ

にちょうど加わったのが、室町から江戸初期の銀山遺跡である「石見銀山遺跡とその関係

遺産群」で、わが国で初めての産業遺跡系の世界遺産である。しかし時代的には今から数

百年も前の時代を中心にしたものであり、メキシコのグァナフトやボリビアのポトシの銀

山と周辺市街やポーランドの岩塩抗などのように以前からある中世的な鉱山遺跡系のカテ

ゴリーに近く、最近の流行の近代化に関わる産業遺産とは少し傾向が異なる。また遺跡自

体が既に江戸時代初期に世界的な影響を与えたという最盛期が終わっていることなど考え

ると、現代や近代に直接つながるような遺跡ではないと言えるだろう。

一体日本という国は世界から見たらどう見えるのだろうか。恐らく普通の世界の人々・

・・もちろん欧米などだけではなく、それは人口の割合からすれば圧倒的に多くの人々が

住むアジアやアフリカ、南アメリカの人々も含めての視点ということであろう。彼ら、先

進国でもないあたりまえの普通の世界の人々が描く現代日本の姿は、世界有数の工業国、

あるいは非欧米圏で唯一独力で急速に近代化に成功した「奇跡」の国というものではない

だろうか。そして、もちろんこういった感想の背景には、なぜ日本に「奇跡」ができたの

か、どうやって日本は成功したのか、同じ事が自分たちにもできないのか？といった思い

があることも確かであろう。

世界史の上で「日本」という国が欠くことのできない部分を占めるのは、19世紀から20

世紀にかけて、アジアで初めて独力で産業革命を起こし、近代国家を建設し、世界の繁栄

に寄与してきたという点に関してであろう。そしてその近代という時代は日本にとってど

んな時代だったのだろうか。近代、つまり明治以前、大きく世界史の視点から考えると、実

は日本という国が世界になくても地球は回る、世界の歴史は何も変わらないという時代がず

っと続いていたのではないだろうか。それが初めて、日本という国が地球上からなくなった

ら地球は回らない、世界は変わってしまうという時代が初めて来たのが近代以後といえるの

ではないだろうか。これはひとえに日本が明治維新を起こし、非西欧圏ではじめて産業革命

を起こし、独自の武力で独立を保ち、時には他国を侵略し大戦争に加わり、そして現在のよ

うな平和的に非常に繁栄した経済大国になったためではないだろうか。実に明治以後の140年

間の歴史があり、しかもその繁栄が現在も継続しているからではないだろうか。20世紀の世

界史、特にアジアの歴史は日本という国を抜きでは叙述不可能ではないだろうか。

ことこういった視点に立った場合、この視点から日本の「世界遺産」を眺めた場合、残
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念ながら世界史上に日本の果たした最大の役割、「非西欧圏からの近代化」を実感させる

