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序文 

 

文化遺産の研究、記録の文書化、保存を目的とした遺産の専門家の国際機関として 1965 年

に創立されて以来、イコモスはあらゆる活動で保全における倫理行動の促進に努め、すべて

の形態と多様性で人類の有形遺産に関する人々の認識を高める支援をしてきた。 

 

ヴェニス憲章（1964）には、「古建築の保存と修復の指導原理を、国際的な基盤にもとづい

て一致させ、文書で規定し、各国がそれぞれの独自の文化と伝統の枠内でこの方式を適用す

るという責任をとることが不可欠となった」と記載されている。その後に採択されたイコモ

ス憲章は、この使命を取り入れており、特定の保全課題に対する専門のガイドラインを設定

し、世界のすべての地域で遺産の保全の重要性に関する効果的なコミュニケーションを奨

めてきた。 

 

これらイコモス憲章はすべて、より広範な保全プロセスの必須部分といえる（“拡散”“普及”

“プレゼンテーション”“インタープリテーション＜訳注：解説＞”として保全プロセスを

多用に説明する）広報活動（パブリック・コミュニケーション）の重要性に重点を置いてい

る。これらの憲章は、世界中の文化伝統の範囲内で、遺産の保全におけるあらゆる行動はそ

の性質上、コミュニケーション的行為であるということを暗黙的に認めているのである。 

 

過去のコミュニティと文明の遺物および無形文化財の価値が存続している広大な範囲のな

かから、何を保存し、どのようにそれを保存し、どのようにそれを人々に提示するかが、文

化遺産のインタープレテーションにおける要素のすべてである。こうした要素は、何が意義

深く、何が重要で、なぜ過去の遺物が次の世代に受け継がれていくべきかという、あらゆる

世代のヴィジョンを表す。 

 

明白な理論的根拠の必要性、標準化された用語、公認のインタープリテーション及びプレゼ

ンテーションの専門的原則は明らかになっている。1 ここ数年、多くの文化遺産において

解説的活動の劇的な展開と、文化遺産のマーケティングと管理に関する手の込んだ解説的

                                                   
1 3 ページの定義を見よ 



技術および新しい経済戦略の導入という劇的な進展は、新たな複雑性を生み出し、世界中の

文化遺産の保全と人々の認識の両方の目標にとって中核となる基本的疑問を喚起している。 

 

- 文化遺産のインタープリテーション及びプレゼンテーションにとって、公認の、そして

容認できる目標とは何か？ 

- どの技術的手段と方法が特定の文化および遺産の状況に適しているか？ 

- どのような倫理的・専門的な一般論が、多種多様な特定の形態と技術を踏まえたインタ

ープリテーション及びプレゼンテーションを形作るのに役立つのか？ 

 

それゆえ、この憲章の目的は、遺産の保全の努力の必須構成要素としての、そして、文化遺

産に関する人々の認識の向上および理解の手段としての、インタープリテーション及びプ

レゼンテーションの基本原理を明らかにすることにある。2 

 

定義 

 

本憲章の目的 

 

インタープリテーションとは、文化遺産に関する人々の認識を高め、理解を深めるための全

範囲におよぶ潜在的な活動のことである。これらには、印刷出版物と電子出版、一般公開講

座、遺産内および直接関連する遺産外の設備、教育プログラム、コミュニティ活動、進行中

の研究、トレーニング、インタープリテーション・プロセスの評価が含まれる。 

 

プレゼンテーションとは、すなわち、文化遺産での解説的＜訳注：インタープリテーション

の＞情報、物理的アクセス、解説的＜訳注：インタープリテーションの＞基盤の組み合わせ

を通して行われる、慎重に計画された解説＜訳注：インタープリテーションの＞コンテンツ

のコミュニケーションを意味している。それは、まだ必須にはなっていないが、情報パネル、

博物館型の展示、公認ウォーキング・ツアー、講演会およびガイドツアー、マルチメディア

の適用とウェブ遺産といった要素を含む多様な技術手段を通して伝えられる。 

 

解説的基盤は、インタープリテーション及びプレゼンテーションのために特に使用される、

物理設備、施設、文化遺産またはそれに接続しているエリアのことで、最新・既存のテクノ

ロジーによるインタープリテーションを補完するものを含む。 

 

