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第１節
開創八百四十周年記念
妻沼聖天山・重文秘仏御本尊御開扉記念フォーラム
対談「妻沼聖天山の信仰と文化遺産の未来をめぐって」

鈴木英全院主（以下、鈴木院主）
本日はアトキンソンさん、ご多用の中をおいでいただきあ
りがとうございます。現在は小西美術工藝社の社長業に加
え、日本の観光や文化財など様々な提言をされる国の重要
な方で、ご多忙のところ時間を縫って来ていただき本当に
と き：平成 31 年（2019）4 月 16 日（火）
ありがたいと思う次第です。
14：00～15：00
この本殿の修理は、平成 15 年から 23 年にかけて長期間
ところ：妻沼聖天山・石舞台
に渡って行われたわけですが、小西美術工藝社に塗装を
対談者：デービッド・アトキンソン氏
担当していただきました。その工事の最中に、アトキンソン
（株式会社小西美術工藝社社長）
さんは小西美術工藝に参画され、この工事の実態をご覧に
鈴木英全院主
（妻沼聖天山歓喜院院主）
なりながら、今後の文化財保存のためには自分が力を尽く
コーディネーター：山下祐樹
さなくてはいけないという決心をされました。そして、小西美
（熊谷市立江南文化財センター）
術工藝社の会長となり、その後、前社長から会社を託されま
した。社長として会社の刷新、それこそ海外で培ったノウハ
ウを生かし合理的な方法で、今まで職人集団であった小西
第１項 フォーラム開催概要
美術工芸を本当に素晴らしい会社に変革されています。
コーディネーター・山下祐樹（以下、山下）
イギリスで生まれオックスフォードで日本文化を研究され、
私は、本日、妻沼聖天山・重文秘仏御本尊御開扉記念フォ
そして世界的な金融機関で仕事をされてきました。そこはす
ーラムのコーディネーターを務める、熊谷市立江南文化財
ごく大変な所で、それこそ体を張って働かれていたわけで
センターの山下です。市内の文化財を担当しております。
すが、退職されてしばらく日本で日本文化に浸っておられ
これより、開創八百四十周年記念 妻沼聖天山・重文秘仏
ました。そして今の社長職に就かれたわけです。非常に国
御本尊御開扉記念といたしまして、鈴木院主様、小西美術
際的な方なのです。
工藝社代表取締役社長デービット・アトキンソンさんによる対
私は妻沼生まれの妻沼育ちでいずれはこの妻沼に埋も
談を行いたいと思います。お二方、よろしくお願いいたしま
れるという、世界なんか全然知らない者です。今日は国際的
す。
な見地から見た文化財の保存についていろいろと話を伺い
まずは、小西美術工藝社代表取締役社長のデービット・
と思います。
アトキンソンさんをご紹介いたします。アトキンソンさんは、
今朝、ショッキングなニュースがテレビでありました。パリの
1965 年生まれ、イギリス出身であります。イギリスのオックス
ノートルダム寺院の火災です。石でできているから燃えない
フォード大学で日本学を学ばれて、その後、世界的にも有
のかと私は思っていました。世界遺産の有名なノートルダム
名な金融機関のゴールドマン・サックスを経てアナリストとし
寺院が、あのように火災になるということもあるわけです。こ
て活躍されていました。その後、日本文化に造詣を深めると
ちら（聖天山の建造物）は木造ですので、いつ何時何がある
いうこともあって、茶道をやられたということもあるようですけ
かわかりません。しかし、幸いに消防署の方々、消防団の
れども、2009 年に国宝・重要文化財の補修を手掛ける小西
方々、あるいは聖天山には防災協力隊という隊もありまして、
美術工藝社に入社され、すぐさま会長に就任し、現在は社
防災設備を常に点検していただいて、危険が生じた時には、
長を兼ね、全体の経営のトップとして事業を進められている
すぐ駆けつけていただけるというような組織もあるわけです。
という方であります。
それにしても｢地震、雷、火事、親父」というものは怖いもの
また現在は、観光庁や文化庁という政府機関での提言者
で、防災は文化財を守っていく上で非常に大変なことだと思
としても知られています。日本政府の観光局のインバウンド、
います。
外国人観光客のことをインバウンドと言いますけれども、そ
幸いにして、今回御開扉をいたしておる御本尊様は金仏
の特別顧問としてご活躍をされています。先般、アトキンソ
様ですので、火災に遭っても燃えないのではないかと思っ
ンさんが出されました『日本人の勝算』という本は、ベストセ
ており、そのようなことで、建久 8 年の 1197 年に、造られて
ラーとして今注目を集めているということであります。簡単に
から今日まで、無事に守護されてきたわけです。そのような
アトキンソンさんの紹介をさせていただきました。
ことですが、この文化財の一番怖いのは、やはり、金仏様で
本日、御開扉ということで秘仏のご本尊が公開されました
も、近ごろは盗難ということがありますので、それが一番危険
が、ここには平安時代終わりから今に至るまで、脈々とした
かなというふうに思っております。そのようなことのないよう
信仰の歴史があったわけです。こういう地域の歴史を考えな
に、しっかりと守っていきたいと思っているところでございま
がら、これからの妻沼聖天山の文化遺産を未来に継承する
す。 少し長くなりましたが、話とさせていただきます。
ためにはどうすべきか、世界的に見て、妻沼聖天山も含め
た国内の文化財の保存をこれからどうするべきかというテー
山下
マで議論できたらと思っております。
続きまして、平成が間もなく終わりますけれども、歓喜院聖
では、まず院主さんから、今回の御開扉に向けての思いを
天堂はまさに平成の大修理がされました。その彩色を担当
お伝えいただければと思います。
されたのが小西美術工藝社であります。また、最近まで行っ
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ておりました美装化の工事も小西美術工藝社さんにやって
いただいたということもあります。そのような中で、私も建造
物の担当ということで、非常に密に連絡をとってやってきて
いるというパートナーでもあるかなと思っております。それで
は、アトキンソンさんから、自己紹介も含め、地域の文化財
や今の世界の文化財の状況についてお話しいただければ
と思います。

り大変な状況でもありましたし、文化財修理も今のような芳し
いような状況ではなかったのですが、小西美術に入社する
ことになりました。院主さんとはもう 10 年ぐらいのお付き合い
なのですが、私としては、文化財との関わりができた、その
きっかけの最も重要なところというのは、先ほど院主様もお
話されたように、私の仕事はここから始まったということで、
どんなに忙しくても、いろいろな予定があっても、院主様か
ら来いと言われれば、わかりましたということでここに来まし
た。本日はこのような機会をいただいたことに対して、感謝
したいと思います。（拍手）
山下
アトキンソンさんのお言葉がありましたけれども、院主様、
それに対してお話しをいただくことは何かありますか。

デービッド・アトキンソン氏（以下、アトキンソン氏）
皆さん、こんにちは。アトキンソンです。
ちょうど今年の 12 月で 10 年を迎えますが、10 年前の夏の
終わりごろに、ここに最初にお参りに来て、当時の工事の状
況を拝見しました。本当に暑かった日でしたが、なおかつ実
際に修理をしているときに、やはり足場を全部組んでありま
して、ブルーシートがいっぱい張ってあり、ただでさえ暑い
のに、あの中はおそらく、気温 50 度近くだったと思いますけ
れども、その中で職人が黙々と漆の、今の上塗りのところを
裏のほうでやっている様子を昨日のように鮮明に覚えてい
ます。シートの中に入っていくと日本産漆を塗っている真っ
最中で、当時は多くの文化財の場合、70％中国産漆、30％
日本産漆という調合だったのですけれども、ここは 100％日
本産漆だったということで、非常に（成分が）強いのです。初
めてそのような工事を拝見したので、やはり帰りの車の中で
既に何となく痒くなっているなと感じ、翌日から見事にかぶ
れました。それが初めての漆かぶれでした。2 回目のときは、
東京国立博物館の地下に小西美術の工房がありまして、そ
の密閉されている場所で、漆に触れていないにもかかわら
ず、それでも、もう一回かぶれました。しかし、徐々に免疫が
できてきますので、しばらくすると、上野の寛永寺の黒門を
職人が塗っている所に、私が確認に行ったとき、ちょうど 2
階の天井を塗っていたのですが、どうなっているのかなと見
ていたら、いきなり上のほうから、このぐらい（10円玉位）の大
きい漆の塊がポトンと落ちて来て、それが手につき、翌日か
ら発疹がたくさん出ましたけれども、それが最後のかぶれに
なりました。
あのような工事を黙々と職人が塗っているところを見て感
じるところがありました。また、当時の小西美術としてはかな

鈴木院主
アトキンソンさんにその当時お尋ねしたことがありました。
「今までの文化財は、綺麗になると宝物ですから、皆に触ら
せない。見せない。近づけさせない。そのようにしなくては
いけませんか」とお尋ねしました。そうしたら、「そのようなこ
とはないですよ。文化財は大いに活用してください。この本
殿はご祈祷するお堂ですから、どんどん活用してください」
というお言葉が返ってきたので、非常に嬉しく、また力強く励
ましていただいた感じがしたことが、今も私の記憶に残って
おります。

第２項 国宝「歓喜院聖天堂」保存修理事業と政治経済
山下
先程、漆の話がありましたが、ちょうど今年の 3 月まで、歓
喜院聖天堂は漆の彩色の塗り直しと彩色の剥落止めも含め
た美装化という工事を行っていました。当初は 2 年の計画で
したが、何と 2 年目の最後のあたりになり漆が不足するとい
う状況が見えてきました。それにより、工期を 1 年間延ばす
というような計画に変更となったわけです。
現状において、全国的にも建造物の保存修理を行う中で、
漆の不足というものがありました。熊谷は今年、ラグビーワー
ルドカップが開催され、来年はオリンピックがあるというよう
ないろいろな関係の中、全国的に建造物の修復が非常に
立て込んでいるという状況がありました。よって、全国的に不
足している国産の漆をどのように確保するかという問題も生
じてきたわけです。
かつては文化財というと、どちらかといえば政治経済とは
関係ないところで存在していたものが、今は、そのような社
会情勢にも影響を受けるのではないかと私は考えています。
そのような中で、金融の経験があり、そして文化行政に提言
を行っていくというアトキンソンさんの存在というのは、非常
に国内でも珍しく、貴重な存在であると思っています。国内
での漆が不足しているというこういった現状がありますが、ア
トキンソンさんから見た、政治経済と文化財行政の関連性に
ついてのお考えをお聞かせいただければと思います。
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アトキンソン氏
10 年前に、私が小西美術で仕事をするようになったときは、
どちらかといえば文化財、文化行政というのは、内向きとい
いますか、やはり文化財は守るものでした。例えばこのよう
なことがありました。日光東照宮にご挨拶に行ったときのこと
で忘れられないのですが、当時の文化庁の誰ということは
言いませんけれども、その方が宮司さんに対して、「日光東
照宮は非常に貴重な建物ですので、その中に人が入り、儀
式、ご祈祷等々、そこで行うということは、それは破壊につな
がってしまいます。できたら、東照宮の宮司として、国宝重
要文化財の東照宮の隣に新しい東照宮を建てて、そこでい
ろんな行事を行い、もとの東照宮を文化庁に譲ってください」
ということを言ったらしいです。その当時の宮司さんの怒りと
いうのは大変なもので、いまだにおさまっていないと思いま
すけれども、やはりそのような考え方が非常に強かったので
す。
そのような状況の中、私としては、これから日本人の人口
が減ってきますので、どうしても経済に対して悪影響が迫っ
てきますから、そうすると経済が弱くなっていく、経済が弱く
なれば、年金と医療費、社会保障を捻出することは非常に
難しくなってきますので、文化を犠牲にしてしまう、削ってい
くという危険性がかなり強いということを危倶していました。
諸外国を見てみますと、文化を守ることはどの国でも難しく
なっている中で、観光戦略を実行することによって、日本で
あれば、減っていく日本人観光客の代わりに外国人に来て
もらい、負担の一部を外国人にしてもらうというような動きだ
ったのです。諸外国でも成功している国もあれば失敗して
いる国もあるのですが、成功している国の場合は、文化行
政がメインになっていて、活用することによって守ることがで
きて、守ることができて活用することができるという、こういう
好循環が実際にできているわけです。
私は当時の文化庁に対して、「どのみち、これから財務省
に予算を出してもらうことが極めて難しくなってくるので、観
光庁が独自に活用し始めていけば、文化財を守ることのわ
からない人が主導権を握る危険性がある。それならば、文
化庁から活用をやっていって、あくまでも文化財を守る観点
から活用を健全な形に進めていけばどうでしょうか」と提言し、
もう 5 年前になりますけれども、実際、今はそのような流れに
なっている気がします。昨年、文化庁の組織改正がありまし
た。建造物担当というここ（聖天堂）の修理を管轄した部門が
なくなり、今は、資源活用課に変わっています。文字どおり、
資源を守りつつ活用することによって継承ができる仕組みを
作りつつあります。この流れが完璧かどうかというのは、これ
は永遠の課題ですし、素晴らしい形になっているかどうかと
いうのは歴史が判断することでありますが、以前に比べれば
大きく前進していることは間違いないと思います。なぜその
ようなことが断言できるかというと、私がこの世界に入ったと
きには、建造物の文化財の修理予算というものは 81 億 3 千
万円でした。それが日本全国の全ての国宝の重要文化財を
守る予算で、1 件に対して 200 万円程しかなかったのです。
昨年はそれが総予算 150 億円位までになりました。国の予
算が減る一方の中で、財務省からは、「もうこれ以上ない敵

だ」と言われていますけれども、殆ど減る一方の本予算の中
で、唯一増えているのは文化庁の予算です。今回は、今年
1 月から出国税という観光税を設けましたので、そこから更
に国から 100 億円の予算を頂戴することになりました。やは
り、文化だと言うだけではなくて、活用することによって、実
際に予算もついてきますので、それが一番大事なところだと
思います。文化は大事なのですけれども、院主さんの前で
こういうこと申し上げるのはあれなのですけれども、お金が
ないと文化というものは成り立たないので、そこに意識を持
つことがやはり一番大きな変化に繋がるのだと思います。

