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イコモス/国際記念物遺跡会議（ICOMOS/ International Council on Monuments and Sites）に設置された、20 世紀

遺産国際専門委員会 International Scientific Committee on Twentieth-century heritage (ISC20C)に筆者が専門

委員として参加している。多くの委員が docomomo の初期からの活動メンバーでもある。昨今、20 世紀建築の国際的

な共通課題として、リビング・ヘリテージ（使いながらの保存）がある。この様々な問題を内包する課題に対し、ISC20C

として共通の見解をまとめておこうということで、2011年6月のマドリッドにおける国際専門委員会として起草した

のが下記のマドリッド・ドキュメントである。ここに日本語仮訳（大西伸一郎訳）と共に紹介したい。

 
APPROACHES FOR THE CONSERVATION OF 
TWENTIETH CENTURY ARCHITECTURAL 
HERITAGE, MADRID DOCUMENT 2011 
Madrid, June 2011 
 
PREAMBLE 
The ICOMOS International Scientific Committee for 
Twentieth Century Heritage (ISC 20C) is developing 
guidelines for the conservation of heritage sites of the 
twentieth century during 2011–2012. 
As a contribution to this debate, the International 
Conference ‘Intervention Approaches for the 
Twentieth Century Architectural Heritage – CAH 
20thC’ adopted on June 16, 2011 the following text 
“Approaches for the Conservation of Twentieth 
Century Architectural Heritage, Madrid Document 
2011.” 
 
AIM OF THE DOCUMENT 
The obligation to conserve the heritage of the 
twentieth century is as important as our duty to 
conserve the significant heritage of previous eras. 
More than ever, the architectural heritage of this 
century is at risk from a lack of appreciation and care. 
Some has already been lost and more is in danger. It 
is a living heritage and it is essential to understand, 
define, interpret and manage it well for future 
generations. 

 

マドリッド文書(ドキュメント)２０１１:  

20世紀建築遺産の保存のための取組み手法(アプローチ) 

2011年6月 マドリッドにて 

 

序文 

イコモス(ICOMOS)の20世紀遺産のための国際学術委員会

(ISC20C)は、2011年から2012年にかけて、20世紀遺産の

保存のためのガイドライン作成に着手している。 

この議論の進展に寄与するものとして「20世紀建築遺産

のための介在的な手法— CAH 20thC」を議題とした国際会

議において、ここに掲げた文書『マドリッド文書(ドキュ

メント)2011： 20世紀建築遺産の保存のための取組み手

法(アプローチ)』が2011年6月16日に採択された。 

 

この文書(ドキュメント)の目的 

20世紀の遺産を保存するという責務は、私たちが担う、

それより以前の時代の遺産を保存してゆくことに対する

責務とまったく同等なものになる。 

この世紀(20世紀)の建築遺産は、今、真価に対する認知

度の低さや保全不備などから、かってないほどの危機に

晒されている。現状では、いくつかの遺産は既に失われ、

さらに、より多くが失われようとしている。これらの遺

産は、一つの「リビング・ヘリテージ、つまり生きた遺

産」といえ、よって、まず、的確にそれらを理解、定義、

解釈して、同じく上手に保存管理しながら未来の世代に

継承してゆくことが、私たちにとって本質的に重要なこ

ととなる。 



The Madrid Document 2011 seeks to contribute to the  
appropriate and respectful handling of this important 
period of architectural heritage. While recognizing 
existing heritage conservation documentsi, the Madrid 
Document also identifies many of the issues 
specifically involved in the conservation of 
architectural heritage. Yet while it specifically applies 
to architectural heritage in all its forms, many of its 
concepts may equally apply to other types of twentieth 
century heritage. 
 
The document is intended for all those involved in 
heritage conservation processes. 
 
Explanatory notes are incorporated where necessary 
and a glossary of terms completes the document. 
 
ADVANCE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING 
AND SIGNIFICANCE 
 
Article 1: Identify and assess cultural significance. 

1.1: Use accepted heritage identification and 

assessment criteria. 
The identification and assessment of the significance 
of twentieth century architectural heritage should use 
accepted heritage criteria. The architectural heritage 
of this particular century (including all of its 
components) is a physical record of its time, place and 
use. Its cultural significance may rest in its tangible 
attributes, including physical location, design (for 
example, color schemes), construction systems and 
technical equipment, fabric（structural substance）, 
aesthetic quality and use, and/or in its intangible 
values, including historic, social, scientific or spiritual 
associations, or creative genius. 
 
1.2: Identify and assess the significance of interiors, 

fittings, associated furniture and art 
works. 

To understand the architectural heritage of the 
twentieth century it is important to identify and 
assess all components of the heritage site, including 
interiors, fittings and associated art works. 
 

