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遺産と土木

イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン

有史以来、あらゆる技術史の中で土木技術が最も古いとされる

のは、人類が集団で生活を営むための必要不可欠な前提であった

証左でもあるでしょう。人は生きるために自然とうまく共存共生

し、自然に手を加える土木技術を駆使・蓄積しながら社会基盤を
築き、文明を支えてきました。

今号特集テーマとした「ヘリテージ」には、遺産や伝統という

意味のほかに、継承を含んでいます。世紀を越えて残っている歴

史遺産は、私たちが今暮らしている空間と時間の意味を思い起こ

させ、これから私たちは、どう生きるべきか、どんな社会を築い

ていくべきかを考えるヒントを与えてくれることでしょう。

幸い、歴史的な土木構造物や施設は、大なり小なり、私たちの

暮らしの身近に今も数多くあります。土木遺産や産業遺産、文化

遺産とも呼ばれるそれら歴史資産は、地域や住民のニーズに応え

るため、自然との調和を考えながらつくられ、地域の生活基盤を

支えてきた遺構であり、あるいは現役の構造物や施設です。それ

らの景観は、地域の風物詩となり、固有の地域文化としても継承
されています。

そして何より、それらの一つひとつには、「土木とは何か」と

いうリテラシーを示す要素が含まれています。なぜ、それらをつ

くらなければならなかったのかという社会背景やニーズ、どのよ

うにつくったのかという技術、つくった人の労苦や知恵が詰まっ

ており、完成した後にも、それらが人や地域に尽くした効果や、

自然や地域に与えた影響をはじめ後世に生かす教訓がうかがい知

れるでしょう。そして、遺産は構造物や施設だけでなく、それら

に 尽 く し た 人 も ま た 現 在 の 暮 ら し を 支 え る 資 産 と し て 継 承 さ れ、

最近は土木偉人として顕彰されるケースも増えてきています。さ

らには、各地に残る遺産を自然災害から守り、修理・修復する取
組みも進められています。

今号では、遺産と土木の関りを様々な視点から検証します。
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編集委員

前代の人々が残した業績や文化財など比喩
的に「遺産」と呼ぶが，今回の特集「遺産と
土木」から，それらの多くが暮らしと文明の
礎となって私たちの未来に語りかけてくる資
産であることに気づかされました。
たとえば，地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・
伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」とし
て文化庁が認定しています。それら「日本遺産」は，地域に点
在する遺産を「面」として活用し，発信することで地域が主体
となってアイデンティティの再確認や活性化をめざしていま
す。本号では，福島県郡山市の「猪苗代湖・安積疏水・安積開
拓を結ぶストーリー」，10月末に全国各地の日本遺産の魅力を
紹介する「日本遺産フェスティバル in 関門」を開催した山口
県下関市から関門 “ノスタルジック” 海峡の発信と今後につい
てご執筆いただきました。
また，岩手開発鉄道の復活とセメント工場のテクノスケープ
が東日本大震災からの復興に大きな勇気を与えていること，古
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代遺跡から「長寿命化 EIEN」への画期的な開発には感動すら
覚えます。さらに，世界遺産を未来へ引き継ぐ「みんなで守る
軍艦島」プロジェクトへの果敢な継続活動，世界遺産清水寺の
斜面災害復旧と防災への取組み事例，日本最古の近代吊橋の修
理報告は，一筋縄ではいかない文化遺産保存や修理について多
くの示唆を投げかけています。そして，今回ご紹介の廣井勇を
はじめ土木偉人の地道な顕彰活動がネットワークの輪を広げて
います。
土木に関わる遺産の継承は，きわめて地道でエネルギーを必
要としていることを首肯して，それらに関わる方々の継続と，
土木の未来に心よりエールを送って最後の後記といたします。
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