第３項 文化財行政と妻沼の「聖天様」
山下
今のお話の中で、日本が今後どうなっていくかという問題
と、文化財行政というのが非常にリンクしているのだというこ
とがわかりました。特に国が相当多くの国債を発行している
状況において、国家予算の中で、文化財予算に対して、い
かにそれを得て、そして保存修理事業を行っていくかという
問題は、まさに文化財保護行政の中で非常に重要な課題な
のではないかと思います。
そして、地域のそのような文化財を活用していく中で、い
かに継承していくかという問題もあると思っています。妻沼
聖天山については、歓喜院聖天堂が国宝に指定された一
つの理由として、民衆の力によって建立されたものであるこ
とが、評価されたということもあります。いわゆる漆の使い分
け技術とか、美術史的、学術的な意味での評価も非常に高
かったのですが、地域の人々と共に継承され、今に至った。
それは御開扉の継承と非常に似ているのではないかと思っ
ています。院主さんとして、このような文化財の継承とか、地
域の方々との関わり合いについてどのようにお考えなので
しょうか。
鈴木院主
実盛公以来、840 年の先祖から、「私たちの聖天様」という
ようなことで、地域の皆さんが、先祖代々地元の十二郷の人、
長井庄の人々が支えてきてくれた伝統が今日まで続いてい
ます。今回の大修理、あるいはこの御開帳にしましても、こ
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のように伝統を引き継いだ地域の方々のお陰でできている
わけであります。今、私が、非常に危機を感じていることは、
このような先祖から継承された伝統が、これから若い人、子
や孫に引き継げないのではないかということです。核家族
になっているので、おじいさん、おばあさんの言うことは孫
が知らないというようなこととなり、そのような伝統が、あるい
は家の歴史が引き継がれていかないのではないかというよ
うなことを非常に危倶しているところであります。
ですから、是非、皆さんに今回の御開帳を、子孫に引き継
いでいただきたい。例えば普通のお寺ですと、皆さん方、
お墓参りや、お寺参りをされたりしますが、一人で行くので
はなくて、必ずお子さんやお孫さんと一緒に行って手を合
わせる。そのようなことによってそれが引き継がれるのであり
ます。神社にお参りされるにしても、お一人でなく、必ずお
子さんやお孫さんを連れて一緒に行って手を合わせていた
だきたいな、そのようなことを願っているところです。

物は人間の文化とセットのためにあると言うことができますし、
もう一つの言い方、言うまでもないのですが建造物というの
は、あくまでも人間文化の一つの舞台に過ぎないものとして
位置付けるべきところだと思います。

第４項 文化遺産を理解するための試み
アトキンソン氏
先程の東照宮さんの話でもありましたように、東照宮から
ご祈祷を抜くと、ただの箱。使われていないとか、実際に境
内に入ると人の気配がどこにもない、こういうような文化財は
全国どこにもあります。山下さんの前で言うのもですが、実
際は言われるほど、外国人はそこまで建物には興味がない
です。確かに人の家に行くときに、どこそこの人の家を見に
行きたいから、厄介でもそこの人に挨拶しなければいけな
い、そのように考える人はあまりいないです。人の家に行く
ときは、その人に会いに行くのであって、その家はあくまで
もその器みたいなものに過ぎません。そのような意味では、
山下
長い歴史とか、そこで今まで行われてきた伝統行事、そこで
私は妻沼に来ると、心温まる雰囲気を感じることがありま 繰り広げられてきた人間ドラマであったり、そして、やはり宗
す。そして、それと関係するように、地域信仰とか民衆信仰 教ですから宗教的な思想や理念であったり、こういうものに
の中で成り立ってきた聖天山の歴史は、地域として非常に 一番皆さんが惹かれるのです。ですから、私としては、文化
重要な資産であり、それ以上に、国宝になったときの一つの 財行政を見ていますと、物として見ているというのは、非常
理由づけにもなった、他の地域にはない独自の文化性があ に考え方が狭いと思います。本来であれば、纏わる全てを
ると私自身も認識をしているところです。それは、大きな権 引っくるめて文化であり、そのごく一部が建物になっている
力を持った大名が造り上げた建造物ではなく、地域の権力 のだと思います。
者によって成されたものでもないことを考えたときに、このよ
実際に、去年の 4 月から国では文化財の多言語対応の事
うな妻沼聖天山の建造物群の建築に対して非常に多くの寄 業が始まりました。去年は 47 カ所、今年度から 100 カ所を対
進がされてきたということを鑑みて、妻沼聖天山の地域信仰 象に多言語対応することになっています。昔は、それは何
のあり方というのは、世界的な発信ができるのではないかと 年に造られ、国宝なのか、重要文化財なのか、馴染みの文
考えています。
化庁のマークがついているのかということに注目することが
アトキンソンさんにお伺いしたいのですが、かつて文化財 非常に多かったのです。しかし、今はそうではなく、まず仏
は、特に観光という観点の中で、そして地域の振興という中 様であったり、神様であったり、信仰の特徴であったり、歴史
で、相入れなかったり、反していたものがあったかもしれま 的な特徴であったり、こういうものを物語にして説明をする。
せんが、今は、お話にあったように、多くの観光客を呼び込 建物であれば、彫刻の意味合いや、模様であるとか、その
むことによって文化財を保存していくという動きが出てきて ようなものを説明することによって、更に奥の奥にあることに
いると思います。日本でいうと京都や奈良などでの文化財 少しでも触れられるような取り組みが始まっています。
の保存というのは、観光と非常にリンクしていて、今も継続さ
部分的に手前味噌の話になりますが、私はそのような監修
れているという状況があるわけです。そのような古くからある もしていて、実際そのような観点からそれを見ると、ものすご
建造物や美術工芸品などの有形文化財や、史跡、天然記 く勉強になります。いろいろな事業をやっている中で、なぜ
念物等、文化財の種別はたくさんありますけれども、世界に 平安神宮はそこにあるのかとか、なぜ延暦寺はそこにある
そうした文化財等を発信していくには、今後、どのようなこと のかとか、なぜ東照宮をそこに造ったのかとか、いろいろな
が肝要として重要であるかお話しいただければと思います。 疑問が出てきます。この間、実際に高野山で、「空海さんが
高野山にお寺を造るきっかけは何だったのか」とお坊さんに
アトキンソン氏
聞いたら、「いや、少し忘れてしまったので、勉強します」と
実際に国宝になる前段階で、歓喜院さんは、当時としては 言われました。やはり日本の文化、日本の歴史の長年の動
国内では非常に珍しい存在として、きちんとした形でガイド き、それは世界の歴史の文化の中で非常に珍しい動きをし
制度をつくり、説明をするというシステムがあったのです。そ ているわけですので、その深み、奥ゆかしいところを実際に
の頃、多分日本全国どこ行ってもあまりそのような制度は見 教えてもらいながら、それを全部書いてやっていきますと、
られず、あっても数カ所ぐらいだったと思います。
がらりと状況が変わります。
海外も同じようなことはありますが、日本国内では、やはり
例えば、東京国立博物館の展示解説があまりにもなくて、
こういうお寺さんや、神社さんもそうですが、建物としてそこ あっても、「漆のお盆、明時代終わり」みたいな感じで、その
に建ってはいるのですが、実際の使われ方が大事です。建 ような何の勉強にもならないような解説があったのです。そ
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こで、1 カ月前から解説を全部見直して、一点一点の展示物
を説明し、なおかつ物だけではなくて、公家の文化から出
たものなのか、武家の文化なのか、庶民の文化なのか、ま
た平安時代の特徴は何だったのか、なぜ鎌倉幕府ができた
のかなど、そのような長い歴史の流れの中の位置づけを説
明することによって、今までは、外国人観光客の国立博物館
に対する典型的な評価は、「一向につまらない」、「世界秀逸
的なつまらない博物館だ」というようなものだったのが、この
間、見たら、設置してから 1 日もたっていないのに、トリップ
アドバイザー、インターネットで、「丁寧に解説してもらって、
とてもおもしろい博物館でした」とメッセージが書かれたよう
に、すぐに評価が改善されるのです。解説の内容を変えた
だけで物は変わっていないのです。
それと同様、歓喜院さんで、説明があってもなくても、お
寺としては変わりません。ただ、皆さん、お感じになっている
と思いますけれども、建物の彫刻などについて、時間を掛
けて丁寧に面白くいろいろな説明をすると、ただ見ているだ
けでは、「へえ、彫刻だね、きれいだね」と言って 1 分で終わ
るようなことが、どんどん話が展開していって、「こんなに素
晴らしい文化があり、こんな歴史があるのだ、こんな思想が
あるのだ」と、説明に引き込まれていきます。外国人のみな
らず日本人でも、その説明を聞いていると、日本文化という
のは、ただ単に、パワースポットだ、みたいなことで終わっ
てしまうのではなくて、本物の歴史文化に触れる貴重な機会
になっていると思います。そのような意味で、私としては、建
物だけではなくて、解説をする、触れてもらう、また今日のよ
うに、お経やいろいろな儀式があって、そういったものを人
間と仏さんとの境界線のところの文化を生きているものとし
て、それを守るということは最も重要なことと感じています。
海外でもやはりお子さんが仏さんの前で手を合わせると
いうのは、これはもうどの国籍の人たちも可愛くてしようがな
いのです。日本人だけではないです。そのような姿というの
は、これは、申しわけないのですけれども、建物の説明をど
んなに聞いても、小さい日本人の子供が手を合わせる姿に
は叶いません。今のネットを見ればわかりますが、そのよう
な宗教施設と実際の日本人との関わりが、やはり、外国人観
光客の目にも一番魅力的に映ることは、忘れてはいけない
と思います。

第５項 「物から事へ」の転換と文化の継承
山下
物から事へと、最近よく耳にすることがあります。建造物そ
のものだけではなく、その中で行われている事が重要であ
り、物から事へ、建物だけではなくて事を体験する。建造物
を単に見に来るだけではなくて、その建造物周辺で行われ
ている民俗行事に参加する。それは、文化財の行政でもよく
言われているのですが、そのような意味から、歓喜院聖天
堂の中での妻沼聖天山全体も含めて、建物と宗教、お祈り
する場所という関係において、院主さんとしてどのような姿と
いうものを今まで続けてこられて、これからどのようにされて
いくのかというお話をいただければと思います。
鈴木院主
やはり本尊様はご利益をいただくので、本尊様ですので、
一生懸命皆さんが手を合わせて拝む。拝み方はどうでも、
格好がきちんとしていれば、拝む心があればいいのであり
ます。ここは、昔は神仏混合だったので、何か神社のような
格好をしています。お参りする方の中には、二礼二拍手一
礼という神社のお参りをされる方もいます。それはそれで結
構なのです。きちんとお参り、仏教のお寺なのだから拍手を
してはいけないのだ。というようなことはないのです。いず
れにしてもその人の祈る心が表現されていればいいかなと
思っております。
私が最近感心した言葉があるので、ご披露したいと思いま
す。テレビ朝日の青木さんというコメンテーターが言われて
いたのですが、街を活性化するには 3 人の人が必要だとい
うことです。どのような 3 人かといいますと、まず若者がいな
くてはだめだ。その街に若者が来ないとだめだ。聖天山に
もぜひ若者にいっぱい来ていただきたい。それには、縁結
びで来ていただければなというように思っております。
次はよそ者です。よそ者が来なくてはだめだというのです。
街を活性化するためには、その土地の中の人達だけでは
自分達の街の良さも、悪さも分からない。よそから来ると、あ
あ、この街は心が温かそうな街だなと感じてくれる。先程、山
下さんが、妻沼に来ると何か心が温まるとおっしゃっていま
したけれども、妻沼の人はそのような中にどっぷり浸かって
いますから、その良い感覚がわかりません。それから、妻沼
の悪さもあると思うのですけれども、その中に浸かっている
とそれに気がつかないので、反省をしないでいてしまう。そ
のような訳で、よそ者の人をどんどん、どんどん受け入れて
いくこと。
それから、3 番目は変わり者です。変わり者がいないとだ
めだというのです。あの人は変わり者だからだめだと排除し
てしまうと、変化をしないということになります。そのようなわ
けで、変わり者の人もどんどん受け入れていく。それによっ
て、街が活性化していくのだ。というようなことを青木コメンテ
ーターが言っておられて、「ああ、素晴らしいな」「私たちは
思いもよらないな」と思った次第です。
今、日本国では、アトキンソンさんという海外の人が来まし
て、それから日本文化が好きだなんていう変わり者が来まし
て、そして日本に来たときは非常に若かったですよね。その
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ようなわけで、日本にはこういう素晴らしい人が来てくれたの
で、本当に変わっていく、良くなっているなということを感じ
ているところでございます。アトキンソンさん、ありがとうござ
います。