 

 

『マドリッド文書（ドキュメント）2011』は、20世紀と

いう建築にとって重要な時代の遺産を適切かつ敬意をも

って対処することに、寄与・貢献するために作成されて

いる。既存する遺産全般に関する保存文書iを踏まえて、

この『マドリッド文書(ドキュメント)2011』では、加え

て、建築遺産の保存にまつわる多くの特有な事項を識別

している。それらは、特に様々な形態の建築遺産に適応

されるものだが、一方では多くのコンセプトや考え方は、

建築以外の20世紀遺産全般に等しく当てはまるものかも

しれない。 

 

『マドリッド文書(ドキュメント)2011』では、遺産の保

存にまつわる様々なプロセス(手順)に関与する、すべて

のものが対象となっている。 

 

説明的な註釈は、随所、必要に応じて挿入され、「文末脚

注」として記され、また、関連用語・術語集が文書の

後に「用語集」として記されている。 

 

事前の知識、理解および意義 

 

第１条：文化的な意義への識別と評価 

1.1: 一般に容認されている評価基準の採用 

 

20世紀建築遺産の意義や重要性に対する識別と評価につ

いては、広く受け入れられている遺産評価基準を用いる

ことが必要となる。この特別な20世紀の建築遺産(また、

それにまつわるすべての構成要素を含むもの)とは、それ

ぞれの時間、場所そして使用に関する物理的な記録なの

である。よって、文化的な意義や重要性は、各遺産の実

際の所在地、デザイン(例えば、色彩設計などを含む)、

建設システムや技術機器、躯体構造、美的資質や使用形

態などに検知される、具体的な有形の特徴や、加えて／

もしくは、歴史的、社会的、科学的または精神的に関連

したもの、あるいは創造的な天才といったことなどに所

以する、実態はないが存在する無形の価値に依存してい

るのかもしれない。 

 

 

1.2:インテリア、建具、また関連する家具や芸術作品な

どの意義や重要性を識別し、評価する。 

20世紀建築遺産を理解するためには、その遺産にまつわ

るインテリア、建具、また、関連する家具や芸術作品な

どを含む、すべての構成要素を識別し、評価することが

重要となる。 

 

 

 

 



1.3: Identify and assess the setting and associated 
landscapes. 
To understand the contribution of context to the 
significance of a heritage site, its associated landscape 
and settingii should be identified and assessediii. 
For urban settlements, the different planning 
schemes and concepts relevant for each period and 
heritage site should be identified and their 
significance acknowledged.８ 
 
1.4: Proactively develop inventories of the 
architectural heritage of the twentieth century. 
The architectural heritage of the twentieth century 
needs to be proactively identified and assessed 
through systematic surveys and inventories, thorough 
research and studies by multidisciplinary teams, with 
protective conservation measures established by the 
responsible planning and heritage authorities. 
 
1.5: Use comparative analysis to establish cultural 
significance. 
When assessing the significance of the architectural 
heritage of the twentieth century, comparative 
heritage sites must be identified and assessed in order 
to be able to analyze and understand relative 
significance. 
 
                                                           

                                                                                             

i  Relevant documents and charters include: 
 - The Venice Charter - International Charter for the 

Conservation and Restoration of Monuments and Sites 
(The Venice Charter) 1964 

 - The Florence Charter- Historic Gardens and 
Landscapes1981 
 - The Washington Charter- Charter for the Conservation of 

Historic Towns and Urban Areas 1987. 
 - The Eindhoven Statement – DOCOMOMO 1990. 
 - The Nara Document on Authenticity – 1994. 
 - The Burra Charter - The Australia ICOMOS Charter for 

Places of Cultural Significance 1999. 
 - Principles for the Analysis, Conservation and Structural 

Restoration of Architectural Heritage – 2003. 
 - The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage – 
TICCIH 2003. 
 - Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of 

Heritage Structures, Sites and Areas, ICOMOS 2005. 
 - World Heritage Convention: Operational Guidelines 2008. 
 

 

 
1.3: 敷地の景観・背景や周囲のランドスケープなどを

識別し、評価する。 

 

遺産所在地の環境に所以する、コンテキストの意義や重

要性を理解するには、関連する敷地の景観や背景iまた周

囲のランドスケープなどを識別し、評価するiことが必須

となる。 

 

都市部に所在する遺産については、各遺産のそれぞれの

時代や所在地に関連する別の計画体系やコンセプトを識

別して、各々の意義や重要性を認知する。 

 

1.4:積極的な20世紀建築遺産の目録の作成 

 

体系的な調査や目録、さらに、学際的な統合チームによ

る徹底的なリサーチや研究、および遺産管理や計画を管

轄する当局により確立された適切な保存維持への対策を

もって、20世紀建築遺産を積極的に識別し、評価する必

要がある。 

 

1.5:文化的な意義を確立するために比較分析法を適用 

 

20世紀建築遺産の意義や重要性を評価するに際し、対象

遺産を分析して、その相対的な意義や重要性を理解する

ことを可能にするためには、他の比較遺産の例を選択し

て、それらを識別・評価することが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

Article 2:  Apply appropriate conservation 

planning methodology. 

2.1: Maintain integrity by understanding significance 

before any intervention. 
Adequate research, documentation and analysis of the 
historic fabric are needed to guide any change or 
intervention. The integrity of the architectural 
heritage of the twentieth century should not be 
impacted by unsympathetic interventions. This 
requires careful assessment of the extent to which the 
heritage site includes all the components necessary to 
express its significance and also to ensure the 
complete representation of the features and processes 
that contribute to this significance. Adverse impacts of 
development and/or neglect, including conjecture, 
should be avoided. 
 
Understanding how cultural significance is manifest 
in the architectural heritage of the twentieth century, 
and how different attributes, values and components 
contribute to that significance, is essential in order to 
make appropriate decisions about its care, and the 
conservation of its authenticity and integrity. 
Buildings evolve over time and later alterations may 
have cultural significance. Different conservation 
approaches and methods may be necessary within one 
heritage site. The input of the original designer or 
builder should always be sought, where relevant. 
 