遺産の解説者（インタープリター）＜訳注：ガイド＞は、遺産の価値と重要性の情報につい

て広報活動をする、常勤または一時的従事の文化遺産スタッフまたはボランティアのこと

である。 

                                                   
2 憲章の原則および目的は遺産外のインタープリテーションにも等しく適用するが、その

中心の的は、文化遺産の、またはそのすぐ近くのインタープリテーション及びプレゼンテ

ーションである。 



 

文化遺産は、歴史的・文化的に重要な場所として認識され、多くの場合、合法的に保存され

る場所、地域、自然景観、定住圏、建造複合施設、遺跡、建物のことである。 

 

目的 

 

インタープリテーション及びプレゼンテーションは文化遺産の保全・管理の総体的なプロ

セスの一部であるという認識から、この憲章は、インタープリテーション及びプレゼンテー

ションが、特定の状況にふさわしいと考えられるあらゆる形態または手段で、基礎となるべ

き 7 の基本原則を確立するよう努める。 

 

原則 1：アクセスと理解 

原則 2：情報源 

原則 3：背景と周辺状況への留意 

原則 4：オーセンティシティ（真正性）の維持 

原則 5：持続性に関する計画立案 

原則 6：参加性への配慮 

原則 7：調査、トレーニング、評価の重要性 

 

これら 7 原則に従い、この憲章の目的は以下である。 

 

1 文化遺産について理解して認識することを促し、人々の意識と、保存と保全の必要性へ

の関与を育む。 

 

2 現存の文化的伝統からはもちろん、重要性が認められたことを慎重に文書化すること、

そして、承認された科学的・学術的方法を通して、多様な聴衆に文化遺産の意味を伝える。 

 

3 自然的・文化的な背景と社会状況において文化遺産の有形・無形価値を保護する。 

 

4 歴史的建造物と文化的価値の重要性を伝え、侵害的な解説的基盤、来訪者の抑圧、不正

確または不適切なインタープリテーションの悪影響から守るために、文化遺産の真正性を

尊重する。 

 

5 進行中の保全の努力に対する人々の理解、そして参加の促進、さらに、解説的基盤の長

期的維持および解説コンテンツの定期的な再検討を通して、文化遺産の持続可能な保全に

貢献する。 

 

6 解説的プログラムの展開と実施において関係者と関連コミュニティの関与を促すこと

により、文化遺産のインタープリテーションの包括性を推進する。 

 



7 テクノロジー、調査、トレーニングを含めた、遺産のインタープリテーション及びプレ

ゼンテーションのための技術的・専門的ガイドラインを発展させる。そうしたガイドライン

は、社会状況に適切かつ持続可能でなければならない。 

 

原則 

 

原則 1：アクセスと理解 

 

インタープリテーション及びプレゼンテーションのプログラムは、文化遺産への人々の物

理的かつ知性的アクセスを促すべきである。 

 

1 効果的なインタープリテーション及びプレゼンテーションというのは、個人の体験を促

進し、社会からの尊敬と理解を高め、文化遺産の保全の重要性を伝えるべきものである。 

 

2 インタープリテーション及びプレゼンテーションは個人とコミュニティに、遺産に対す

る自身の認識を再考し、遺産との有意義な関連性の確立を援助するよう促すべきものであ

る。 

 

3 インタープリテーション及びプレゼンテーションのプログラムは、人工統計学的・文化

的に聴衆を識別し、査定すべきである。多様な聴衆に遺産の価値と重要性を伝えるためにあ

らゆる努力がなされるべきである。 

 

4 来訪者および遺産につながりがある関連コミュニティで用いられる言語の多様性は、解

説的基盤において考慮されるべきである。 

 

5 インタープリテーション及びプレゼンテーションの活動はまた、そのすべての種類にお

いて、人々に物理的に利用しやすいことが望ましい。 

 

6 文化遺産への物理的アクセスが保全に関わる懸念、文化的感受性、アダプティブリユー

ス（適応型再利用）、安全の問題により制限される場合、インタープリテーション及びプレ

ゼンテーションは遺産外で提供されるべきである。 

 

原則 2：情報源 

 

インタープリテーション及びプレゼンテーションは、現存する文化的伝統からはもちろん、

公認の科学的・学術的な方法で収集された証拠にもとづくべきである。 

 

1 インタープリテーションは、口述と記述の情報、遺物、伝統、遺産に帰する意味合いの

範囲で提示すべきである。この情報源は、文書化され、公文書の形で保管され、人々が利用

しやすくすべきである。 



 