ような世界遺産はまだ見あたらない。

２）富岡製糸場

そこで、こういった視点、つまり日本の産業革命や近代化といった面から現在も完全な

形で残っている遺産を見渡した時、やはり一番適当な遺産が「富岡製糸場」であろう。富

岡製糸場は明治５年(1872)明治政府が群馬県富岡市に設置した製糸場である。殖産興業の官営

工場として全ての教科書にとりあげられおり、恐らく知らない人はいないだろう。しかし逆

にこの富岡製糸場が明治５年の創建時そのままの姿で存在していることを知っている人も少

ないだろう。

ご存じのように日本近代化の資金源は特にその初期に於いて生糸輸出であった。明治初期

その一部に粗製濫造が目立ったところから、西欧資本による製糸工場を日本国内に造らせろ

といった外圧がかかるに及んで、何よりも植民地化、経済的従属化を恐れる政府は急いで最

新式の製糸器械を備えた官営模範工場を創り、生糸製造の改良を行い独力で質のいい生糸を

作れることを示すこととなった。これが富岡製糸場の起源と言われている。しかしいざ実行

という段になると、製糸工場いや近代工場自体の経験を持たない政府はすべての計画をフラ

ンス人のお雇い外国人ポール・ブリューナーにまかせた。計画からわずか１年数ヶ月後の明

治５年10月、富岡で歴史的な操業が開始された。工場には石炭ボイラーが６基設置され蒸気

で繭を煮ると共に、２馬力の蒸気エンジンが150台（300釜）の繰糸器を稼働させ、約400人の

工女達によって本格的な器械製糸が始まった。

実はこの規模の製糸工場は当時の欧州の平均的製糸工場の２～３倍の規模であり、おそら

く当時世界最大の製糸工場と言えると思われる。この富岡製糸場の器械製糸技術は、伝習工

女の帰郷などを通じて長野県や山梨県をはじめ全国に波及し、わが国の製糸業を世界一に導

いた。これはまた西欧近代技術の日本での消化吸収の典型例でもある。

工場自体は明治26年(1893)に三井家に、さらに明治35年(1902)に原合名会社を経て昭和14

年(1939)からは片倉製糸紡績会社に譲渡された。その後も戦中戦後と長く製糸工場としてのみ

に使用され、昭和62年(1987)３月ついにその操業を停止した。その後幾多の経緯を経てついに

平成17年７月14日に国史跡、18年７月５日には国重要文化財に重複指定され、土地建物は

地元富岡市の所有となった。これによって見学も常時可能になり、逐次工場内部へも公開

が拡大している。

こういった富岡製糸場を世界遺産に登録しようという動きが始まったのが、平成15年８

月の群馬県の小寺知事の提案からであった。
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３ 世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」構想