2.2: Use a methodology that assesses cultural 
significance and provides policies to retain and respect 
it, prior to commencing work.  
 
The methodology used to assess the significance of the 
architectural heritage of the twentieth century should 
follow a culturally appropriate conservation planning 
approach. This will include comprehensive historical 
research and significance analysis in the development 
of policies to conserve, manage and interpret the 
identified cultural significance. It is essential that 
such analysis be completed before works start to 
ensure that specific conservation policies are provided 
to guide development and change. Conservation Plans 
should be prepared. Regional heritage charters and 
site-specific conservation declarations may be 
developediv. 

                                                                                              

第２条：適切な方法論に基づいた保存計画の適用 

 

2.1:いかなる介在的な手法をとる前に、重要性や意義を

理解することでインテグリティ(完全性)を保全・維持 

当該遺産に対する如何なる変更や改変または介在に際し

ては、常に歴史の素地や枠組みについての十分なリサー

チ、調査や考証、また、分析により導かれた道標に沿っ

て作業を進める必要がある。20世紀建築遺産のインテグ

リティ(完全性)は、無配慮で敬意のない介在的行為によ

り生じる、如何なる(悪)影響も受けるべきではない。よ

って、遺産の意義や重要性を作り出し、体現するために

も、同様に、その意義や重要性の構築に寄与している遺

産の特徴、また工程や手法を、もらさず完璧に表現する

ためにも、遺産本体や敷地のみならず、その他のすべて

の必要となる構成要素について、注意深く慎重な評価査

定が求められる。また、無闇な開発や、あるいは憶測・

推量を含めた、放置や看過による悪影響を回避すべく務

めなければならない。 

20世紀建築遺産において、文化的な意義や重要性がどの

ように顕在化するかということと、また、様々な特徴や

価値、そして構成要素がどのようにその意義や重要性に

寄与しているかということとを理解することは、遺産の

保存や維持に対して適切な意思決定を下し、さらに、遺

産のオーセンティシティ(真実性)とインテグリティ(完

全性)の保存のために必要不可欠なことだ。建物は、時と

共に変化してゆくものであり、時には、後からの変更が

文化的な意義や重要性を創出することも有りうる。従っ

て、同一の遺産内においても、別個の保存への取組み方

や手法が必要となるかもしれない。取り分け、まず必要

に応じて本来担当した設計者本人や建設業者などの意見

を求め参考にすることも大事だろう。 

 

2.2:保存工事や作業に先立って、文化的な意義を評価し、

それを尊重し保持する手段を提示する方法論の適用 

20世紀建築遺産の文化的な意義や重要性を評価するため

に適用される方法論は、一般に、文化的に適切とされる

保存計画に則った取組み手法(アプローチ)に従うべきも

のだ。つまり、確認された文化的な意義や重要性を保存

し、管理し、また解釈するための方策を展開する際に含

まれるのは、包括的な歴史のリサーチや意義や重要性の

分析作業を踏まえて作業を進めるということ。そこで重

要となるのは、保存工事や作業の開始に先立ってまず上

記の分析を完了させることにより、開発と変更の道標と

なるような特定の保存方策や手段の提示を担保すること。

よって、保存計画を準備しなければならない。まず、地

域文化遺産としての憲章をだし、その土地固有の保全宣

言をするといった展開iもよいだろう。 

 



                                                                                                                                                                                           
2.3: Establish limits of acceptable change. 
For every conservation action, clear policies and 
guidelines should be established before starting any 
architectural intervention, so as to define the 
acceptable limits of change. A Conservation Plan 
should define the significant parts of the heritage site, 
the areas where interventions are possible, the 
optimum usage of the site and the conservation 
measures to be taken. It should consider the specific 
architectural principles and building technologies 
used in the twentieth century. 
 
2.4: Use interdisciplinary expertise. 
Conservation planning requires an interdisciplinary 
approach, considering all attributes and values of 
cultural significance. Specialists in modern 
conservation technology and material sciences may be 
required to undertake specific research and exchange 
of knowledge due to the use and proliferation of 
non-traditional materials and methods in twentieth 
century architectural heritage. 
 
2.5: Provide for maintenance planning. 
It is important to plan for the regular preventive care 
and maintenance of these architectural heritage sites. 
Emergency stabilization work may also be required. 
Continual and appropriate maintenance and periodic 
inspection is consistently the best conservation action 
for architectural heritage and reduces long-term 
repair costs. A Maintenance Plan will assist this 
process. 
 
2.6: Identify responsible parties for conservation 
action. 
It is important to identify the parties who are to be 
responsible and accountable for conservation actions 
for the architectural heritage of the twentieth century. 
These may include, but not be limited to, owners, 
heritage authorities, communities, local government 
and occupants. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.3: 変更度合いの許容範囲の設定と確立 

すべての保存活動においては、如何なる建築的な介在行

為を行うよりも以前に、初めにどこまでが変更の許容範

囲となるかを定めた、明確な方策や手法、またガイドラ

インが確立されていなければならない。よって、保存計

画は、遺産の重要部分の識別、介在可能なエリアの特定、

さらに敷地の 適な利用法、また取るべき保存手法など

について、定め、明示するものでなければならない。そ

こでは、20世紀に特有な建築の基本や原則、また用いら

れた建築技術について、十分に考慮されていなければな

らない。 

 