たでしょうと言うのですけれども、事実ではないのです。
戦争の後に、例えば 1970 年代に日本は先進国の仲間入
りをした。と言う人がいるのですけれども、この考え方も正し
くはないと思います。戦前の日本は経済としては世界第6 位
で、5 番目のフランスとはほんのわずかの差で、殆ど変わら
山下
ない状況でした。戦争が終わり、日本は当時大体 8，000 万
今回、御本尊御開扉記念のフォーラムを発案し、妻沼聖 人位の人口だったのですけれども、そこから 1 億 3，000 万
天山のご協力でこのような機会が叶ったわけですが、私が 人まで増えたのです。あの時代、ドイツの人口は 7，000 万
是非アトキンソンさんもお呼びしたいと思い、怖い物知らず 人位だったのですけれども、今、8，200 万人にしか増えて
で、アトキンソンさんの秘書室に連絡したところ、お忙しいス いないです。それは計算機さえ持っていればわかりますけ
ケジュールの中お越しいただけるとのことで今回の実現に れど、大体同じ位の所得でもいいですし、同じ位の経済状
至ったわけです。
態のところで、いきなり片方の国が 8，000 万人から 1 億 2，
アトキンソンさんは経済人としても有名ですので、先程、雑 700 万人まで増えて、片方の国は 7，000 万人から 8，000 万
談の中で伺ったのですが、普段行っているフォーラムとか 人になって、どちらの国の経済が伸びるかといったら、それ
講演は、対象となっているのは経済界の方とか、そのような は人口が激増する国の経済が伸びるわけです。
専門家の方達が多いということなので、こういう、私も含めて
文化財行政も同じなのですけれども、このように人口が自
文化財に興味があるとか、一般の方を前にした講演というの 国民で激増する先進国というのは、実は 2000 年の歴史の中
は、なかなか貴重な機会だということで、私もそのような機会 で例がないです。日本だけなのです。何を申し上げたいか
にご一緒できて非常に嬉しく思っています。
というと、あの時代は大変恵まれている時代だったのです。
妻沼聖天山をこれから、どのように継承していくか。院主さ 厳しく言わせてもらうと、その時代は、自分の勝手といいま
んのお話にあったように、子供とか次世代の人、若い者、よ すか、要するに自分の思いのままにいろいろなことを進める
そ者があって、また変わった者が来てというのが必要になる ことができて、そして文化財行政が自分のことだけを考えて、
のかも知れません。私も文化財の中では若い世代なのです よそ者を全部排除して、私物化してしまったような、合理性
が、今こういう若い世代が文化財に対して非常に興味を持ち のない世の中で、ある意味でおかしくなってしまったというよ
始めた時代になってきたのではないかと思っています。そ うに解釈もできるかと思います。1990 年代に入ると、日本経
れは、スマホ世代の人たちが自分の行きたいところをすぐ 済の最大のエンジンだった人口増加というのは止まってしま
に調べて、行こうと思ったその寺院の概要を見て、このような います。そこまで経済が急激に伸びているわけですから、
お寺であるということを知るわけです。恐らく今日妻沼聖天 国もどんどん豊かになりますし、一人一人も豊かになります
山に御開扉で初めて来られた方もいらっしゃると思うのでが、 し、それで余計なことを考える必要もないので、ある意味で
インターネットで調べ、このようなことをやっているお寺なの わがままが通る時代になっていってしまったかと思います。
だということで訪問してくれたりするのです。そうすると、そこ
経済というものは、人間の数、掛ける、一人一人の生産性
から熊谷という場所に興味を持っていただいて、それが埼 所得ですから、これからの日本人の人口というのは、労働者
玉県、日本、と関心が広がることもあるのではないか。それ の場合、42．5％激減してきますので、当然ながら打撃を受
は、インバウンド、外国人からの興味の視点とも関係がある けます。一つの国で 30 年以内に労働者人口が半分に減っ
のではないかと思っています。今後のこのような動きが見え てしまうというのは、実は 14 世紀の欧州に起きたペストの時
てきたのではないかと思うのです。
代以来です。ですから、放っておきますと本当に大打撃が
襲ってきます。先程の観光戦略、文化財行政もその影響を
第６項 日本経済と文化財の狭間をめぐって
受けていますけれども、そこまでの大打撃を受けるわけで
山下
すから、その悪影響の一部を外国人観光客で緩和していこ
アトキンソンさんにお伺いしたいのですが、今、文化財行 うというのが観光戦略の始まりになっています。要するに子
政、文化庁に対しての予算というのは非常に増えてきたとい 供をどんどん造ることが難しくなっているのなら、若い人は
う状況にあるというお話でした。少子高齢化が進んでいく中 減っていき、高齢者はそのまま横這いですから、この問題を
で、日本人が世界的に見て、まさに勝算というか、勝ってい 解決する子供の人口を急激に増やすというのは間に合いま
くためにはどうすべきか。文化財や文化行政を中心として世 せんので、残っている方法は、観光客を受け入れるか、移
界の中で日本が勝っていくためにはどうすればいいのか、 民を迎えるかのどちらかなのです。移民を迎えるというのは、
そのようなご提案をいただければと思っております。
これから 3，264 万人減りますので、3，000 万人の外国人に
たとえ来てもらいたいと言っても、その数は絶対に来ません。
アトキンソン氏
そうすると、やはり今までにない、どの国も経験したことのな
今までの日本というのは、鎖国時代から始まりまして、もと い大変な時代が、これから実際に始まろうとしています。今
もと高い技術で大きく舵を切って変えていったのですけれ までは「日本は特別です」「日本型資本主義」「外国人は要ら
ども、実際見ると江戸時代、日本は世界の 10 位に入る先進 ない」「日本文化でいい」とか、「輸出はどうでもいい」とか言
国だったのです。江戸時代というのは、日本は途上国だっ っていましたが、そのような考え方は人口が激増していたか
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らできたのです。これからはそのようなことは全く通用しなく
なってしまい、極めて合理的な世界に変わっていきます。
第７項 日本人の変化と文化の多様性
アトキンソン氏
人口の減少と今後の経済状況を踏まえ、文化財であって
も、他のいろいろなことであっても、やはり合理的に真剣に
考えなければいけないわけです。今までは、例えば「この彫
刻の意味合いは何ですか」と聞くと、「勉強していないやつ
に教えるつもりはない、勉強して来い」と、そのようなことを言
っていた文化庁の人が実際にいたのです。私は、茶道をや
っていますが、始めた当初はお茶の稽古というのは、稽古
をさせてもらうものであって、全部丁寧にやっていて、楽しさ
というのはどこにあるのか分からなく、ただの苛酷な修行み
たいなものだと感じて、「あなたなんか別に受け入れるつも
りはない」という排除的、排他的な世界でした。しかし、どん
どん茶道をする人口が減ってきますと、そのような上から目
線では衰退してしまう。お稽古は、茶道本来の人と人との精
神交流を重視する、素晴らしい文化を実際に実行するため
のものであって、お稽古は本番ではなくて、忘れてしまった
型の本質をもう一回教えてもらうことによって、ただ単に、こう
しなさい、ああしなさい、ということではなく、お稽古はどうい
う気持ちでやるのか、心の本質のことも同時に教えることに
よって、皆さんは茶道というものはやはり素晴らしいものだと
思うようになるのです。
先程、院主さんがおっしゃったように、お寺さんに行って、
「あなた、お経を覚えていないのはだめだ」とか、「日本人と
してだめだ」とか、2 礼だとか、2 拝云々だとか、昔はそうで
はなかったらしいですね。明治まではどんな形でも、本当に
拝む心さえあれば、2 回だろうが、3 回だろうが、4 回だろう
が、別に関係ないということだったそうです。
先日、テレビを見ていて面白かったのですが、明治神宮
の昭和 40 年代のお参りと今現在のお参りの映像が流れて
いたのです。今は初詣のときに倍ぐらいの時間が掛かって
います。昔の人は、明治神宮に行って、鳥居のところで頭を
下げるというのはなかったのです。今は、皆やっています。
そこで丁寧にお辞儀をして境内に入りまして、それで手水と
いう、昔はただ単に洗っているだけだったのですけれども、
今は、左、右、もう一回左となっているようです。一番印象に
残っているのは、ご本殿の前のお参りは、昔は、賽銭箱に
お金投げて、そこで頭下げて去っていったのです。1 人何
秒も掛からないです。今ですと、二拝二拍手やって、それで
最近流行りなのですが、東京都港区南青山とか自分の住所
を全部頭の中で読み上げて、名前まで言って、それからお
祈りをしている。これをやるようになったのは最近だそうです
が、それによって倍ぐらいの時間が掛かっていて、初詣が
いつまで経っても進まず終わらないという状況になっている
ようなのです。
そのような意味では、やはり文化というものは、型があって、
本質があって、これからの時代は、「昔からそうだった」、「そ
のようなものだ」とか、合理性のない、ある意味で丁寧では
ない、子供にとって、その良さが伝わってこないようなことは、

許されなくなってしまうのではないかと思います。本当の意
味でのお寺さんにお参りをするとか、神社さんにお参りをす
るというのはどういうことなのか、見直さなければいけない。
何も知らなくて説明をする必要のある人は、厄介な人だとい
う考え方ではなくて、丁寧にそのような人に対して接しなけ
ればならないと思います。
ここが一番ポイントなのですが、昔は言われていたと思い
ますけれども、文化財であっても、宗教であっても、いろい
ろな道があって、いろいろな門があって、いろいろな窓口が
あります。観光もそうです。外国人みんなが、同じ一つのも
のを好きで日本に来るという事実は全くありません。富士山
を見に来たい人もいれば、和食を食べたい人もいる。けれ
ども、魚が嫌いで御飯を食べない人もいるので、洋食でな
ければ日本なんて行かないという人もいます。熊野古道を
歩きたい人もいれば、沖縄に行って海に入りたい人もいる。
いろいろな人がいます。そのような意味では、日本の観光
は富士山、京都だというこの考え方は、ある意味で勝手な考
え方であって、科学的な根拠があるわけではない。調べて
みると、いろいろな道があって、いろいろな窓口があって、
いろいろな趣味を持っている人がたくさんいます。お寺さん
であっても、庭が好きな人もいれば、お参りをしたい人もい
るし、仏さんが好きな人もいれば、彫刻好きな人もいる。た
だ単に空間を味わいたいという人もいれば、ご利益を受け
たい人もいる。いろいろな人がいるので、そのような意味で
は、総合的に受け入れていかないと、昔みたいに狭き門の
考え方というのは、なかなか成立しなくなるのではないのか
と思います。
いずれにしても、これから大変な時代になっていくのだと
思いますが、考え方の多様性、対応の多様性がないと、こ
れからの 21 世紀の時代というのは、成功していけないので
はないのかと思います。ただ、先程、院主さんのお言葉にあ
りましたように、変わり者といいますか、あらゆる事にチャレ
ンジすることによって、今までにない面白さもある時代にも
なるのかなと思います。私としては、昭和の時代、特に後半
は、だんだん考え方が硬くなっていて、固まってしまったよ
うに感じられますので、あの時代は嫌いなのです。平成とい
うのも、何かもうずっと沈んでいるような感じなのですけども、
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これからいろいろな事が変わろうとしているところで、インタ
ーネットもありますし、いろいろな所で観光客がたくさん増え
ましたし、「これでどうだ」「これはどうだ」とかいろいろな事に
挑戦して、ある意味でワクワクするような時代でもあるのかな
と思います。
明治までの日本を見ると、ものすごく多様性に富んだ国
だったのです。私が、最初に日本に来た 30 数年前というの
は、日本人というのは凄く大らかな感じで、今みたいに官僚
のうるさい、何でも「検地」みたいな国ではなかったです。外
に出れば、ステテコ姿でお父さんが出てきたりとか、温泉に
行ったら、混浴であったりとか、「えっ、何、この国は」と、自
分も思いましたけれども、段々とそのようなことは見られなく
なり、堅苦しい感じになっていった時代があったかと思いま
す。宗教もそうだと思います。もともと、もう少し包容的という
か、もっと寛容的な社会だったのではないかと思うのです。
そのような昔のように大らかで寛容的な世の中に戻っていく
のを私としては一番期待しているところです。宗教のことで、
院主様から少しコメントいただければと思います。
第８項 文化財の鑑賞費用と効果について
山下
変化する、多様性を受け入れる、かつての大らかさのよう
なものを復元するとか、院主様はどのようにお考えでしょう
か。変化とか多様性がこの時代は生まれてきていて、妻沼
聖天山としてどのように受け入れていくかどうか、課題として
は難しいところですが、何か思うところがありましたらお伺い
します。
鈴木院主
私自身は、これまで流れに沿って、流れに流されてきただ
けですので、自分でこうしようと思ったことは、今まで 1 回も
ありません。ちょうど昭和40 年代に、私は、住職になりました
が、あの頃は経済が上向きで金融機関の利息が良くて、10
万円貯金して 10 年置くと倍になったのです。それで、細々
と貯めたものが倍になったので、お寺を修繕したりできまし
た。その後、今度はバブルで、皆さんがよくお参りされて、
お賽銭をたくさん上げてくださるようになり、それでまた修繕
ができるようになりました。
アトキンソンさんが、今後はこの入場料ではだめですよ。と
おっしゃったので、舞台から飛び降りたつもりで 700 円にし
ました。さすがに 700 円では高いのではないかと、皆から言
われましたが、幸いガイドボランティアの皆さん方が 700 円
以上の解説をしてくださっているので、700 円払うときは高い
と言っていたのが、帰るときにはにこにこして満足してお帰
りになられる。そして、アトキンソンさんからは、歓喜院はよく
700 円にしたというようなことを話していただいております。
そのようなことで、「流れに沿って」、私がこうしたいと思った
ことは一つもなくて、ただ流れに沿ってやっていますので、
これからも同じです。
山下
最後に、アトキンソンさんからご来場されている皆さんに

お話をいただきたいと思います。
アトキンソン氏
先程の院主様のお言葉は、まさに今の時代で一番のポイ
ントなのです。要するに拝観料が 700 円だろうが、1000 円だ
ろうが、そこに価値があって、その価値を感じてもらって、そ
れでやはり維持していくための、ある意味でお賽銭のような
ものですが、その価値を感じてくれた人からお金を払ってい
ただくことが一番のポイントだと思います。
少し難しい話をすると、世界中のエコノミストの学者が書い
ている論文を読みますと、日本の国際競争力というのは世
界第 5 位です。日本人の平均所得は世界 29 位です。これ
程ずれが生じている国は、この国だけなのです。殆どの場
合、競争力 20 位の国が、平均所得で 23 位であったりとか、
22 位のところが 19 位になったりとか、差はある程度あります
が、これ程ずれている国はないです。
それはどういうことなのかというと、やはり今の話にありまし
たように、日本国内の文化財の拝観料というものは平均して
597 円、海外は 1893 円、このぐらい違います。本質的な違
いがそこまであるかというと、それはないです。なぜそれ程
違うのか。こういうビジネスの世界の話をここで言うのは申し
訳ないのですが、やはり安売りをしてきたということなのです。
安売りをすることによって、結局その文化財の維持ができな
いし、その価値を伝えることもできない。それによって、タダ
でも高いと思うぐらいのものになってしまいます。逆に、解説
をすることによって、また、おもてなしや様々な行事を行うこ
とによって、ご祈祷とかいろいろな事があることによって、付
加価値を感じる。私は、スターバックスに行くと、このコーヒ
ー1 杯で 500 円の価値があるのかといつも思いますけれど
も、本質的にはその価値はないです。でも、あの空間にい
ることでいろいろな物語があること、丁寧に接客してもらう、
いろんな種類の商品があること、尚且つ、あの会社はいろ
んな社会貢献をしていますので、そのようなことでその分の
価値を感じて、支払うことに関しては何もマイナスには思わ
ない。
例えば日本のホテル業界を見ていても、それは熱心にや
っているのですけれども、この間、南のほうの島に行ったと
きに、素晴らしい景色だったのですが、一番高いホテルは 7，
000 円です。おまけに 1 泊 2 食付き。これをどうやって 7，
000 円でできているのだろうと思いました。やはり人口が激
増している時代だったら、そこまでの価値があっても、別に
そのようなお金のことを考える必要はない、付加価値は要ら
ないとなっていたかも知れないが、今は、やはり存分にその
価値を感じてもらって、丁寧にそれをアピールして、それで
そのかわりに維持していくためのお代をいただくことは、こ
れからのメインのポイントだと思います。これは大変単純な
ことなのですけれども、どこかで忘れられているところだと思
います。
やはり高齢世代は、現役の世代が支える必要があります。
2060 年までに 65 歳以上の世代は 2％増加する。一方、15
歳以上64 歳までの世代は 42.5％減ってきます。そうすると、
若い世代の所得が増えていかないと、結局その上の世代を
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支えることはできない。それは人口が減ってきますので、や
はり本質的にその価値を最大限まで生かす形でアピールし
て、それでその対価を頂くという極めて常識的な時代に戻ら
ないと、この日本という国は栄えることはないです。
単純にそのようなことを見直すことによって、年金も健全化
してきますし、若い人にお金が回りますし、若い人にお金が
回ってくるということは、今は少子化というあまり嬉しくない状
態ですが、普通に戻って、結婚して子供をつくって、それで
皆さん、家族でお参りに来て、そうすると、世の中全部が循
環するような形になっていくと思います。先程の院主様のあ
の言葉のとおりで、それには唯一ポイントになることがありま
す。いろいろな変化をしようと若い人が、「こうやって変えま
せんか」「こういうことは考えませんか」と言うと、「だめだ、昔
からそのようなふうにしていません」「日本文化は違うのだ」と
か、皆さんは、言ってしまいがちです。私もだんだん髪が白
くなってきていますので、こういうのは老害と言うらしいので
すが、やりたいことは、「ここだけは少し配慮してもらいたい」
とか、「9 割にしてもらいましょう」とか、そのようなふうにいろ
いろな人の意見に反対しないことは、これからの時代の一
番のポイントだと思います。