2 インタープリテーションは、遺産とその周辺に関して十分に調査された、多くの学問領

域にわたる研究にもとづくべきである。また、有意義なインタープリテーションは歴史的対

立仮説、地域の伝統、伝統を語るストーリーの反映を必ず含むという事実を認めるべきであ

る。 

 

3 伝統的な語り（ストーリーテリング）または歴史的関係者の記憶が遺産の重要性に関す

る重大な情報源となる文化遺産においては、解説的プログラムのなかに、解説的基盤の施設

を通して間接的に、もしくは、遺産内ガイドとしての関連コミュニティのメンバーの積極的

な参加を通して直接的に、これらの口述証言を組み入れるべきである。 

 

4 アーティスト、建築家、コンピュータを用いた模型製作者によるビジュアルの復元は、

記述、口述、図像学の情報源および写真を含めた、環境的、考古学的、建築学的、歴史的デ

ータの詳細かつ体系的な分析にもとづくべきである。 

 

5 インタープリテーション及びプレゼンテーションのプログラムと活動はまた、将来の参

考資料および再考のために文書化され、公文書の形で保管化されるべきである。 

 

原則 3：周辺状況と背景 

 

文化遺産のインタープリテーション及びプレゼンテーションは、より幅広い社会的、文化

的、歴史的、自然的状況と背景に関連させるべきである。 

 

1 インタープリテーションは、その多面的な歴史的、政治的、精神的、芸術的状況におい

て遺産の重要性を探求すべきである。 

 

2 文化遺産の公共インタープリテーションは、その進化のなかで継続的な段階と影響をは

っきりと区別し、年代を定めるべきである。遺産の重要性への貢献はすべての期間において

尊重されるべきである。 

 

3 インタープリテーションはまた、遺産の歴史的・文化的重要性に貢献したあらゆるグル

ープを考慮すべきである。 

 

4 周辺の背景、自然環境、地理的背景は、遺産の歴史的・文化的重要性の不可欠な部分で

あるため、インタープリテーションにおいて考慮に入れるべきである。 

 

5 文化的・精神的伝統、伝統を語るストーリー、音楽、ダンス、演劇、文学、ヴィジュア

ルアート、民族衣装、料理といった遺産の無形要素は、インタープリテーションにおいて考

慮されるべきである。 

 



6 遺産における異なる文化の重要性、また学術的調査、古代の記録、現存する伝統にもと

づいた遺産についての視点が、解説的プログラムの策定において考慮されるべきである。 

 

原則 4：オーセンティシティ（真正性） 

 

文化遺産のインタープリテーション及びプレゼンテーションは、奈良ドキュメント（1994）

の精神的な真正性の基本教義を尊重しなければならない。 

 

1 オーセンティシティは、遺物はもちろん、人間のコミュニティに関連した重要なもので

ある。遺産のインタープリテーション・プログラムの立案は、遺産の伝統的社会機能と、地

元住民と関連コミュニティの文化的慣習および尊厳を尊重すべきである。 

 

2 インタープリテーション及びプレゼンテーションは、その文化的価値に悪影響を与えた

り、またはその構造を不可逆的に変えたりせずに重要性を伝えることにより、文化遺産のオ

ーセンティシティの保全に貢献すべきである。 

 

3 すべての可視的な解説的基盤（売店、歩道、情報パネルなど）は、容易に確認可能な状

態でありながらも、遺産の特徴、背景および文化的・自然的重要性を配慮しなければならな

い。 

 

4 遺産内でのコンサート、劇の上演、その他の解説的プログラムは、遺産の重要性と物理

的な環境を保護し、地元住民に対する迷惑を最低限に抑えるよう慎重に計画されなければ

ならない。 

 

原則 5：持続性 

 

文化遺産のインタープリテーション計画は、その中心的な目標のなかで、社会、経済、環境

の持続性を伴う自然的・文化的環境について配慮しなければならない。 

 

1 インタープリテーション及びプレゼンテーションのプログラムの展開と実施は、文化遺

産の総体的な計画立案、予算案、管理プロセスの不可欠な部分である。 

 

2 遺産の文化的価値、物理的特質、完全性（インテグリティ）、自然環境に与える、解説的

基盤と来訪者人数の潜在的影響は、遺産のインパクト評価研究において十分に考慮されな

ければならない。 

 

3 インタープリテーション及びプレゼンテーションは、保全、教育的・文化的な目的とい

う広範囲に役立つべきである。解説的プログラムの成功は、単に来訪者の人数または収益に

基づいて査定されるべきではない。 

 