2.4:学際的な専門知識の活用 

保存計画には、遺産の文化的な意義や重要性にまつわる、

すべての特徴や価値を考慮すると、学際的に統合された

取組み手法(アプローチ)が必要となる。現代の保存技術

や材料科学の專門家たちは、非伝統的な新素材や建材、

また工法が20世紀建築遺産には広範に用いられたがゆえ

に、互いに連携しながら、具体的で特別な研究と交流を

行う必要があるだろう。 

 

 

2.5:保守(メンテナンス)計画の提供 

当該となる建築遺産に対する、定期的な予防的処置や保

守(メンテナンス)計画を立てることが重要となる。場合

によっては、緊急的な安定化作業が必要となることもあ

るだろう。何れにしても、継続的かつ定期的に行われる

適切な保守(メンテナンス)と点検作業は、一貫して、建

築遺産の 適な保存活動であり、同時に、長期的な修繕

コスト削減にも繋がっている。従って、「保守(メンテナ

ンス)計画」は、このプロセス(手順)を手助けするものと

なる。 

 

2.6:保存活動のためのそれぞれの責任者の明確化 

20世紀建築遺産の保存活動においては、説明責任のある

(複数の)当事者を識別し、明らかにすることが重要。そ

の当事者のなかには、以下に限られたわけではないが、

例えば遺産所有者、遺産(管理・管轄)当局、周辺のコミ

ュニティ、地域の自治体、さらにそこに居住している者

または占有者なども含まれているだろう。 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
2.7: Archive records and documentation. 
When making changes to twentieth century 
architectural heritage it is important to produce 
records of those changes for public archiving. 
Recording techniques may include photography, 
measured drawings, oral histories, laser scanning, 3D 
modeling and sampling, depending on the 
circumstances. Archival research is an important part 
of the conservation planning process. 
For every intervention, the peculiarities of the 
heritage site and the measures taken should be 
documented appropriately. The documentation must 
record the state before, during and after the 
intervention. Such documentation should be kept in a 
secure place and in up-to-date replicable media. It will 
assist the presentation and interpretation of the site, 
thereby enhancing its understanding and enjoyment 
by users and visitors. Information acquired in the 
investigation of architectural heritage, as well as other 
inventories and documentation, should be made 
accessible to interested persons. 
 

Article 3: Research the technical aspects of twentie

century architectural heritage. 

th 

3.1: Research and develop specific repair methods 
appropriate to the unique building materials and 
construction techniques of the twentieth century. 
 
Twentieth century building materials and 
construction techniques may often differ from 
traditional materials and methods of the past. There 
is a need to research and develop specific repair 
methods appropriate to unique types of construction. 
Some aspects of the architectural heritage of the 
twentieth century, especially those created after the 
middle of the century, may present specific 
conservation challenges. This may be due to the use of 
new or experimental materials and construction 
methods, or simply due to a lack of specific 
professional experience in its repair. 
Original/significant materials or details should be 
recorded if they have to be removed, and 
representative samples should be stored. 
 

 

 

 

 

2.7: 記録データおよび調査・考証文書の保管 

(アーカイヴ) 

20世紀建築遺産に変更を加えるときは、その際に、変更

箇所を記録した公的な保管(アーカイヴ)を作成してゆく

ことが大切となる。記録する手法や種類には、状況に合

わせて、写真、実測図面、口述史(沿革)、レーザースキ

ャン画像、３Dモデリング(塑像模型)やサンプリング(抽

出見本試料)などの記録データの保管(アーカイヴ)が含

まれるだろう。保管(アーカイヴ)作業をとおした研究は、

保存計画の進行プロセスにおいて重要な位置を占めてい

る。 

すべての介在的な作業において、当該遺産の特殊性や実

行された保存対処策について、保管(アーカイヴ)するた

めに、もれなく適切に文書化することが必要となる。そ

の際、文書化の作業では、介在以前の状態と介在過程の

状態、そして介在後の状態をすべて記録しなければなら

ない。文書化された記録は、常に、 新の複製可能なメ

ディア(記録媒体)にデータを書き込み、安全な場所に保

管・管理すること。保管(アーカイヴ)された記録データ

や調査・考証文書は、遺産の提示や解釈の仕方を援助し、

またそれにより、使用者や訪問者の遺産への理解や楽し

みをより一層増長させる。遺産の検証から得た情報、加

えて、その他の調査結果・データや文書は、興味や関心

のある者に開示され、閲覧を可能にしなければならない。 

 

第３条：20世紀建築遺産の技術的な側面の研究 

3.1: 20世紀の特有な建設資材や建設技術に適した、 

特定的な修繕方法に関するR&D／研究と開発 

 

20世紀の建設資材や建設技術は、しばしば、過去の伝統

的な建材や工法と異なっていることが多い。よって、こ

の特有な工法によるものの適切な修繕方法を、研究開発

(R&D)する必要がある。20世紀建築遺産の、取り分け、20

世紀中盤以降に建設されたものの、いくつかの側面に関

しては、特定の保存の上での課題を提示するものだろう。

その要因は、新建材や実験的な材料が使用され、また新

しい工法が用いられたからだとも、もしくは、単純に、

それらの(修繕)に関する専門的な経験が不足しているか

らだともいえよう。オリジナルもしくは重要な新建材や

ディテール(の部位)については、仮に撤去されたり取り

除かれたりするのであれば、しっかりと記録されるべき

であり、(摘出された)代表的なサンプルは、保存される

べきである。 

 

 
 



                                                                                              
Before any intervention, these materials should be 
carefully analyzed and any visible and non-visible 
damage identified and understood. Some 
experimental materials may have a shorter life-span 
than traditional materials and need to be carefully 
analyzed. Investigations into the condition and 
deterioration of materials are to be undertaken by 
suitably qualified professionals using non-destructive 
and carefully considered non-invasive methods. Limit 
destructive analysis to the absolute minimum. Careful 
investigation into the aging of materials of the 
twentieth century will be required. 
 