山下
本当にいろいろな話が多岐に渡り、最後にこのような話で
まとまるとは思わなかったのですが、とてもよい結びとなりま
した。文化財行政も本当に拝観料の 1 円、2 円から変わって
いくのだと思いました。そして、それによって社会全体も変
わるのだと思いました。アトキンソンさん、鈴木院主様本日
はありがとうございました。

鈴木院主
最後に、コメンテーターの山下さんにお礼申し上げたいと
思います。
山下さんは、今、江南文化財センターで様々な文化財の
担当をされておりますが、聖天山の建造物については、保
存修理の終盤から着任されたのですが、その後は、この仁
王門、裏の五社様ですとか、これらを国の登録文化財にす
るために、いろいろと調査をされました。私は書類に判子を
押すだけだったのですが、文化庁へ申請して、登録が許可
されたわけです。ただ、担当しているのが建物だけでなく、
この間、驚いたのですが、熊谷市にムサシトミヨという天然記
念物に生息する貴重な魚がいるわけですけれども、その講
演をされていたので、この方は文化財でも建物ばかりでは
第９項 新たな時代と社会に向けて
ないのだなということで、仕事の幅の広さを感じました。
アトキンソン氏
金子兜太先生という熊谷にお住まいだった俳句の大先生
私の東京の家のすぐ近くに、保育所をつくるという話があ がお亡くなりになったわけですが、『熊谷ルネッサンス』とい
りました。町内会で、私が町内会長をやっていた時なので う本を一緒に作られ、お亡くなりになる直前に対談をされ、
すが、高齢世代の方全員から反対され、うるさくなるとか、 それが本になっています。皆様、どうか本屋さんにあるかな
散々言われました。そこで、思いついて言ったのです。「わ と思うので、手に取ってみてください。聖天堂のことや市内
かりました。お盆のときに皆さんのお孫さんが地元に帰って の素晴らしい文化や文化財のことも書かれてあり、それから、
きたとき、全員、屋外には出させないということですよね。だ 金子兜太先生の俳句のことも書いてあります。本当に学識
って、子供はうるさくて嫌なのでしょう」と。それは自分の子 のあるお方に、本日のコメンテーターをしていただいたわけ
供や孫だから外に出すのは許すというのはおかしいですし、 ですので、皆さんにご披露申し上げます。
保育所をつくらないのなら、あなたたちのお孫さんたちも外
に出させないでください。と言いました。そうしたら、反対さ 山下
れていた方々からオーケーが出ました。その後、保育所を
ありがとうございます。先程、本の話が出ましたが、本日は
つくりました。保育所をつくったら、私は、園長さんに、毎朝 市史編さん室で作成した妻沼聖天山の建築の本も並べて
お子さんをカートに入れたりとかしてお散歩に行くときに、 おりますので、是非ご覧いただければと思います。
町内の皆さんに元気な大きな声で「おはようございます、お
以上で終わらせていただきたいと思います。
じいちゃん、おばあちゃん」と挨拶を是非してくださいとお願
いしました。それを守っていただいて、今は、あんなに猛烈
に反対していた人達が、子供達が散歩に出る時間になると、
おじいちゃん、おばあちゃんの行列ができて、子供達は、
「おじいちゃん、おはよう、おばあちゃん、おはよう」と挨拶
すると、「なになにちゃん、おはよう」と挨拶を交わすようにな
りました。先月からは地域の人と一緒に散歩に行くことも提
案されまして、一緒に行くことになりました。こういうことは、こ
れからの時代で一番求められていることであると同時に、や
はり全員がもっと幸せになることではないかと思いますので、
規制だとか、禁止だとか、反対だとか、一旦それは置いてお
いて、まずは受け入れて、プラス思考でやっていく。そして、
この大変な時代を迎えるしかないのではないかというふうに
思います。皆さんも、是非、プラス思考で、よろしくお願いい
たします。
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第２節
彩の国ビジュアルプラザ映像公開ライブラリー
令和元年度第２回コンテンツ活用講座「妻沼の聖天さま
―地元に愛される埼玉県内唯一の国宝建造物―」
トークセッション『文化遺産保護の現在と未来』

すが、それはフランスで有名なベルサイユ宮殿の修繕費
用の 3 分の 1、たった 1 件の 3 分の 1 にも満たない金額
しかなかったので、このままだと文化財の継承というの
は、極めて危険な状態だと感じたことが、小西美術との関
わりの始まりでした。

と き：令和 2 年（2020）2 月 2 日
15：20～16：00
ところ：ＳＫＩＰシティ 彩の国ビジュアルプラザ
映像ホール４階
対談者：デービット・アトキンソン氏
（株式会社小西美術工藝社社長）

山下祐樹
（熊谷市立江南文化財センター）

第 1 項 対談の序言として
山下祐樹（以下、山下）
先程の映像の中で妻沼聖天山の素晴らしさや、地域の
方々との関わり合いというのが見えてきたのではないか
と思いますが、その頃から、妻沼と小西美術、そして小西
美術の社長さんであるデービット・アトキンソンさんと
は、平成の大修理以降、今日に至るまで、関わり合いを持
ってきました。
現在、妻沼聖天山の建築を含めた国宝が、地域をどのよ
うに活性化していくかというテーマがあります。今日は、
そのあたりの事について、アトキンソンさんとお話をし
たいと思います。
アトキンソンさんについては、皆さんもご存知だと思
いますが、政府の会議で提言をされていたり、文化振興に
経済的観点を用いて地域の活性化を進める中で、大きな
プロジェクトを立ち上げたり、先般は『日本人の勝算』と
いうベストセラーになっている本を出版されました。も
ちろん本業の小西美術工芸社のマネジメントを行いなが
ら、それらをされているということで、今本当に注目を集
めている方ではないかと思っています。
それでは、アトキンソンさんから妻沼聖天山との関わ
り合いや、日本の文化遺産の今後に向けてのお考えにつ
いてお話しをしていただければと思います。

第２項 文化財の予算と課題
山下
確かに、今おっしゃったように、日本の文化財を保護す
る為の予算が当時は非常に厳しく、それが今だんだん増
えてきてその立役者の一人が、アトキンソンさんだと思
っています。
そのような中で、今課題となっているのは、保存修理を
する人材をどのように確保していくのかということ、も
う一つは、聖天堂の美装化事業が延びてしまった理由で
もある、日本産の漆が不足してしまったということです。
現材料を確保する現場、保存修理をする現場、そのことが
大きな課題としてあったわけで、それは小西美術さんで
も同じ状況だったのではないかと思いますが、そのあた
りはいかがだったのでしょうか。予算などを含めて総合
的にお話をしていただければと思います。

アトキンソン氏
先日、財務省の研究会があり、経済産業省が中小企業に
対して出している、何の結びつきもない、何の紐付けもな
い予算が、何と 1 千億円だということを聞きました。そ
デービッド・アトキンソン氏（以下、アトキンソン氏）
して、その 1 千億円をもらった企業は、収支報告をする
私は、10 年前に小西美術という会社と関わりを持つよ
義務がなく、何をするのか申請さえすれば、ほぼ確実にお
うになったのですが、小西美術は、日光東照宮が建てられ
金が支給されるとなっていると聞いて驚きました。
た時にできた会社で、私が関わるようになったのは、偶然、
なぜその話をしているかというと、文化庁全体の予算
私の軽井沢の別荘の隣が先代小西社長の家でしたので、
が実に 1 千億円しかない。その 1 千億円で日本の文化財
それで「会社の面倒を見てもらいたい」ということを言わ
に関す事を全てやらなければいけないのですが、経済産
れたのが始まりでした。
業省の極々一部の中小企業庁が、
「まあこれでいいや」と
そして、最初の現場が、それこそ聖天山で、その時に塗
やっている事業の金額と殆ど同額です。職人の人材確保
装担当の横山さん（現副社長）や、職人に会って話を聞き
とか漆の問題もそうなのですが、結局は文化財に関する
ました。その頃、会社には問題がいくつかあり、それを解
ことだといっても、職人は自分の生業、仕事として考えて
決し、次に問題になっていたのは、文化財の保存修理をど
いるわけで、仕事にならないものは、継続性、持続性はな
うやっていけばいいのかということで、その壁にぶつか
いということは、言うまでもない。
りました。当時は、国全体の国宝重要文化財建造物に使わ
多くの文化財の所有者は、10 年前まで、経済が非常に
れる国の修理予算というのは、81 億 3 千万円だったので
順調だった時は、寄付金だとかいろいろなお金が自動的
－11－

に集まってきて文化を守る事ができたが、最近は企業も
あまり元気がないし、人口も減っている、そう簡単にお金
が入って来ない。そうすると、口を開けて待っているだけ
では、お金は国からも来ないし、地元からも来ない。その
ようなところで、もっと一般的なビジネス感覚を持って
変えていかないと、文化を守ることはできないのだろう
と自分は考えました。
そのようなことを踏まえ、今ビジネスとしてどうやっ
ていけばいいのかと考えると、それはただ単に、いろいろ
な人に来てもらい、楽しんでもらい、お金を払ってもらえ
ばいい。簡単に言えば、観光戦略をどうするのかという問
題で、それは国内の日本人だけではなく、海外からも人に
来てもらって、楽しんでもらった代わりに応援してもら
うといいますか、維持していくためのお金をもらう。こう
いうサイクルに変えていかないと、いくら「文化だ」とか、
「清いものです」と言っても、衰退する一方なのです。
今までは、保存をする、見せるだけ、説明はしない、そ
れで楽しい事はさせない、飲食を禁止、座ることも禁止、
いろいろなことを禁止することによって、保存をしたい
気持ちが強いあまり、または、面倒なことはしたくないあ
まり、保存するつもりであっても、実はその保存は破壊の
方向に繋がっていると思いました。
今はちょうどその過渡期で、大昔は文化というのはビ
ジネスでしたが、高度成長を経て文化は清いものであり、
ビジネスではない高度成長の時代に許された贅沢だとい
うようになり、でも、そのような時代ももう終わり、今は
そのようなことは言っていられません。
皆さんご存知のように、昔は伊勢神宮であっても、全国
に人を送って「お参りに来てください」と参拝者を呼び込
んでいました。それなのに今は、
「文化･文化財に関係する
人達は、そのような汚い商売の話をしたらいけない」と言
うのです。でも、
「江戸時代までさんざんやったじゃない
の」と言いたい。東大寺の復興の時でも、人を送ってお金
を集めて復興させたという事実がありました。
昔はもっと経済合理性のある業界だったが、自分たち
はお公家で何にもすることなく、ただ単に民に支えても
らう、それに対して自分たちは応えない、という奇妙な世
の中に変わった時がありましたが、さすがにその時代も
終わるかなと思います。

第３項 文化財保護と活用に向けてのアプローチ
山下
日本は終戦後の混乱した中で「文化財保護法」ができて、
文化を守る事が重要になってきたわけです。ただ守るだ
けになると、守る基本的なコミュニティの継承がだんだ
ん難しくなり、そうすると、少子高齢化や過疎化というこ
ともあって、文化財を守る事が立切れしてしまうという
新たな課題が見えてきました。埼玉県内でも熊谷でも、保
存団体の継承ができなくなってしまうということがあり、
そのような中に経済観念を入れるかどうかというのは、
なかなか難しかったのではないかと思います。
私事になりますが、熊谷市でこの文化財を担当する前
は、西洋の哲学とか西洋の美術をやっていました。私の出
身は、文学部でも建築学部でもなくて、政治経済学部です。
そう言う意味で考えると、エコノミストで活動している
アトキンソンさんと私は、元々立ち位置として近い所に
あって、そこから文化財に絡んできたとすると、熊谷市に
とって幸か不幸かという点があるかもしれませんが、私
が文化財を担当する中で、ＰＲを促進していくという使
命感がありました。そのような中で、妻沼聖天山の修理を
通して、小西美術さん、そしてアトキンソンさんとの関わ
りができ、このような講演会でお話ができる機会をいた
だき、発信をしていくということの重要性が出てきてい
るのではないかと思っています。
私は学芸員の資格を取る際、何をするか決めるときは
西洋の方に目が向いていました。哲学の分野もヘーゲル
とかマルクスが専門なのですが、言ってみれば哲学では
食べていけないと思いました。私がドイツやロンドンへ
行ったりしている中で、日本人が哲学とか西洋美術をや
るとなると、少し門外漢になる感じが出てきてしまい、そ
れで、日本に戻ってみると、身近なところで、文化財はそ
れを守って、それを発信していくことが出来る世界基準
なのだと考えた事があります。
今までの、こうあるべきだという文化財の保護の概念
からすると、私は少し邪道な所へ行ってしまっているの
かもしれませんが、アトキンソンさんがおっしゃったよ
うに、かつてそのような流れで保存されてきたものが立
ち行かなくなった場合に、秘策として経済的な観念を入
れていくというのが重要になってきたのかなと思ってい
ます。
アトキンソンさんの著書を読むと、かつてケインズと
いう経済学者がいて、国家を総動員して弱っている所に
お金を出すことによって、経済が回るのではないかと言
っていて、日本でいうと、重厚長大な国費を、いろいろな
ところにばらまくというのは問題があるということが一
時出てきたわけでありますが、そのような遡上にも文化・
文化財が上がってこなかったというのも問題があるので
はないかと思います。そう言う意味において、アトキンソ
ンさんがおっしゃっているように、なかなか今までやれ
てこなかった部分について、ビジネスを含めていくこと
が必要ではないかと思います。
そのような中で、最近話題となっているのが、無料で文
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化財を見せていたものを有料にすることによって、活性
化を図るとか、あるいは、プレミアム感をつけることによ
って、文化財に価値を置くというのが出てくると思うの
ですが、そのあたりについて、取り組みとか、興味ある点
についてお話いただければと思います。