１）富岡製糸場だけで？

このように我が国の近代史、産業史に燦然たる位置を占める富岡製糸場であるが、ただそ

れだけで、工場の単体だけで日本の近代化、産業革命の諸相は理解できるのであろうか。

例えば群馬県には「富岡製糸場のパラドックス」とも呼ぶべき歴史的な命題がある。それ

は、明治5年(1872)政府が製糸業近代化のために官営の巨大な模範工場を設置したその土地で

ある群馬県には器械製糸が根付かず、かえって在来技術の座繰製糸を近代化した組合製糸が

発達してしまったという歴史的な逆説である。

上述したように明治政府はその近代化政策の一環として、安政６年(1859)の開港以来最も

有力な輸出商品である生糸生産を近代化するため、当時の繭・生糸生産の中心地であった群

馬県富岡町に約20万円の巨額な資金を投入し、当時、世界的に見ても最新鋭しかも最大規模

な器械製糸工場を建設した。そこでは最新であったフランス流の器械製糸技術で操業を行い、

全国の製糸業近代化に模範を示そうとした。

しかもその模範は単に技術的なものにとどまらず、日本初の大「工場」の経営や運営、さ

らにそこで働く女工もわざわざ全国規模で募集を行い、工場「労働者」の育成まで実施され

た。このため当時の重要産業である製糸業を導入しようと全国各地にこの近代的製糸法と「工

場」による生糸生産を模倣する者も少なくなかった。特に隣県の長野県の諏訪・松代地方に

はこの富岡製糸場の影響を受けた中小の器械製糸工場が数多く創られその後の器械製糸産業

の基礎となった。

しかし、この模範工場の持ち込んだ器械製糸は、その当時から明治20年頃まで養蚕・製糸

共に全国トップの生産量を誇った地元の群馬県には全くといっていいほど模倣者を生まなか

った。開業８年目の明治13年(1880)の調査では群馬県内の器械製糸工場はわずか９件であった。

これに対してこの地で実質的な生糸生産を支えたのは、江戸末に現地で開発された「上州座

繰器」を使った座繰製糸であった。しかも、その生産形態についても、単なる養蚕農家の農

間余業や小資本による賃挽経営にとどまらず、明治10年代には養蚕製糸農家の共同による「組

合製糸」と呼ばれる生糸の生産販売組合が生まれた。

また、製糸方法自体も、座繰器械自体をはじめ周辺機器、段階的な検査を導入した製糸工

程の両面にわたる改良が急速に行われた。特に中間行程である生糸の揚げ返し方法、完成品

検査、梱包方法や製品の格付けとブランド化などのように、商品化・製品化の工程での改良

が進んだ。これらの動き、特に後者を指して「改良座繰」と呼ばれた。

しかも明治10年以後はこのような改良を背景に組合製糸が力を付け始め、特に富岡製糸場

のある県西部には、南三社と呼ばれた有力な三つの組合が出現した。かれらは隣接する埼玉

県の養蚕農家をも組織化し、多数の生糸を統一ブランドで販売することで利益を確保した。

特にこの三社中最大で安中市原市に本社のあった碓氷社は、明治20年代には富岡製糸場の２
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～３倍、30年代には３～５倍の生糸販売量を誇った。

この碓氷社が最盛期の明治３８年(1905)に建築した本社本館は県指定重要文化財に指定

され、現在でも安中市原市に健在である。また碓氷社と並び称された組合製糸結社で、し

かも富岡製糸場のお膝元で隆盛を誇った、甘楽社の構成員で最大の組であった小幡組の煉

瓦倉庫とそれを支えた養蚕農家群が製糸場から数キロ離れたところに残っている。こうい

った「世界遺産」とはほど遠いように見える遺産も、実は日本の近代化や産業革命の隠れ

た立役者なのではないだろうか。

また、絹製品自体の製造工程から考えれば、「製糸（繭から生糸をつくる）」自体は絹産業

の一部分に過ぎない。その前後には「養蚕」（桑を育て、蚕を飼い、繭をつくる）、「織物」（生

糸を染め、織り、反物に仕上げる）がある。実は群馬県は江戸時代から現代までこの三業が

バランスよく発達した地域で、関連する遺産が広く、しかも各分野の発展に重要な貢献を果

たしたものを中心によく残っている。また歴史的にも明治維新という近代化革命の結果成立

した「県」という行政単位がこの三つの産業に重点的に勧業政策を注いだことも歴史的に際

だった特徴となっている。

２）絹産業遺産群の構想

以上のような考え方から世界遺産候補として構想されたのが「富岡製糸場と絹産業遺産

群」である。基本的なコンセプトは、桑や蚕種製造から初めて、群馬県特有な形状の養蚕

農家群、そして富岡製糸場に代表される器械製糸関係遺産、さらに地域的特色の座繰製糸

関係の遺産、また製糸、養蚕の両方の過程で発生する屑糸、屑繭を原料とする絹糸紡績工

場、そしてこれらの絹糸を原料とする絹織物関係の遺産、さらにこれらを結びつける流通

関係の遺産。こういったものを製造工程に従って配列し、絹産業遺産回廊のような形で一

群に取りまとめようと言う構想である。

ただし世界遺産登録には大きな制約がいくつかある。その一つ、一番高いハードルは、

まず本物の遺産がきちんとした形で残っており、その歴史性や文化財的価値が国指定文化

財（史跡か重要文化財）に匹敵するレベルでなくてはならないということである。二番目

のハードルは、さらにそれを今後とも保存し活用して行く体制が作れるか。所有者や市町

村、県、国も含めて財政的、組織的、学問的に体制がつくれるか、あるいはその意欲があ

るかといった問題である。特に二つめの問題は単純に遺産の価値や学問的な重要性だけで

解決できる問題ではなく経済的、地域的あるいは時には政治的な要素さえでてくるもので

あろう。

このようななかで、文化庁は平成18年９月、暫定リストの登載物件を公募し特別委員会で

選考するという発表を突然行った。締切は11月末であり１月末には選考結果が公表されると

いうかなり急な話であった。

当初上記のコンセプトに沿った養蚕から織物までに関わる群馬県内の優れた遺産をほと
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んどすべて網羅したものであったが、決断までの時間が短いことや将来的な経費負担を心