3.2: The application of standard building codes needs 
flexible and innovative approaches to ensure 
appropriate heritage conservation solutions. 
 
The application of standardized building codes (e.g. 
accessibility requirements, health and safety code 
requirements, fire-safety requirements, seismic 
retrofitting, and measures to improve energy 
efficiency) may need to be flexibly adapted to conserve 
cultural significance. Thorough analysis and 
negotiation with the relevant authorities should aim 
to avoid or minimize any adverse heritage impact. 
Each case should be judged on its individual meritsv. 
 

MANAGE CHANGE TO CONSERVE CULTURAL 
SIGNIFICANCE 
 
Article 4: Acknowledge and manage pressures for 

change, which are constant. 
4.1: Wheth r as a result of human in rvention, or 
envir nmental conditions, managing change is an 
essential part of the conservation process to maintain 
cultural significance, authenticity and integrity. 

e te
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Conservation of authenticity and integrity is 
especially important in urban settlements where 
interventions may be necessary due to changes in 
everyday use, which may cumulatively impact 
cultural significance. 
 
 

 

 

 

 
如何なる介在的な作業が行われるよりも前に、これらの

建材について、慎重に分析し、可視的および非可視的な

破損箇所を識別し、またそれらを理解すべきである。加

えて、実験的に使用された建材のかには、伝統的なもの

に比較して製品または素材としての寿命が短いものもあ

り、それらについて、入念に調査・分析をしなければな

らない。さらに、これらの建材の状態や劣化調査に際し

ては、適切な資格を有する専門家たちにより、非破壊的

であり、かつ非侵襲的とされる方法を用いた検証を行う

べきである。破壊を伴う調査に関しては、絶対的に 小

限に留める。20世紀の建材の経年劣化に関しては、慎重

で入念な調査が必要となるだろう。 

 

3.2: 柔軟な建築基準法を含む法規の適用および革新的

な取り組みの手法(アプローチ)により、適切な遺産保存

への解決策の確保 

 

建築遺産の文化的な意義や重要性の保存のためには、(例

えばアクセスに関する制約要件、健康や安全に関する基

準法、消防法、耐震や免震の改修、省エネ化対策なども

含む)建築基準法を含む法規の適用に際して、柔軟な適応

が必要となるだろう。関係当局との徹底的な分析調査や

交渉においては、遺産に悪影響を与えない、もしくは、

小限に留めるようにするという目標が目指されるべき

こととなる。勿論、それぞれのケースでは、その都度、

個々の功罪により判断されるべきことだろう。 

 

文化的な意義の保存のために変更を管理 
 

第４条：常にある一定の変更への圧力を認知し受け止

め、管理する。 

4.1:人間の介在的な行為による結果、もしくは環境状況

に起因するものによる結果、どちらにしても変化を管理

することは、遺産の文化的な意義、オーセンティシティ

(真実性)またインテグリティ(完全性)を維持しつつ、保

存する取組み方(プロセス)のなかで本質的で必要不可

欠な要素である。 

 

オーセンティシティ(真実性)とインテグリティ(完全性)

の保存は、特に都市圏の遺産で重要。何故なら、都市圏

では、日常的な使用の変化により、必然的に、それに呼

応する変更が余儀なくされることも多く、それにより、

累積的な影響が文化的な意義に及ぶ可能性があるからだ。 
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Article 5: Manage change sensitively. 
5.1: Adopt a cautious approach to change. 
Do only as much as much as is necessary and as little 
as possible. Any intervention should be cautious. The 
extent and depth of change should be minimized. Use 
proven methods of repair and avoid treatments that 
may cause damage to historic materials and cultural 
significance; repairs should be undertaken using the 
least invasive means possible. Changes should be as 
reversible as possible. 
Discrete interventions can be introduced that improve 
the performance and functionality of a heritage site on 
condition that its cultural significanceis not adversely 
impacted. When change of use is under consideration, 
care must be taken to find an appreciate reuse that 
conserves the cultural significance. 
 
5.2: Assess the heritage impacts of proposed chang  
prior to works commencing and aim to mitigate any 
adverse impacts. 
 
Before intervening in any heritage site its cultural 
significance needs to be assessed, and all components 
should be defined and their relationship and setting 
understood. The impact of the proposed change on the 
cultural significance of the heritage site must be 
thoroughly assessed. The sensitivity to change of 
every attribute and value must be analyzed and its 
significance accounted for. Adverse impacts need to be 
avoided or mitigated so that cultural significance is 
conserved. 
 

Article 6:  Ensure a respectful approach to 

additions and interventions. 

6.1: Additions need to resp t the cultu al 

significance of the heritage site. 
 
In some cases, an intervention (such as a new 
addition) may be needed to ensure the sustainability 
of the heritage site. After careful analysis, new 
additions should be designed to respect the scale, 
siting, composition, proportion, structure, materials, 
texture and color of the heritage site. These additions 
should be discernable as new, identifiable upon close 
inspection, but developed to work in harmony with the 
existing; complementing not competing. 