適当に「後で払うよ」と言って、どんどん借金を作ってい
くのではなくて、実際に関わっている人、または受益をし
ている人は、その分だけ払わなくてはいけないというふ
うになっていますので、反対しても結局はお金が出るの
で、それに対して、実際にそれを徴収する方法がないので
あれば、財務省に補助をきられるのは、時間の問題だと思
第４項 文化財の費用対効果をめぐって
います。やはりここで反対抵抗することなく、進んでやっ
アトキンソン氏
ていくしか方法がないと思います。
今まで無料だということを言っていたのですが、夢で
そう言う意味では、文化財を修理する、保護していく、
もなく無料のものはないということを唱える必要があり 継承していくというのは、普通のビジネスとして位置づ
ます。例えば、私は京都で二条城の顧問をやっていますが、 けしていかないと、情緒的な話をしても、結局は赤字がず
あそこは、近いうちに 150 年ぶりの根本修理を迎えるこ っと膨らんでいって、ゆくゆくはその文化財の維持が出
とになっています。京都市がその費用を半分出さなくて 来なくなってしまうというふうに思います。
はいけなくて、大体京都市だけで 50 億円位払うことにな
私が、いろいろな政府委員会に出ますと、
「西洋の考え
ります。
方だ」とか「あなたは外人だ」とかよく言われますが、
「そ
無料で見せるということは、表面上は無料ですけども、 れはいいですから、計算機渡しますから、計算して、これ
それは市の財政として 50 億円出さなくてはいけないの は成り立ちますか」と聞くと、みんな「成り立たないのだ
で、実はその 50 億のお金が裏で回っている訳です。歓喜 けど、データではないのだから」と言います。やはり受益
院さんもそうですけど、維持することが無料であればい はしたいけれども払うつもりはない、今、その矛盾をなく
いのですけど、そのようなことはないので、無料というの していく世の中に変わっているのではないかなと思いま
は、ただ単に見えないコストが違うところで回っている す。
ということで、実は無料ではない。この間、京都二条城も、
入場料を 600 円から 1000 円にするという話だったが、
当時京都市民とかいろいろな人が、
「引き上げることはけ
しからん」
「絶対に許さない」と言っていました。私はそ
こで「京都市民がどのくらい来ているか、調査してくださ
い」と言ったら、言うまでもなく殆ど来ていない。ただの
感情論にすぎない。では「この 50 億どうするのですか」
というのが問題なのです。
今はいろいろなことをすることによって、外国人が入
場者数の半分を占めるようになったのですが、当然なが
ら 50 億は市民の税金なのです。しかしながら、それを観
に行っている外国人は納税者ではないので、なんでその
人たちが負担をするのはいけないのか、これはまた矛盾
していることであります。
同時に京都市民は殆ど行っていないのに、外国人や京
都人ではない人がほぼ９７･８％占めているので、京都の
税金で出すが、受益者は京都市民ではない。京都ではない、 第５項 文化財を解説する試み
他の国内の人が来てくれるので、国がお金出してくれる 山下
のは良いが、国は半分しか出さない。そこでまた矛盾が発
国宝「聖天堂」は、元々は無料で見られたのですが、そ
生しています。
れが平成の大修理をした後で、700 円の拝観料をいただ
そのようなことを考えると、無料だというのは、ただ単 くようになりました。それは美装化であったり、その後の
に、自分が受ける利益を他人に負担してもらいたいとい 保存修理のための基金として積み立てられていって、最
うだけの話です。自分は払うつもりがなくて、その受益を 終的にその費用になるということを考えると、そのよう
してない人に払ってもらいたいと。これが、人口がどんど な中で協力してもらう、そのための信仰、人々の地域によ
ん増えている時代は良いが、やはりどう考えても、人口が っての祈りとか願いとか合わせ持ったうえでの入場料金
減っている今の時代ではなかなか難しい。皆さん想像し ではないかと私は思います。まさにアトキンソンさんの
ていただければわかると思いますが、今日この後食事に おっしゃる通りなのではと思っています。
行って、いきなりその代金を山下さんにつけるとか、これ
そのような中で、歓喜院ですと、映像にもありましたが
は道理に合わず許されないです。要するに、だんだん日本 ガイドボランティアの皆さんが、まさにボランティアと
も海外と同様に、現実を見なければいけない国に変わっ して案内をしてくれるわけで、文化財を見に来た人に対
てきたというのが、人口減少の最大のポイントなのです。 して、いかにおもてなしをするかというのが、これからは
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非常に重要な部分になると思います。市の指定、県の指定、
国の指定文化財というのは、県内、熊谷市内でも非常に多
く有りますが、そこに来た人が、ただ参拝をするだけで終
わってしまうということがよくあります。その先にその
文化財に興味を持ってもらうためには、その文化財がど
ういうものか説明をしたり、人がいなければ説明板を立
てたり、そのようなことが必要であって、そのような中で
文化財が地域のコミュニティではない、エリアのないコ
ミュニティとして、出来上がる可能性があるのではと思
っています。そのような意味で、来た人に対して、どう案
内をするかが今後必要になってくるのではないかと思い
ますが、それについてはどのようなお考えでしょうか。

第６項 新たな試みと文化財保護のサイクル
アトキンソン氏
歓喜院さんで、まだそこまではいってないというのは、
難しい面もあると思いますけれども、例えば自分たちで
やっている京都二条城の場合ですと、いろいろなイベン
トをやったりします。
最近ですと、二条城のお庭の中で食事を出すというこ
ともあります。京都の 7 月 8 月 9 月は非常に暑いのです
が、朝はわりと快適なのです。その時に、裏の方に誰も使
わない美しい日本庭園があるので、そこで 7 月 8 月の 2
ヵ月間、朝粥御膳を出すことになりまして、名前の通り朝
粥御膳ですから原価はたいしたことがないのですが、た
だあれは、2 時間、二条城がまだ誰も入ってきていない、
アトキンソン氏
周りに高いビルとか近代的なものが殆ど何一つ目に入ら
これも 2 つあると思いますが、実際に歓喜院さんで、 ない所で、なんと一人、二千五百円で食事ができる。あま
ガイドをしていろいろなことをやっているというのは、 りにも人気ですぐに満席になったことを受けて、去年は 7
先行事例であり、成功事例でもあります。他の全国の文化 月 8 月 9 月と 1.5 倍にして二千五百円だったのを、中身
財より先行して実行されている試みであって、昔の観光 は変わっていないのですが、三千円に値上げしました。
客数に比べたら桁違いに増えていて、やはり大きな成果
今までは二条城には興味はないけれども、こういうも
を挙げていると思います。
のがあるということで、静かな時間を過ごしたいとか、京
先程の京都の例にもありましたように、何も説明がな 都の朝でやることがないからこういう所で暇つぶしをし
い、見せ方が何もない、ただ単にそこで開けて見せただけ たいとか、いろいろな人の考え方を聞いてできたもので
だと人は来るかも知れませんが、１回来るだけで二度と すが、調査をすると、大半の人が二条城の歴史に触れるつ
訪れないことが結構あります。また実際に来たからとい もりはなかったのに、これがいいかどうかは別として、セ
って、そこに滞在する時間があまりにも短すぎて、何にも ット販売されているものなので、御膳を食べると、御殿の
理解することもなく、ただ綺麗な色のお寺だなというこ 入場料も含まれているので、せっかくなのでついでに観
とで終わってしまうことが非常に多い。これはもったい て行こうということで、そこに行く人が非常に多いので
ないことです。そのようなところで、丁寧に多面的な視野 す。
をもって説明するということは、非常に大事なことであ
そうすると、そこで丁寧に解説案内板を設けて、壁画の
って、ただ単に綺麗になったということでなくて、お猿さ 題材の意味は何ですとか、将軍が何処に寝ただとか、天皇
んがあったりとか、囲碁をやっている人たちがいたりと の行幸のときにどの部屋のどこにお座りになったとか、
か、意味があってのことなので、ただ見るだけではなく、 いろんなことを多面的に丁寧に説明することによって、
そこに含まれている意味、逸話の話であったり、文化的な 皆さんが「非常におもしろかった」とか、口コミでいろい
背景ですとか、伝えようとしている題材の意味を説明す ろ情報発信をしてくれます。来た人が友達に言って、更に
ることによって、訪れた人は、文化財の価値と宗教の意味 また人が来て、その人たちにまた情報発信してもらい、ま
も含めた文化について初めて理解することができます。
た千円払ってもらうことになります。
商売の話をすれば、全国どこでも世界でも同じですが、
実は 2 年前、二条城は、大阪万博以来の入場者数最高
滞在何時間に対しての対価という概念がどうも人間に強 記録を更新することができたのです。絶対にありえない
くあって、それと同時に、人間に対応してもらうのは価値 と言われたのですが、事務所の人達がそこまで頑張って
があるという考え方が強いので、ただ単に解説案内板を 成功することができたわけです。それと近いうちに根本
設置するだけではなくて、人によるガイドの重要性がそ 修理もできるようになったということも、最近の報告で
こでわかる大事な事でもあります。
聞いています。やはり本来は、活用することによって、保
存が可能になってくるというサイクルが出来てきていま
す。
そのようなふうに考えると、元々、歓喜院さんは宗教施
設ですから、宗教行事をある意味でイベントみたいに捉
えることができないことはないのですけど、地域全体で
は、他の所で出来ていますように、例えば京都の伏見稲荷
ですとか高野山とかみたいに、歓喜院さんを中心に、回り
の所にも行ってもらったりとか、それこそアクティビテ
ィを設けたりサイクリングをしてもらったりとか、いろ
いろなことが可能になってくるわけです。せっかく来て
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もらっている人達に、メインとしては歓喜院を参拝して
もらい、ついでに何をしてもらうのかというのは、先程の
二条城の朝粥御膳のように、いろんな事に発展させてい
くことは可能な訳です。
日光もそうですけれども、昔であれば表参道があって、
そこにいろいろな業者があって、東照宮に来た人は、そこ
でお金を落としてもらって、定期的に表参道の人達の方
から、もらったお金の一部を東照宮に回していたという
ことがあったのですが、最近ですと、表参道でそれほど買
い物をしてもらえないということもあり、シャッターが
下ろされているところもあり、また残念なことですが、潤
っているにもかかわらず、潤っている源のところには寄
付しないという傾向が強くなっているようです。そのよ
うなところで、もともとあったサイクルが壊れてきてい
るので、所有者さんを中心にコミュニティとして、自分達
でそのサイクルを再構築する必要があって、今そのよう
なタイミングだと思います。
数日前に観光庁の視察で、私は佐賀の有田町に行った
のですが、あの街も岐路に立たされている所で、
「有田焼
がなかなか売れない」と散々言われましたが、
「営業も何
もしてないのだから、売れないに決まっているでしょ」と
思います。
「買ってもらえるように何とかしてもらえませ
んか」と言われても、
「私はあなたたちの営業マンではな
いから、それは自分たちで考えてやるべきではないか」と
思います。アドバイスはできるが、動いてもらわないと始
まらないというのを、あの街に行っても感じました。

第７項 文化財の情報発信と地域間競争
山下
今いろいろな事例を紹介していただきました。国内に
おいても徐々に新しい試みがあって、アトキンソンさん
を中心とした周辺において、高いスペックのものとして
出されたものを、実際には高くても満足を受けられるの
であれば、値段とか関係なく人が来るという時代に、
徐々になってきているのだということは間違いないと
思います。
そのような意味においては文化財の保存･修理につい
ては、我々の仕事でもそうですが、サイクルのようなも