配する自治体がでてきた。このため、蚕種製造のための巨大な養蚕農家群がのこる島村養

蚕農家群（伊勢崎市）、明治10年建築の日本初の絹糸紡績工場がほぼ完全な形で残る新町

紡績所（高崎市）、絹織物の流通と生産に関わる街並み、本町一・二丁目の街並み（桐生

市）などが文化庁の申請には加わらなかった。

文化庁の作ったルールで推薦は県と該当市町村との共同提案でするものと定められたた

め、群馬県では富岡製糸場と共に９件の文化財群を「富岡製糸場と絹産業遺産群」として文

化庁に世界遺産の申請を行った（下表）。このため残念ながら現時点における実際の構成は

まだ完全なものとは言えないのが実情である。

しかしながらこの結果は１月23日の暫定リスト登載決定という結果になった。今後は更に

構成資産の充実に努めることが特別委員会の注文として付帯されたが、５～10年以内に世

界遺産へ本登録が行われることになろう。

今後も世界遺産登録までには数々のハードルがあるが、各地で熱心に活動を続けていた

だいている県民のボランティア、各地で遺産の保護と活用を目指して活動している地域住

民団体などと協働して、国際的障害物レースを乗りきって行きたいと考えている。これは

かって富岡製糸場が最初に製糸の器械化を行い全国の手本になったように、今度は富岡製

糸場から近代化遺産や産業遺産の活用による地域の活性化といった動きが再び全国に波及

することができれば望外の幸せである。
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【 富岡製糸場と絹産業遺産群 】

名 称 所 在 地 種別 概 要 指定現状

１ 薄根の大クワ 沼田市石墨町 養蚕 樹齢1,500年と伝わる山桑の巨木で 天然記念物

地元の「養蚕の神」で霜害時には実際 (S31)

の養蚕にも使用する。

２ 荒船風穴 下仁田町 蚕種 種紙100万枚以上を収容できた、日 町指定史跡

養 南野牧屋敷 本最大の風穴。全国からの蚕種の冷蔵

に使用。石組み部分は完全に残存

３ 養 栃窪風穴 中之条町 蚕種 ４万枚保存の県内第２位の風穴で、吾 町指定史跡

妻地域の蚕種製造家が活発に利用した。

風穴石組、事務所石組が残存

蚕

４ 高山社発祥の地 藤岡市高山 養蚕 清温育の高山社発祥地、江戸期の長屋 未指定

門、明治初期の主屋と蚕室、他各種の

附属施設、石造擁壁が残存。

５ 富沢家住宅 中之条町大道 養蚕 旧街道沿いに残る県内最古級の江戸後 重要文化財

期の養蚕農家、町が所有し復元修理済 (S45)

６ 赤岩地区養蚕農家群 六合村赤岩 養蚕 山村に残る明治後期の養蚕農家群と周 重伝建選定

囲環境で構成、北関東初の重要伝統的 (H18)

建造物群保存地区に選定された。

７ 製 旧甘楽社小幡組倉庫 甘楽町小幡 養蚕 小幡地区、上野地区などの養蚕製糸農 町指定重要文

(小幡地区養蚕農家群) 家がつくった旧組合製糸甘楽社小幡組 化財、伝建群

のレンガ倉庫、現町歴史資料館。 調査済(S58)

８ 糸 旧富岡製糸場 富岡市富岡 製糸 明治５年の官営工場と昭和後期の製糸 史跡(H17)

工場が機器共にほぼ完全な形で残る。 重要文化財

製糸業の歴史そのものといえる。 (H18)
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９ 碓氷峠鉄道施設 安中市 輸送 旧碓氷線のアブト式鉄道敷全面、煉瓦 重要文化財

流 松井田町 トンネル６、橋梁３、変電所２棟等が （H4）

重要文化財指定。長野県岡谷諏訪地区

通 の生糸の横浜輸送の動脈

10 旧上野鉄道関連施設 下仁田町 輸送 明治30年に軽便鉄道として開業した旧 町指定史跡

下仁田他 上野鉄道橋梁と下仁田駅構内の大正６

年の生糸用のレンガ倉庫２棟。荒船風

穴の蚕種輸送。