 

第５条： 注意深く敏感に変化を管理。 

5.1: 変更には、慎重な取組み手法(アプローチ)を採用 

必要となる変更の実施は、必要にして 小限に留める。

如何なる介在的な作業も、慎重に注意深く行わなければ

ならない。変更の規模とその度合いも、必要 低限に抑

えるべきである。実績のある修繕方法を用いることによ

り、歴史的な建材、また、文化的な意義に対して損傷を

与えないように努める。従って、修繕作業は、可能な限

り も侵襲的でない手段を用いて行うべきである。さら

に、各々の変更も、それぞれ出来るだけ可逆性のある方

法を採用すべきだ。 

遺産の性能や機能の向上に繋がるような、離散的な個別

の介在は、それにより文化的な意義に悪影響を与えない

という条件下で可能となるものだろう。また、遺産の使

用のされ方の変更を考慮する際にも、文化的な意義が削

がれないように、 新の注意を払って適切な再利用の仕

方を見つけるべきである。 

 

5.2:提案された変更が遺産に対しどのような影響をも

たらすか、作業の開始以前に、審査・評価を下し、悪影

響を軽減させることを目指す 

遺産に介在し何らかの手を加えるのに先立って、文化的

な意義について、審査・評価を下すべきであり、その際

すべての関連した要素や部位を定義し、互いの関連性や

設定性について理解しなければならない。取り分け、遺

産の文化的な意義に与える影響については、徹底的な審

査・評価を行う必要がある。すべての特徴や価値が、変

更に対してもつ感受性については、解析し、さらに、そ

の趣旨性を考慮すべきである。つまり、文化的な意義を

保存するためには悪影響を回避し、もしくは緩和するよ

うに努めなければならない。 

第６条：建て増しや付加による介在的な作業に際し、尊

重されるべき取組み手法(アプローチ)の確保。 

6.1: 増築は、遺産の文化的な重要性や意義を尊重して

行う必要がある。 

いくつかの場合では、介在的な行為(つまり、例えば新棟

の増築、あるいは何らかの部位の付加など)においては、

遺産の持続可能性の確保が必要となるだろう。慎重に分

析を行なった上で、新しい増築部や付加物に関しては、

遺産自体のスケール、立地と配置、構成、プロポーショ

ン、構造、建材、性質(テクスチャー)、そして色彩など

を尊重したデザインでなければならない。これらの増築

部分あるいは付加部分は、よく精査すれば、新築または

付加物だと明瞭に判別できるべきであり、しかしながら、

同時に、既存部分と調和した関係性を保っていなければ

いけない。つまり、競合するのではなく互いに補完し合

うということ。 
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6.2: New inte ven ion  should be designed to take 
into account the existing charact r, scale, form, siting, 
materials, color, patina and detailing. 
 
Careful analysis of surrounding buildings and 
sympathetic interpretation of their design may assist 
in providing appropriate design solutions. However, 
designing in context does not mean imitation. 
 

Article 7:  Respect the authenticity and integrity 

of the heritage site. 

7.1: Interventions should enhance and sustain 

cultural significance. 
Significant building elements must be repaired or 
restored, rather than reconstructed. Stabilizing, 
consolidating and conserving significant elements are 
preferable to replacing them. Wherever possible, 
replacement materials should be matched like for like, 
but marked or dated to distinguish them. 
Reconstruction of entirely lost heritage sites or of their 
important building elements is not an action of 
conservation and is not recommended. However, 
limited reconstruction, if supported by documentation, 
may contribute to the integrity and/or understanding 
of a heritage site. 
 
7.2: Respect the value of significant lay rs of change 
and the patina of age. 
The cultural significance of a heritage site as historic 
testimony is principally based on its original or 
significant material attributes and/or its intangible 
values which define its authenticity. However, the 
cultural significance of an original heritage site or of 
later interventions does not depend on their age alone. 
Later changes that have acquired their own cultural 
significance should be recognized and respected when 
making conservation decisions. 
Age should be discernible through all the 
interventions and changes that have occurred over 
time, as well as in their patina. This principle is 
important for the majority of materials used in the 
twentieth century. 
Contents, fixtures and fittings that contribute to 
cultural significance should always be retained on the 
heritage site where possiblevi. 
 

                                                                                              
6.2: 新たな介在では、遺産が既にもっている特徴、ス

ケール、形態(フォーム)、立地や配置、建材、色彩、風

格、そしてディテール(詳細)を考慮してデザイン／設計

する必要がある。 

周囲の建物を注意深く分析し、またそのデザインを好意

的に解釈することは、適切なデザイン上の解決策を導き

出す手助けになるだろう。しかし、だからといって周辺

コンテキストを意識してデザインすることが、模倣を意

味している訳ではない。 

第７条：遺産のオーセンティシティ(真実性)およびイ

ンテグリティ(完全性)を尊重。 

7.1: 介在は、文化的な意義を高め、持続させる必要が

ある。 

重要で意義があると認識された建物の要素や部材は、再

建して復元するのではなく、修繕あるいは修復する必要

がある。つまり重要な要素や部材を取り替え、交換する

ことよりも、それらを安定化させ、統合して保存すると

いう手法が望ましい。従って、可能な限りそれぞれ個別

に合致・調和する交換部材を選定して使用するべきであ

る。但し、交換部材と判別できるように、印または日付

を付記しておくことが必要となる。 

完全に失われた遺産本体、もしくは重要な要素や部材を

再建または再構築して復元することは、保存活動の範疇

を逸しているので、推奨されるものではない。しかしな

がら、限定的な復元については、仮に、考証文書で裏付

けされている場合、その遺産のインテグリティ(完全性)