のが時代の中で厳しくなってきているということがあ
り、東京に人がたくさん集まっていて、地方においては、
なかなか文化財の保存についてサイクルが出来上がら
ない。ただ幸いにして、各都道府県、市町村において、
街おこしの中に文化財というのが、かなり重要なものな
のではないかと目が向けられているので、今がチャンス
なのではないかと思っています。
熊谷市においても、歓喜院聖天堂が国宝になって以降、
多くの方に熊谷に訪れていただくようになりました。妻
沼なので、熊谷の中心地から少し離れているのですが、
バスに乗って行くとか、そうすると周辺には、うどん屋
やフライ屋があったり、妻沼には長細いいなり寿司があ
ったりしますので、そのような名物を食べたりお土産と
して購入する人が多くいます。地域貢献の中において、
文化財が拠点となって、周辺の人々との繋がりができ、
興味関心が高まっています。
歓喜院聖天堂は「物」ですが、そのような「物」に対
して、
「物事」の「物」と「事」と分けるとするならば、
「事」というか、そこに行って写経をしたり、彫刻を見
たり、周辺には先程紹介された芭蕉の句碑があったりす
るのですが、そのようなところを巡るようなツアーを行
うことによって人を呼ぶ。そのような多くの人は御朱印
帳を持っておられるわけです。今、そのようなツアーを
する事が非常にブームになっているので、そのようなも
のと我々の文化財の保存がリンクをして、ＳＮＳで発信
をし、インスタ映えする所をＰＲしていくというような
ことが必要かなと思います。
県内においても近くに深谷や行田がありますが、市町
村競争なのではと私は考えています。市町村にそれぞれ
文化財担当者がいるので、仲は良いので、横繋がりで文
化財の保存の部分では協力してやっていく訳ですが、他
市町村より優先的にＰＲしていくというのは、競争なの
ではないかと思っていて、そのような意味でようやく各
市町村でも、文化財担当者も含めてＰＲを始めています。
熊谷市でも、熊谷デジタルミュージアムというインタ
ーネット上の博物館があるのですが、そこでＰＲをして、
それを見ていただいて市内の文化財を巡ってもらう。そ
してお金を落としてもらう、観光と流れが合う訳です。
そのようなことを考えると、地域においての経済効果や、
国の成長戦略において、文化財が非常に重要な意味を成
してきているのではないかと思います。
最後になりますが、文化財、文化遺産を絡ませて、今
後日本の成長戦略の可能性について、ざっくりとした問
いになってしまいますが、お話いただければと思います。
第８項 日本産漆の現状から見える文化財政策
アトキンソン氏
先程の、漆が不足したという問題に関わってくるもの
だと思いますが、15 年前、日本産漆の出荷量は 400kg を
切ったのです。国内全体で使われている年間の漆の使用
量というのは、だいたい 50 トン位の中で、400kg を切っ
たのです。殆ど 100%中国産漆を使っていました。その時
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に、あと何年で日本産漆がなくなってしまうのかという
のは、大体計算上では分かっていました。
当時としては、歓喜院さんは 100%日本産漆という珍し
い例で、特殊例としてはたまにあるが、日光も特殊例とし
て必ず日本産漆 100%でしたが、他の所は、殆どが 70%
中国産 30%日本産だったのです。
国産漆の生産量があまりにも少ない事によって、結局
持続性がない。今の職人がいなくなってしまえば、若い継
承者が誰もいない世界だったので、あと何年かで国産漆
がなくなってしまうのかというのは、計算上では分かっ
ていました。
不思議だったのですが、林野庁は、
「日本産漆は大事で
す」と言って、木を植える行為に対しての補助金を出して
いました。文化庁の方は、
「漆を掻く技術がなくなると困
る」ということで、２年コースで、漆を掻く技術を覚えた
い人に補助金を出していました。ただ文化財保護に関し
ては、実際に国宝重要文化財の修理に 30%の日本産しか
使っていない。要するに、作ろうとしているけれども、掻
く技術を取得しているけれども、生活が成り立つ仕事に
はならない。当然ながら補助金をもらうために木を植え
ますが、掻く意味がないから結局育てない。そのまま放置
してしまう、殆ど木は死んでしまう。掻く技術を取得した
人は、実際には仕事にならないので、ある意味で騙されて、
自分の大事な人生２年間を使いそこで技術を身につけた
が、漆を掻いても誰も買わないので、結局はそれを棄てて
しまうということになるので、需要と供給の生産サイク
ルができていなかったのです。
私がこの業界に入った時、この業界の特徴なのですが、
文句を言うのは得意分野なのです。皆が集まって「英国人
に日本人は分からない」とか、他人の悪口をずっと言うと
いうことが非常に多いのです。私が入って間もない頃に、
「関係者だけ集まって他人の悪口を言っても、何も始ま
らないでしょ。そのような問題があるのなら、それは担当
者たちにぶつけたらどうですか」と言ったら、
「お上には
そのようなことを言ってはいけません」と。でも、言えば
いいじゃないのかと思うのです。
そうした時、ある所で、当時の文部科学大臣に対して、
「国の税金を使って、お金を出して中国からがんがん漆
を輸入しているけれど、日本の漆が無くなれば、漆は英語
で「ジャパン」というのだけれど、全部「チャイナ」にな
ってしまうのですよ、日本はそれでいいのですか」と話し
たら、翌日から「日本産漆を 100%使うこと」に変わって
しまったのです。ほんと翌日でした。翌日の朝 9 時に文
化庁から電話が掛かってきて、
「あなた、昨日うちの大臣
に会ったでしょう」と言われて大変な騒ぎでした。
昨年は、今も話があったように漆が不足する時期があ
ったのですが、需要を作ることによって、木を植えても育
てないと供給ができないので、必死に皆が育てるように
変わりました。技術を身につけた人達は、その技術を使え
るようになったということで、皆、現場に戻ってきたので
す。
当時、漆を掻く技術者は 17 人しかいなかったのですが、

その殆どが 70 代 80 代のおじいちゃんばかりでした。今
はその人達もそのまま仕事をしていただいていますが、
若い人がどんどん増えてきているので、平均年齢が 60 歳
を越えていたものが、今は 30 代まで若返っています。
去年、技術者は 45 人にまで増えていますので、出荷量
が、岩手では 18 トン位までになることができましたし、
それ以外の所でも、たぶん 2.2 トンか 2.3 トンくらいまで
日本国内で生産できるように変わってきています。
「理解
が無い」
「お金を出してもらえない」と言っているだけで
は実のところ何も変わらないので、関係者だけでなく、外
に対していろいろな人にアピールすることによって、実
際に理解を得て解決に結びつくものだということが良く
分かりました。

第９項 文化財の観光戦略をめぐって
アトキンソン氏
今の観光戦略もそうなのですが、結局、文化財の保存を
するだけでは、財務省から全くお金が下りてこないとい
うのがわかりました。それも理屈はよくわかります。人の
医療費、年金にお金を出すのか、文化財を修理するのにお
金を出すのかという選択肢であれば、私であっても皆さ
んであっても、人の年金や医療費の方を取ると思います。
ただそうではなくて、文化財の保存修理というのは、ただ
単にお金を掛けてそのような既得権益を守るためにやる
というのではなくて、観光戦略としてコミュニティとし
て、いろいろなビジネスをする機会を模索し、所有者もい
ろいろな努力をして、何とか回していきたいという方向
に変わっていきます。実際にやっていることややろうと
している事は殆ど同じですが、財務省は理解をして、お金
を出すように変わってきます。
「文化財だから守るべきだ」
「文化財だから守ってくれ
るのが当たり前だ」という、ある意味で上から目線的なこ
とではなくて、
「自分たちはここまで努力しているけれど
も、不足分に関しては少し面倒見てもらえませんか」とい
うことでお願いすると、そのお金が、コミュニティとして
は、それこそアクティビティだとか、周りにある飲食とか
宿泊施設とかの為の、今度は設備投資になるのです。
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私は何年も前から毎年財務省に予算要求に行っている
のですが、その時に、
「観光戦略の中心的な位置付けであ
る文化財をベースにして観光戦略を回していくためには、
設備投資として補助を出して下さい」と言ったら、不思議
な事に、前は削る一方だった財務省が、ある意味で、やろ
うとしている事とその説明を変えるだけで、今では「この
金額では足りて無いでしょう」
「文化庁は怠けている場合
ではないだろう」と逆に怒られるのです。
以前実際にあった話ですが、財務省が「理想的な金額は
いくらですか」と聞いたら、残念ながら文化庁は答えられ
なかったのです。今は答えていますが、当時は答えられな
かったのです。ただ単に、申請してきた金額の中で修正し
ただけですので、本来はどのくらいの修理予算が必要な
のか、計算すらしていなかった。これは、財務省としては、
「あなたたちいいかげんにしろ」ということで、
「国宝重
要文化財を守るために、実際に必要とする金額を計算し
ていない文化庁はいかがなものか」という話になりまし
た。
それで計算して金額を出すと、その分だけ実際の予算
は 15 倍に増えました。15 倍に増えて、なぜ 15 倍なのか
というと、これ以上は対応ができないとこまで増やして
もらったのです。そのようなことで、待っているだけでは
どうにもならないので、積極的にいろいろなことをやっ
て、例えば情報発信をし、陳情活動などをやることによっ
て、結局はお金が出ない、お金が回らないといった悪循環
的な事が一変するのです。なぜあの時あんなに苦労した
のだろうと思うくらいです。
自分達の業界でも、どんどん人を雇わないといけない
ように変わってきました。昔は高齢化するだけで、この業
界は大丈夫かと思ったのですが、例えば小西美術は、80
名の会社ですが、去年は、若い人を 11 人雇っています。
その殆どは 18、19 歳です。そのようなサイクルがきちん
とした形で回って行くと、
「若い人が来ない」と言われて
いたのに、若い人も来るようになります。
文化財修理というのは、ここが一番のポイントですが、
関わっている人の努力次第で、いくらでも変えられます。
「文化財は誰も理解していない」とか、
「日本文化を若い
人は理解していない」とかいうことはないので、
「理解し
てもらうために努力をしていますか」と聞きたいです。外
国人の為に解説だとかガイドだとか言っても、実際には
一番メリットを感じてくれる、一番応援してくれるのは、
不思議なくらい実は日本人なのです。
観光庁の事業の中で、文化財の活用のために、いろいろ
な歴史の再現であるとか、いろいろな説明であるとかが
ありますが、この間京都で、
「床の間の飾り方の研究」と
いうのをやることになったら、ものすごい数の人が集ま
ってきました。外国人かと思ったら、99%が日本人なので
す。外国人のためにやっているのに、困るくらいに、あま
りにも日本人からの予約が多く殺到したものですから、
結局外国人は入れないという不思議な事になりました。
それで、今は外国人枠を作ってやっています。
また、皆さんもご存知の「ななつ星」という列車ですが、

あれはもともと外国人のためだと言っていたのですが、
お客は、99.9％日本人なのです。
「百万円も出す日本人な
んかいるわけない」と言われていたが、何年か先まで予約
でいっぱいだそうです。
繰り返しになりますが、日本文化を丁寧に、楽しく、親
しみやすくすると、そのようなところに一番戻ってきて
くれる、来てもらえる人は不思議なくらい若い日本人で
す。観光戦略であっても、外国人のためというだけではな
くて、日本国民を含めて 75 億人がこの地球上で生きてい
ますので、75 億人のための戦略に変えていけば、無限の
可能性があるというのが文化財の特徴ではないかといつ
も思っています。

山下
本当に素晴らしい最後の提言が、我々の対談のまとめ
としてお話しいただけたのではないかと思います。アト
キンソンさん、本当にありがとうございます。
実は、本日はどのような内容でやるかということを、事
前にアトキンソンさんと全く打ち合わせしていなかった
のです。
「少し場当たり的になってもいいですか」とお話
したら「それでいいです」ということだったのですが、今
日の話は非常によい方向性で収まったのではないかと思
います。今後も聖天堂を含め、県内文化財、我々も含めて、
今後の公開活動に向けて尽力していければと思っていま
す。以上でこのトークセッションを終わりにしたいと思
います。長時間に渡りご静聴いただきありがとうござい
ました。
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第３節
社寺建造物美術保存技術協会技術研修
対談『建造物装飾における近代的人材育成をめぐって』
と き：令和 2 年（2020）2 月 13 日
ところ：妻沼聖天山
対談者：デービッド・アトキンソン氏
（株式会社小西美術工藝社社長）

山下祐樹
（熊谷市立江南文化財センター）

第３項 社寺建造物美術保存技術協会の概要
山下
日本の装飾技術は世界的な認知度も高まり、日本古来
の技術などが注目を集めています。国内の社寺建造物の
美術的側面と申しましょうか、装飾建築物の保存という
観点からも、技術者の存在は重要であります。技術向上
に向けて、日々修練を続けていることは意外と知られて
いない可能性もあります。今回の研修にも関わることで
すが、そうした技術者の取り組みを総合的に包括する組
織である社寺建造物美術保存技術協会について教えてく
ださい。

第１項 妻沼聖天山での技術研修に際して
山下祐樹（以下、山下）
熊谷市妻沼での国宝「歓喜院聖天堂」おいて、一般社団
法人社寺建造物美術保存技術協会の技術研修を実施して
いただくことは、当文化財の担当者としても大変有意義
なことであると同時に、とても喜ばしいことであると考
えております。研修での報告や実践を通じて、学ぶこと
は多くあります。特に、日本画家であり国内の文化財絵
画保存に尽力されている馬場良治先生などの貴重なご意
見を拝聴することができ、幸いであります。今回は研修
の要点部を再確認するとともに、
「建造物装飾における近
代的人材育成」という主題を掲げ、御意見やご提言を頂
けたらと思います。
デービッド・アトキンソン氏（以下、アトキンソン氏）
「建造物装飾における近代的人材育成」については、い
ずれ文化庁の講座や月刊『文化財』などでも取り上げて
いくテーマでもあり、もしかしたら、この対談がその原
稿や資料のベースとなるかも知れませんので、宜しくお
願いします。
第２項 国宝「歓喜院聖天堂」と無形文化遺産
山下
国宝「歓喜院聖天堂」の平成の大修理では、当初の予定
より期間が延長したという経緯があります。これは漆や
彩色復元の工程が計画より時間的に必要となったことが
理由でして、その際も高度な保存技術の存在を再認識し
ました。建造物の装飾技術の観点からも、文化財の保存
修理技術が、ユネスコ文化遺産として「世界無形文化遺
産」のリストに含まれることになり、国内での注目度も
急速に高まりを見せているような気がしています。
アトキンソン氏
現在、国内では、建造物の装飾技術がユネスコ無形文化
遺産に登録されたことで、日本の伝統建築を支える技術
が世界的にも無形文化遺産として認識されたことは、と
ても大きな進歩であるといえると思います。ただし、技
術を有する技能者を育成するにあたって、日々やるべき
こと自体にとりわけ変化はないといえるのではないでし
ょうか。