4 インタープリテーション及びプレゼンテーションは、遺産で直面する特定の保全問題に

ついて人々の意識を高め、遺産の物理的完全性（インテグリティ）とオーセンティシティを

保護する努力を説明するという保全のプロセスの不可欠な部分であるのが望ましい。 

 

5 遺産の解説的基盤の恒久的な部分になるよう選択されたあらゆる技術とテクノロジー

の要素は、実効性のある定期的なメンテナンスを確実にする方法で設計され、建設されるべ

きである。 

 

6 解説的プログラムは、遺産のインタープリテーション・プログラムにおいて、教育、ト

レーニング、雇用機会を通して、すべての関係者に平等で持続可能な経済的、社会的、文化

的利益を提供することを目的にすべきである。 

 

原則 6：参加性 

 

文化遺産のインタープリテーション及びプレゼンテーションは、遺産の専門家、地元、関連

コミュニティ、その他の関係者による有意義な協力の結果でなければならない。 

 

1 学者、コミュニティのメンバー、保全の専門家、政府当局、遺産の管理者と解説者（イ

ンタープリター）、旅行業者、その他の専門家の学際的な専門知識は、インタープリテーシ

ョン及びプレゼンテーションのプログラム策定において統合されるべきである。 

 

2 伝統的権利、責任、土地所有者および地元と関連コミュニティの利益は、遺産のインタ

ープリテーション及びプレゼンテーションの計画立案において特に留意され、尊重される

べきである。 

 

3 インタープリテーション及びプレゼンテーションの拡大または修正に関する計画は、パ

ブリック・コメントを実施し、人々がオープンに関与できるようにすべきである。人々の意

見と視点を知らせることすべてが権利であり責任である。 

 

4 知的財産と伝統文化的権利の問題が特にインタープリテーションのプロセスおよびそ

の多様な伝達メディア（遺産内のマルチメディアのプレゼンテーション、デジタルメディア、

印刷物など）での表現に関連しているため、法的所有権、画像・テキスト・その他の解説材

料の使用権は、計画立案プロセスにおいて議論され、明確にされ、同意されるべきである。 

 

原則 7：調査、トレーニング、評価 

 

調査、トレーニング、評価の継続は、文化遺産のインタープリテーションの必須構成要素で

ある。 

 

1 文化遺産のインタープリテーションは、特定の解説的基盤の完成で終了したと考えるべ



きではない。調査と会議の継続は、遺産の重要性の理解と認識を促進するのに重要である。

定期的な再検討は、すべての遺産のインタープリテーション・プログラムにおいて不可欠な

要素というべきである。 

 

2 解説的プログラムおよび基盤は、進行中のコンテンツの修正と／または拡大を促す方法

で設計され、建設されるべきである。 

 

3 インタープリテーション及びプレゼンテーションのプログラムと遺産の物理的影響は、

継続的に監視され、査定され、科学的・学術的分析と公的フィードバックに基づいて定期的

に変更されるべきである。遺産の専門家はもちろん、来訪者および関連コミュニティのメン

バーは、この査定プロセスに関与するべきである。 

 

4 すべてのインタープリテーション・プログラムは、あらゆる年齢の人々の教育資源とみ

なされるべきである。教科課程、非公式および生涯学習プログラム、通信媒体と情報メディ

ア、特別活動、イベント、季節ボランティアの関与において活用可能であることを考慮すべ

きである。 

 

5 遺産のインタープリテーション及びプレゼンテーションの特殊分野、たとえば、コンテ

ンツの作成、経営、テクノロジー、案内、教育などに適した専門家のトレーニングは、きわ

めて重要な目的である。それに加え、基本的な学術上の保全プログラムは、学習指導要領の

なかにインタープリテーション及びプレゼンテーションの構成部分を含むべきである。 

 

6 遺産内のトレーニング・プログラムと訓練課程は、その分野の最新の発展と改革のため

に、遺産およびインタープリテーションのすべてのレベルのスタッフ、そして、関連・地元

コミュニティを最新の状態にし、情報を与える目的で展開させなければならない。 

 

7 国際的な協力と経験の共有は、インタープリテーションの方法と技術の基準を高め、維

持するために欠かせない。そのためには、国内と地域の会議はもちろん、専門スタッフの国

際会議、ワークショック、交流会が推奨される。これらは、多様な地域と文化での解説的ア

プローチおよび経験に関する定期的な情報共有の機会を提供するであろう。 

 