や理解を深化させることに貢献するかもしれない。 

7.2: 重要な変化が層として重ねられたものの価値と時

を経た風格を尊重 

歴史的な証言としての遺産の文化的な意義は、主として

オリジナル本来の特徴や重要な属性のある建物や建材的

な特徴、加えて／あるいは無形の価値のあるものとして、

遺産のオーセンティシティ(真実性)を定義していること

に基づいている。但し、本来の遺産、または後に介在さ

れた遺産の文化的な意義は、何れもその遺産の年齢だけ

に依存したり由来したりするものではない。よって変更

が加えられた遺産が、後に独自の文化的な重要性や意義

を獲得している場合は、そのことを認識し、また尊重し

て保存のための決定を下すことが必要となる。 

遺産の年齢は、時を経て行われたすべての介在や変更を

とおして、また、その遺産の醸し出す風格や雰囲気に反

映されているに違いない。この考え方は、20世紀に使用

された大多数の建築材料にとっても、重要となる原則で

ある。 

文化的な意義に寄与するコンテンツまた付帯設備、備品

や家具などについては、常に、可能な限り遺産内に保持

する必要があるi。 



                                                                                              
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
 
Article 8:  Give consideration to environmental 

sustainability. 
8.1: Car  must be tak n to achieve an app opriate 
balanc  between environmental sustainability and 
the conservation of cultural significance. 

 e e r
e

Pressure for architectural heritage sites to become 
more energy efficient will increase over time. Cultural 
significance should not be adversely impacted by 
energy conservation measures. 
Conservation should take into account contemporary 
approaches to environmental sustainability. 
Interventions to a heritage site should be executed 
with sustainable methods and support its 
development and managementvii. To achieve a 
practical and balanced solution, consultation with all 
stakeholders is needed to ensure sustainability of the 
heritage site. All possible options in terms of 
intervening, managing and interpreting the heritage 
site, its wider setting and its cultural significance 
must be retained for future generations. 
 
INTERPRETATION AND COMMUNICATION 
 
Article 9:  Promote and celebrate twentieth century 
architectural heritage with the wider community. 
9.1: P esentation and Interpretation are essen ial 
parts of the conservation process. 

r t

Publish and distribute twentieth century architectural 
heritage research and conservation plans, and 
promote events and projects wherever possible among 
the appropriate professions and broader community. 
9.2: Communicate cultural significance broadly. 
Engage with key audiences and stakeholders in 
dialogue that assists in the appreciation and 
understanding of twentieth century heritage 
conservation. 
9.3: Encourage and support professional educational 
programs to include twentieth century heritage 
conservation. 
Educational and professional training programs need 
to include the principles of conservation of twentieth 
century heritageviii. 
 

 

 

                                                                                              
環境の持続可能性 

第８条：環境の持続可能性への配慮 

8.1: 環境の持続可能性と文化的な意義との間の適切な

バランスを達成するために配慮が必要 

建築遺産が、省エネ対策によりエネルギー効率を向上さ

せた場所となるように促す圧力は、これから時の流れと

ともに増加してゆくだろう。しかし、省エネ対策により

文化的な意義に対し悪影響を及ぼすような事態は、避け

なければならない。 

遺産の保存は、環境の持続可能性に繋がる 新の取組み

手法(アプローチ)を考慮して行われる必要がある。遺産

への介在は、持続可能な方法を用いて遂行し、その開発

やマネージメント(管理)を支援するi必要がある。実践的

でバランスのとれた解決策の実現には、遺産の持続可能

性を保証するため、利害関係者全員と協議する必要があ

る。遺産への介在、遺産の管理と解釈、より広範囲から

の視点や見地、および文化的な意義などのような、あら

ゆる可能な観点や選択肢について、未来の世代のために

も留意し、保持しておく必要がある。 

 

解釈と伝達(コミュニケーション) 

第９条：広範囲のコミュニティに向けて20世紀建築遺産

の振興と賞賛 

9.1: プレゼンテーション(紹介や提示)と解釈は、保存

の取組み手法(プロセス)の不可欠な部分 

20世紀建築遺産についての研究や保存計画を出版し流通

配布し、立上げた関連イベントやプロジェクトをできる

限り関連のある専門家、さらに、広く一般のコミュニテ

ィに向けて紹介してゆく。 

 

9.2: 文化的な意義をより広範囲に向けて紹介、伝達 

主要な賛同者や利害関係者たちに関与することにより、

20世紀建築遺産の保存への評価また理解を支援するため

の対話を進める。 

 

9.3: 専門的教育プログラムに20世紀建築遺産の保存を

組み込んでもらうように奨励し援助する。 

教育的また専門的な養成プログラムに、20世紀建築遺産

の保存の基本を含める必要があるi。 

 
 
 

 

 