アトキンソン氏
社寺建造物美術保存技術協会は 21 社で構成されてい
ます。漆塗り、彩色、単色塗りいわゆる丹塗り、金具、剥
落止めの５部門を有する、一般社団法人としての文化財
装飾部門の修理を担う技能者集団です。国の指定文化財
の装飾部門修理において、大部分のシェアを誇っていま
す。
山下
現在も多くの保存修理事業が国内で展開されているわ
けですけれども、
「技能者」の存在が不可欠ですね。また
刻々と社会情勢も変化する。こうした中で、協会として
はどのような取り組みを進めているのでしょうか。
アトキンソン氏
平成 29 年から、各事業者が雇用する技能者を当協会の
準会員として登録することで、代表者が中心であったも
のから技能者が基軸になる協会に変わりました。令和 2
年 2 月末現在で 231 名の技能者が登録されていますが、
その狙いの一つは人材育成の徹底であると明言できます。
第４項 伝統技術の継承
山下
人材育成の課題は国内の多くの業種でも同様な意見を
聞くことがあります。それはもちろん熊谷の地でも同じ
です。かつては歓喜院聖天堂の建立や関連建造物の彫刻
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などに関わった林兵庫正信や石原吟八郎の流れがあった
わけですが、今は直接的に現在の保存修理事業に関わる
技能者は皆無で、弟子の系譜も断絶してしまった彫刻師
の流れもあります。さすがに 2 世紀、3 世紀を超えての
系譜という捉え方には無理があるのかも知れませんが、
伝統技術の継承は、特に今日において難しい状況にある
と言わざるを得ません。
アトキンソン氏
「伝統技術の継承」を口癖にする人は多いのですが、そ
れを実現するには、いうまでもなく、若い人を積極的に
雇わなければ実現できません。人材育成を論じる前に、
まずは、育成するための人間が必要であると考えます。
この業界では当たり前のように思われていますが、私が
実際にこの業界に入ったときには、若い人があまりにも
少ないことに驚きました。と同時に、若い人を雇っても
いないのに、人材育成、技術の継承を論じる人が多いこ
とにも違和感がありました。正直、理屈と行動が合わな
いことが多いとも言えるのかも知れません。当然ながら、
若い人抜きで人材育成を論じることは無意味であり、そ
れでは技術は継承されないということなのです。
山下
若い世代の人々を技術継承の担い手としてお願いする
ためには、その世代に関心を持たせることや、雇用とい
う形態をどのように準備するかなど、一概には示せない
課題があると思います。
アトキンソン氏
少子化の下で若い人を新規に雇用することは容易なこ
とではなく、それなりの努力が必要です。お金と手間を
伴うので、事業者にとってはかなりの負担となります。
また、昔と違って、若い人は気軽に辞める傾向が年々強
くなっていると感じられ、せっかく雇って育成しても、
辞めてしまえば事業者にとっても苦労が無駄になること
も多い。長期的に見れば必要不可欠ではあるが、短期的
に考えると、人材育成を怠りがちになる気持ちも理解で
きます。

第５項 文化財保存と人材育成
山下
文化財保存や建造物の補修に関わる人材育成は、現在
においては国・県・市の保存修理事業のように、事業の委
託者や発注者が会社組織や比較的規模の大きい団体であ
る必要があり、その下請けに技能者を持つ小規模の団体
がある。こうした中で、限られた予算の中で、この技術の
継承のために関わるメリットに疑問を感じる人もいるよ
うに思います。継承のための人員に事業予算を当てても、
花開かないままで、頓挫してしまう。場合によっては若
手が辞めてしまうということもあるように推察します。
アトキンソン氏
確かにそうした事例は多くあります。辞められてしま
う理由の一つに、昔ながらの職人気質にみられる固定概
念も、少なからず影響しているように感じます。例えば、
未だに「見て盗め」という言葉を耳にします。この言葉が
意味することは、
「育てる」ということではなく、
「自ら育
つ」ことと解釈ができます。
「見て盗め」ということは、
何をどうするかを教えるのではなくて、黙って見ながら、
やり方を自分で考える自主性に期待し、そのことを基本
としてきたということなのです。
山下
考えてみると、
「見て盗め」という日本の伝統技術の特
色が、長らく続いてきたということも影響しているのか
も知れません。同じ無形でも伝統芸能や無形民俗文化財
の保存という手法にも変わらず、生き続けていると考え
られます。若い世代への継承という部分には、熟練世代
から自ら寄り添うという、新たな視線に立った方法も必
要です。何百年も引き継いできた方法を維持する意義も
ありますが、そこには柔軟性が薄れてしまう傾向がある
など、簡単に答えを出すことは難しいですね。
アトキンソン氏
私も同じ考えです。今の状況にある伝承の方法にはい
くつかの問題があります。まずは、今の時代、価値観の違
いから従来通りのやり方に納得しない若者も多い。学校
同様に丁寧に教えてもらうことを常識としている世代な
ので、教えてもらっていないことを辞める理由にする人
も多い。つまり、そのようなことなのです。
山下
現代の効率化した社会や世の中の認識では、時間をい
かに短縮して学ぶかといった風潮もあり、その中で時間
の流れが徐々に早くなっているような気がしています。
しかしながら、伝統技術の継承という主題からすると、
時間を可能な限り重ねた方が良いという考え方もありま
す。技術伝承に効率性を用いることは正しいかどうか、
判断することは至難ですが、時間は有限であることは誰
しもが懐く共通の価値であり、意識であると思います。
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アトキンソン氏
「見て盗め」では、当然、技術の習得に時間が掛かって
しまいます。より効率的に教えることで、技術の継承を
早くすることができるという実験結果もあります。この
業界でも、
「一人前になるために 10 年は掛かる」と言わ
れますが、なぜ 10 年なのか。これといった根拠は必ずし
も存在しません。しかし、10 年は掛かるといった前提だ
から、技術の習得に 10 年も掛けて継承をすることが多い。
そのような状況なのです。
漆塗りを例にすると、基礎的な技術を習得するのに 10
年掛かることが前提で長い年月をかけて育成されている
ことが普通ですが、実際にやろうと思えば５年でできる
ことが分かってきました。勿論、熟練した高度な技術に
達するまでには、経験を積みながらおそらく 10 年は掛か
ると思われますが、きちんと効率よく教えれば、技術は
より早く習得できるということなのです。

山下
技術継承の時代変化の中で、ご指摘のように会社組織
のような育成システムの中で、国内の保存修理事業とい
う実践に立ち向かっているのが、例えば小西美術工藝社
のような会社組織の取り組みかと思います。そうした点
からも、同様の会社や技能者組織をまとめていく社寺建
造物美術保存技術協会の存在意義は年々増していくよう
に考えますが、具体的な研修及び育成の方策などありま
したら、解説を含めご紹介ください。

山下
漆塗りの継承は大変興味深い事例ですね。10 年という
期間は旧例のある意味、厳格な修練の時間と考えるとす
れば、５年の育成という期間は、若い世代からすると現
実的な感覚を持つことになると思います。どちらが適当
かという議論になると、立場によって解釈は異なること
になるでしょう。
アトキンソン氏
当協会は、１年生から 10 年生のために研修カリキュラ
ムを組んで、令和３年度から順次実施することとしてい
ます。各部門に委員会を設けて、それぞれの技能者向け
にカリキュラムが作成されるので、習得がしやすいので
す。技術の習得や確認はもちろんのこと、それ以外の必
要な知識に加えて、国が定めている関係する資格の取得
も盛り込んでいます。
重要なのは、研修結果を認定制度に繋げた上で、その
認定が文化財修理の入札条件になることを目指すことに
あります。当協会は、初級、中級、准上級、上級の技能者
認定制度を実施しています。上級技能者は、原則 16 年以
上の経験に加え、最たる技術をもって、現場責任者とし
て相当の文化財修理を問題なく納品することができた者
第６項 新たな育成システムの模索
であり、審査の結果認定されるというもので、当協会の
アトキンソン氏
最高技能者であると評価できます。現在、45 名が認定さ
日本人の平均寿命は昔に比べてかなり延びているので、 れています。
教える側が高齢化になればなるほど、育成が難しくなり
ます。それは、教えるべき本人がその技術を遠い昔に身 山下
につけて、それが当たり前のものになっているので、教
かつての徒弟制度とは異なり、研修カリキュラムでは
えてもらったときのことはあまり覚えていないし、効率 明確な技術基準に照合させた上でそれぞれの技能レベル
のよい教え方も分からないと思います。だから、
「見て盗 における認定制度を伴うものです。その性質も価値判断
め」になりやすいのではないかということです。よって、 も明確であり、若い世代にとっても、このように技術向
あまり歳の離れていない、近代的な人材育成を経験した 上を図れば良い、このように技術の伝承を積み重ねれば
人に教えてもらった方が伝わりやすいことが多いと思い 良いというような意識を共有することができるのではな
ます。一般企業と同様のピラミッドができている方が現 いでしょうか。
実的に技術も伝わるではないか。そう感じています。
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アトキンソン氏
先程話したように、若い人を募集し、実際に雇って育
成することは、将来の修理を担保するために求められる
わけですが、事業者としては、かなりの負担が掛かりま
す。現場に若い人を抱えるほど、仕事の品質管理と効率
性を維持することにも並々ならぬ努力と膨大なコストが
掛かるのです。熟練した技能者だけで仕事をした方が、
確実で安く済む上に楽であるが、それは、一方で、技術継
承を放棄する行為でもあります。
第７項 保存技術の確立に向けて
山下
地方の文化財保護を担当している我々にとって、実は
仕事の品質向上という観点は、受注業者に委ねることし
かできないというのが現状です。建造物や装飾彫刻の保
存修理に対して設計監理を行う文化庁の登録組織に一任
するだけではなく、行政が監修的な責任を持つことは確
かであります。そうした中で、行政から施工業者に対し
て技術向上を求めるということは容易ではなく、まさに
仕事を的確に担うための技術確保については、現場で保
存修理を担う技術者に委ねるしかありません。現状での
公契約規則等に基づく入札制度などでは、仕様書に仔細
で更には高度な内容を記載することによって、求めるべ
き技術の維持は可能になるのかも知れませんが、技能者
の技術的レベルを把握することは難しいと言えます。

山下
そのような入札上の試みが全国的な保存修理事業の根
幹に据えられるとすれば、文化財の保存技術の確立が進
むと思います。的確な人員配置と、それによる技術力の
活用によって、建造物や装飾彫刻の保存技術という一般
的には理解が難しい部分の情報公開が可能になるのかも
知れません。専門的組織に全て委ねるが、その具体的な
方策が見えないという課題の中で、技能者のカリキュラ
ム研修をはじめとした修練機会の拡大が、入札のような
制度的にも、市民目線の社会通念的にも、熟練技能者の
役割を明確化することができるのではないかと思います。
アトキンソン氏
文化財修理は趣味のレベルではなく、誇り高き仕事で
あります。入札の場合、極論をいえば、最低制限価格がな
ければ、できるだけ人件費の掛からない若い人で、技術
が不十分な体制で臨む方が価格競争に勝つことができる
というものです。一方で、技術を磨いた熟練の技能者を
抱えている事業者ほど価格競争で勝負できず、倒産する
というジレンマがあります。人口が減少する中、技術の
継承と適切な価格の両立のために、条件付きの入札制度
と研修・認定制度の両輪は人材育成の鍵であることを十
分に理解して、実行することを真剣に考える時期である
と思います。ユネスコ無形文化遺産になった今だからこ
そ、技術の継承にあたり、安定した人材育成の具体像が
必要と考えています。
山下
文化財の保存修理事業に関わる技能者と、ユネスコ無
形文化遺産になった文化財の保存修理技術の狭間にある
諸課題に向き合う対談となりました。特に近代的人材育
成という観点から、今後取り組む必要のある方策につい
て印象的な提言があったように思います。新たな知見や
学びとともに、私自身も文化財担当者の末端として探究
を続けたいと考えています。以上で研修会における対談
を終了したいと思います。本日はありがとうございまし
た。本研修に関わることができ、併せて感謝申し上げま
す。

アトキンソン氏
実際に願うところ、入札の場合、工事の規模と内容に
沿って、例えば、最低制限価格を設定し、入札参加できる
事業者を当協会の会員、施工を当協会の準会員、現場責
任者には当協会の上級技能者の常駐を条件にするといっ
た規定を加えることも方法の一つです。
研修を重ね、技術を磨き、尚且つ、その技術が当協会で
認められている人、認定を受けた体制が入札参加の条件
に加わるという方法もあります。そうして初めて、皆研
修に必死になり、この仕組みが生きてくるというもので
す。
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第４節 解説資料
第１項 報告資料

報告：映像作品「しょうでんさま 国宝歓喜院聖天堂」の完成
映像作品「しょうでんさま 国宝歓喜院聖天堂」完成上映会
２０２０年２月２日、埼玉県川口市の彩の国ビジュアルプラザで、熊谷市妻沼の国宝「歓喜院聖天堂」の映像作品
「しょうでんさま 国宝歓喜院聖天堂」の完成上映会が開催され、約３００人が参加した。
この作品は埼玉県と株式会社デジタルＳＫＩＰステーションが実施している映像コンテンツ事業として、昨年９月
から１２月まで聖天堂や地域の史跡などを撮影。委託先の株式会社ソニーＰＣＬが制作し、１月に完成した。作品は
約４０分の内容で極彩色彫刻が数多く紹介されているほか、２０１２年に国宝指定された聖天堂の特色、約７年を要
した「平成の大修理」などを解説している。ドローンを使用し国宝建造物を上空から撮影した動画や、高所クレーン
を使用し彫刻に近接した位置からの撮影など多種多様な内容となっている。
完成上映会では、映像公開の後、国宝指定に向けての調査研究に関わった熊谷市教育委員会の山下祐樹主任（学芸
員）が「歓喜院聖天堂の美と信仰」と題して講演し、聖天堂の彩色復元を担当した株式会社小西美術工藝社のデービ
ッド・アトキンソン社長と文化遺産の保護と公開活用をテーマに対談した。文化財の枠を超えた経済やビジネス、国
の成長戦略や地方創生にまで話題が及び大変有意義な情報発信となった。

講演「歓喜院聖天堂の美と信仰」
（彩の国ビジュアルプラザ）

トークセッション「文化遺産保護の現在と未来」
。熊谷市教育委員会の山下祐樹主任（学芸員）と
株式会社小西美術工藝社のデービッド・アトキンソン社長の対談（彩の国ビジュアルプラザ）

映像作品完成記念フォーラム in 熊谷
完成上映会に引き続き、２０２０年２月２２日、熊谷市商工会館大ホールにおいて、記念フォーラムが開催された。
野原晃教育長の主催者挨拶、映像監督：稲葉正広（株式会社ソニーＰＣＬ ポストプロダクションコーディネーター）
の趣旨説明を冒頭に、映像作品が熊谷で初公開された。
鑑賞後、熊谷市教育委員会の山下祐樹主任（学芸員）による講演「妻沼聖天山本殿『歓喜院聖天堂』の技と美―国
宝指定への道―」
、トークセッション「妻沼聖天山の文化遺産の保存と記録化」と題して、妻沼聖天山歓喜院・鈴木
英全院主と稲葉監督によるトークセッションが行われた。約１００名が参加し、妻沼聖天山の国宝指定に端を発した
今回の映像作品化に想いを馳せた。