                                                                                              
GLOSSARY 
Attributes include physical location, design (including 
color schemes), construction systems and technical 
equipment, fabric, aesthetic quality and use. 
Authenticity is the quality of a heritage site to express 
its cultural significance through its material 
attributes and intangible values in a truthful and 
credible manner. It depends on the type of cultural 
heritage site and its cultural context. 
Components of a heritage site may include interiors, 
fittings, associated furniture and art works; setting 
and landscapes. 
Conservation means all the processes of looking after 
a heritage site so as to retain its cultural significance. 
Cultural significance means aesthetic, historic, 
scientific, social and/or spiritual value for past, present 
or future generations. Cultural significance is 
embodied in the heritage site itself, its setting, fabric, 
use, associations, meanings, records, related sites and 
related objects. Heritage sites may have a range of 
significances for different individuals or groups. 
Intangible values may include historic, social, 
scientific or spiritual associations, or creative genius. 
Integrity is a measure of the wholeness and intactness 
of the built heritage, its attributes and values. 
Examining the conditions of integrity therefore 
requires assessing the extent to which the property: 
 a) Includes all components necessary to express 
its value; 
 b) Ensures the complete representation of the 

features and processes which convey the 
property’s significance; 

 c) Suffers from adverse effects of development 
and/or neglect. 
Intervention is change or adaptation including 
alteration and extension. 
Maintenance means the continuous protective care of 
the fabric and setting of a heritage site, and is to be 
distinguished from repair. 
Reversibility means that an intervention can 
essentially be undone without causing changes or 
alterations to the basic historical fabric. In most cases 
reversibility is not absolute. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              
GLOSSARY (用語集) 

Attributes: 特徴または属性 

実際の所在地、デザイン(例えば、色彩設計などを含む)、建設システム

や技術機器、躯体構造、美的資質や使用形態などを含むものの特徴また

は属性。 

Authenticity: オーセンティシティ(真実性) それは、遺産の品質が、

使用された建築材料の具体的に有形な特徴や属性をとおして、また実態

はないが存在する無形の価値双方をとおして、ある意味在るがまま真実

で信頼性に富んだ様相で表現している遺産の文化的な意義。よって、オ

ーセンティシティ(真実性)は、その遺産がどの様な種類の文化的遺産、

また文化的背景に属しているのかということによって相違する。 

Components: 構成要素 

遺産の構成要素には、その遺産にまつわるインテリア、建具、また、関

連する家具や芸術作品など、また敷地の景観や背景、周囲のランドスケ

ープなどが含まれている。 

Conservation: 保存 

保存とは、遺産の文化的な意義を保持する目的で行われる、遺産の世話

をするすべての取組み(プロセス)を指すもの。 

Cultural significance: 文化的な意義 

文化的な意義とは、過去、現在そして未来の世代のための美的、歴史的、

科学的、社会的、加えて／あるいは、精神的な価値を意味している。文

化的な意義は、遺跡自体また関連する敷地の景観や背景、躯体構造、使

用形態、連携するもの、趣意、記録、関連する場所や物体などに盛り込

まれ具体的に表現される。遺跡は、個人個人や様々なグループにとって、

幅広い範囲の意義を持っている。 

Intangible values: 無形の価値 

実態はないが存在する無形の価値には、歴史的、社会的、科学的または

精神的に関連したもの、あるいは創造的な天才といったことなどが含ま

れる。 

Integrity: インテグリティ(完全性) インテグリティ(完全性)とは、建

設された遺産やその特徴や価値の全体としての完全性や一体性を測る

基準である。従って、インテグリティ(完全性)の状態を検証するには、

次のような範囲の対象となる事項を評価する必要がある: a)価値を表現

するのに必要なすべての構成要素が含まれていること; b)当該遺産の意

義や重要性を伝える、機能や取組み手法(プロセス)を網羅する完全なプ

レゼンテーションを確実に行うこと; 

c) 開発、また／あるいは放置や看過からの悪影響により、実際に損害

を受けている。 

Intervention: 介在または介入 

変更または改築や増築を含む、何らかの手を加える行為による改造を意

味する。日本語では、物理的なものに関しては介在とし、概念的なもの

やシステムに関わるものに関しては介入とする。 

Maintenance: 保守(メンテナンス) 

保守(メンテナンス)は、遺産の躯体構造や敷地の景観に対する継続的な

保護処置の作業を指し、修善作業とは区別されるべきだ。 

Reversibility: 可逆性 

可逆性とは、遺産の基本的に歴史的な躯体構造に対しての変更や改造を

しないでも、介在した部分を本質的に元に戻すことができるという意味。

大概の場合、可逆性は、絶対的なものではない。 
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ii   Xi’an Declaration on the Conservation of the 

Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, 
ICOMOS 2005. 

iii   Open-air spaces or green areas around and 
between architectural objects or in urban areas 
often represent components of an overall 
composition and of a historically intended 
spatial perception. 

iv  For example, Texto de Mexic  2011, Moscow 
Declaration 2006. 
v   In certain cases, the materials used for built 

sites of the twentieth century have a shorter life 
span than traditional materials. Lack of 
conservation action and knowledge of 
appropriate repair methods based on their 
material characteristics may mean they need 
more drastic interventions than traditional 
materials and they could also require additional 
intervention in the future. 

vi   Their removal is unacceptable unless it is the 
sole means of ensuring their security and 
preservation. They should be returned where 
and when circumstances permit. 

Vii United Nations World Commission on 
Environment and Development (WCED): 

   “Brundtland Report“. Our Common Future 
(1987), Oxford: Oxford University Press. 

   ISBN 0-19-282080-X. 
Viii UIA (International Union of Architects) 

Architectural Education Commission Reflection 
Group. 
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