トークセッション「妻沼聖天山の文化遺産の保存と記録化」
。稲葉正広監督（株式会社ソニーＰＣＬ
ポストプロダクションコーディネーター）
、妻沼聖天山歓喜院・鈴木英全院主によるトークセッシ
ョン（熊谷商工会議所大ホール）

映像作品「しょうでんさま国宝歓喜院聖天堂」の完成を記念した２回にわたる行事のダイジェスト映像は、デ
ジタルＳＫＩＰステーションの YouTube チャンネルで配信されている。国宝「歓喜院聖天堂」の概要ととも
に「しょうでんさま」制作の舞台裏などを知ることができる。
・埼玉県・デジタルＳＫＩＰステーション「妻沼の聖天さま―地元に愛される埼玉県内唯一の国宝建造物―」
令和元年度第 2 回コンテンツ活用講座ダイジェスト版
URL： https://m.youtube.com/watch?v=MFo9jvneC_0
・
「妻沼の聖天さま埼玉県内唯一の国宝建造物『歓喜院聖天堂』映像作品完成フォーラム」彩の国ビジュアルプ
ラザ映像公開ライブラリー出張上映会ダイジェスト版
URL： https://m.youtube.com/watch?v=-1tCTefuq_Q
編著：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹・株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長デービッド・アトキンソン

（2020 年 4 月 1 日）
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第４項 ダイジェスト版 映像作品「しょうでんさま 国宝歓喜院聖天堂」
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第５項 対談者プロフィール

鈴木英全 Suzuki Eizen
妻沼聖天山歓喜院 第 42 世住職 代表役員
1942 年、埼玉県熊谷市生まれ。埼玉県立熊谷高等学校を卒業後、東京教育大学文学部法律政
治学専攻（現在の筑波大学）を卒業、その後、東京大学インド哲学梵文学科へ進み卒業。1965
年、妻沼聖天山歓喜院住職に就任。1968 年、本殿聖天堂屋根替工事竣工式執行。1975 年、
本坊本堂の屋根を銅板に改修。1978 年、開創八百年記念御開扉法会を執行。1982 年、仁王
門の屋根を改修。1983 年、実盛公八百年遠忌法要を執行。1984 年、弘法大師千百五十年遠
忌法要を執行。同年 12 月 28 日、妻沼聖天山の本殿「歓喜院聖天堂」が国重要文化財に指定
される。1996 年、重文本尊奉鋳八百年、開創八百十八年を記念して御開扉法会執行。本坊庫
裡を新築。2003 年から 2010 年に掛けて「平成の大修理」と称される「歓喜院聖天堂・重要
文化財建造物保存修理事業」実施。2010 年、
「平成の大修復」本体工事竣工。2012 年 7 月 9
日、
「歓喜院聖天堂」が国宝に指定。2016 年 11 月 18 日、妻沼聖天山の建造物 9 件が国登録
有形文化財に。2019 年 4 月 15 日から 4 月 22 日、開創八百四十周年を記念して秘仏御本尊
御開扉法会執行。2003 年、
「藍綬褒章」受章。2012 年、
「瑞宝双光章」受章。総本山・高野
山金剛峰寺耆宿宗会議員、学校法人聖天山学園理事長、妻沼幼稚園園長、斎藤別当実盛光敬
仰会名誉会長などを務める。

デービッド・アトキンソン David Atkinson
株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長
1965 年、イギリス生まれ。オックスフォード大学（日本学専攻）を卒業後、大手コンサルタ
ント会社や証券会社を経て、1992 年ゴールドマン・サックス証券会社に入社。大手銀行の不
良債権問題をいち早く指摘し、再編の契機となった。同社取締役を経てパートナー（共同出資
者）となるが、2007 年退社。2009 年に創立 300 年余りの国宝・重要文化財の補修を手掛け
る小西美術工藝社入社、取締役に就任。2011 年代表取締役会長兼社長、2014 年に代表取締
役社長に就任し現在に至る。政府への提言を続ける一方、各地の観光振興のため奔走してい
る。2016 年、財界「経営者賞」
、2017 年、
「日英協会賞」受賞、2018 年、総務省「平成 29 年
度ふるさとづくり大賞個人表彰」
、2018 年、日本ファッション協会「日本文化貢献賞」受賞。
1999 年に裏千家に入門し、2006 年に茶名「宗真（そうしん）
」を取得。著書に『新・観光立
国論』
、
『新・生産性立国論』
、
『日本人の勝算』などがある。内閣官房・成長戦略会議有識者、
観光戦略実行推進タスクフォース有識者、行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ構
成員、農泊・食文化海外発信地域有識者会議委員、国立公園満喫プロジェクト有識者会議検討
委員、分かりやすい多言語解説整備促進委員会委員、日本遺産審査委員などの役職を担う。

山下祐樹 Yamashita Yuki
熊谷市教育委員会 熊谷市立江南文化財センター主査（学芸員）文化財保護担当
1982 年、埼玉県熊谷市生まれ。埼玉県立熊谷高等学校卒業、明治大学政治経済学部卒業、明
治大学大学院政治経済学研究科博士前期課程修了、独立行政法人国立文化財機構・東京文化
財研究所を経て、熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センターにて文化財保護担当。学
芸員、埼玉建築士会・歴史的建造物保全活用専門家（ヘリテージマネージャー）
。
「歓喜院聖
天堂」の国宝指定に向けての調査研究、聖天山の建造物 9 件（籠堂、鐘楼、閼伽井堂、三宝
荒神社、五社大明神、天満宮、仁王門、水屋、平和の塔）の国登録有形文化財の登録に向け
ての調査研究を担当した。その他、著述者、哲学・美学美術史研究者、画家として活動。著
作に『市民社会のロゴス 共同体のトポス―市民社会論・共同体論をめぐるレチタティーヴォ
的考察』
、
『ミネルヴァの記憶 プロセルピナの薔薇―芸術・空間をめぐる哲学的思考とフラン
クフルト学派の囁き』
、小説『悲愴なる青 憂鬱なるオルフェ』
、詩集『意志と表象としての世
界にラピスラズリの光を与えよ』
、
『ゴルトベルク変奏曲から始まるカイエあるいは神秘の防
壁を目指す巡礼の旅』
、
『無伴奏パルティータと青の詩学 芸術と都市そしてバロックの旅』
、
『熊谷ルネッサンス―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」
』
、
『熊谷
句碑物語―熊谷の歴史を彩る俳句と句碑をめぐる旅―』
、
『青鮫は来ているのか』
、ほか文化財
の調査研究に関する報告書などがある。
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主な参考資料・文献
・
『長井聖天宮旧紀写』
（長島家本）1604・
『聖天宮略縁起』
（歓喜院本）1732・昌平坂学問所地理局『新編武蔵風土記稿』
「聖天社」文政年中（1804～1829）
・妻沼聖天堂屋根替工事施工委員会・妻沼町教育委員会『埼玉県指定文化財妻沼聖天堂屋根葺替工事報告書』1968・妻沼町誌編纂委員会『妻沼町誌』1977
・埼玉県教育委員会『埼玉の近世寺社建築―埼玉県近世寺社建築緊急調査報告書―』1984・田島一郎、飯田一雄『妻沼聖天山』さきたま出版会 1985・山中
清次「聖天（歓喜天）信仰について―北関東の事例を中心にして―」
『日本民俗学』171 号 1987・妻沼町教育委員会『妻沼町の文化財』1994・聖天山歓喜院
『妻沼聖天山』1996・妻沼町教育委員会『重要文化財歓喜院聖天堂保存活用計画策定調査』2000・大山雄三「妻沼聖天堂貴惣門設計から建築に至る経緯（上・
下）
」
『埼玉史談』47 巻 2 号・3 号 2000・財団法人文化財建造物保存技術協会『重要文化財歓喜院聖天堂調査工事報告書』2003・埼玉県立博物館『刻まれた
鼓動 歓喜院聖天堂の建築彫刻』2005・坂本才一郎『埼玉県指定文化財妻沼歓喜院貴惣門屋根修理工事報告書』妻沼聖天山歓喜院 2006・堀越尚二「妻沼聖
天様の神仏分離について」
『研究紀要Ⅱ 妻沼史談』妻沼郷土史研究会 2006・鈴木忍「妻沼聖天山建造物の解析と名称」
『研究紀要Ⅲ 妻沼史談』妻沼地域文化
財調査研究会 2008・大山雄三「妻沼郷聖天堂の寺宝―紵絲斗帳 八代将軍上覧の経緯―」
『埼玉史談』54 巻４号 2008・金谷俊夫「寛保大洪水と聖泉湧出碑」
『研究紀要Ⅲ 妻沼史談』妻沼地域文化財調査研究会 2008・窪寺茂監修・若林純撮影『妻沼聖天山歓喜院聖天堂彫刻と彩色の美』平凡社 2011・公益財団法人
文化財建造物保存技術協会『重要文化財歓喜院聖天堂保存修理工事報告書』2011・鈴木忍、阿部修治、内海勝博、鈴木英全『さきたま文庫１ 妻沼聖天山』
さきたま出版会 2011・内海勝博「歓喜院聖天堂の装飾と塗装修理について」
『月刊文化財』8 月号 文化庁第一法規株式会社 2011・埼玉新聞社『国宝極彩色
世界妻沼聖天山本殿』2012・大河直躬「歓喜院聖天堂―近世の装飾的建築の到達と転換―」
『月刊文化財』7 月号 文化庁第一法規株式会社 2012・若林純撮
影・構成『寺社の装飾建築 関東編（上）東京・埼玉・群馬』日貿出版社 2012・熊谷市立図書館『斎藤氏と聖天堂』2013・熊谷市史編さん室『熊谷市史 資
料編１ 古代・中世』2013・熊谷市史編さん室『熊谷市史 別編１ 民俗』2014・加島勝「調査報告 妻沼聖天山所蔵金工品調査」
『熊谷市史研究』6 号 2014・
太田富康「寺社の境内（4）7 妻沼聖天堂（埼玉県熊谷市）
」
『新編武蔵風土記稿を読む』さきたま出版会 2015・鈴木忍「国宝歓喜院聖天堂の建築的特徴」
『研
究紀要Ⅳ 妻沼史談』2015・熊谷市史編さん室『熊谷市史別編 2 妻沼聖天山の建築』2016・山下祐樹、福島英美「熊谷市星宮地区における文化遺産の調査研
究と資料集成に関する報告書―熊谷市指定有形民俗文化財「愛染明王」
・
「愛染堂」の保存修理事業と地域遺産の公開活用をめぐって―｣2018・熊谷市教育委
員会『熊谷市誕生 10 周年記念事業：熊谷市文化財ガイドブック』熊谷市立江南文化財センター/編 2016・細野健太郎「北武蔵における聖天信仰と妻沼聖天
山」
『熊谷市史研究』8 号 熊谷市教育委員会 2016・山下祐樹、金子兜太『熊谷ルネッサンス Kumagaya Renaissance―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」
―金子兜太「熊谷の俳句」
』オーケーデザイン 2017・山下祐樹「妻沼聖天山の絵馬・奉納額―妻沼聖天山における郷土文化と人々の祈りを伝える歴史資料の
概要―」2018・山下祐樹「埼玉県熊谷市・妻沼聖天山建造物群と国登録有形文化財に関する調査研究報告―国宝「歓喜院聖天堂」と国登録有形文化財建造物
群の技術的派生関係を中心に―」2019・山下祐樹/執筆・監修「熊谷市の歴史的建造物－熊谷の歴史・文化を語り継ぐ建造物群－」2020・山下祐樹/執筆・監
修「熊谷の伝統芸能と歳時記－熊谷の歴史と無形の文化遺産をめぐる旅－」2020・山下祐樹「埼玉県熊谷市における文化財の情報発信に関する事例報告１―
熊谷市立江南文化財センター情報誌「BUNKAZAI 情報」を媒介としたアウトリーチを主題として―」2020・山下祐樹「熊谷市指定文化財「歓喜院仁王像」
妻沼地域仏像群調査概説―埼玉県熊谷市・妻沼聖天山「歓喜院仁王像」と妻沼地域の仏像文化財をめぐって―」2020

監修：鈴木英全（妻沼聖天山歓喜院）
（SUZUKI EIZEN MENUMA Shodenzan Kangiin）

デービッド・アトキンソン（株式会社小西美術工藝社）
（DAVID ATKINSON KONISHI Decorative Arts & Crafts Co. Ltd.）
編著：山下祐樹（熊谷市立江南文化財センター）
（YAMASHITA YUKI KUMAGAYA City KONAN Cultural Properties Center）

国宝「歓喜院聖天堂」美装化事業チーム

妻沼聖天山大師堂の前にて

例言 ・本稿の対談集は、妻沼聖天山及び本殿の国宝「歓喜院聖天堂」をテーマに、国内外の文化財政策に関する論点を含む対談内容を集
成編集したものである。編著を対談のコーディネーターであり熊谷市立江南文化財センターの山下祐樹が担当し、対談者である鈴
木英全院主及びデービッド・アトキンソン氏が編集校正の監修を担当した。
・対談内容については、録音されたデータ及び筆記録に基づき記載したものである。その上で、修正補記、文脈の配置換え、換言、
解説の追加などを行った箇所がある。
・対談集における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、専門的用語、表現記述等について暫定的、便宜的に記した内容
も含まれている。御了承を願うとともに御教示を頂ければ幸いである。
・本稿の編集にあたり、株式会社小西美術工藝社、宗教法人歓喜院、妻沼聖天山、株式会社デジタルＳＫＩＰステーション、埼玉県、
埼玉県教育委員会、熊谷市、熊谷市教育委員会など関係各位、多くの皆様からの御協力を頂いた。感謝申し上げる次第である。
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国宝「歓喜院聖天堂」の保存活用と文化財保存修理技術の継承を主題とした対談記録
―埼玉県熊谷市・妻沼聖天山の国宝「歓喜院聖天堂」の保護事業とユネスコ無形文化遺産・保存修理技術
に関する新機軸の探究を中心として―
編著：山下祐樹（熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センター）
2021 年（令和 3 年）9 月 15 日発行
発行：熊谷市文化遺産保存事業実行委員会・文化遺産研究会
事務局：熊谷商工会議所・熊谷市立江南文化財センター
（熊谷市宮町 2-39）
（埼玉県熊谷市千代 329）
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