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旧富岡製糸場の概要

1872

富岡製糸場操業開始

(主な建造物が竣工)

1893

三井家に払い下げ

1902

原合名会社が三井より経営を引き継

ぐ

1939

片倉製糸紡績（当時）が経営を引き

継ぐ

1987

片倉工業が富岡製糸場の操業を停止

その後も施設の維持管理を続ける

2005

片倉工業が富岡製糸場の建造物を富

岡市に寄贈。土地は富岡市が購入し、

富岡市による管理が始まる。

2006

7棟１基1所が重要文化財、敷地が史

跡に指定。

2014

「富岡製糸場と絹産業遺産群」がユ

ネスコ「世界遺産一覧表」に記載

繰糸所、東置繭所、西置繭所の３棟

が国宝に指定される

2015

西置繭所保存整備工事に着手

2020

西置繭所保存整備工事に着手

10月より公開活用開始



・大規模な元工場施設で1987年に操業停止し現在は稼働していない

（操業期間は115年間）

・敷地面積は約5.3haと広大（史跡に指定されている範囲）

・大小100を超える建造物を有する（工作物も含む）

・繰糸所、東置繭所、西置繭所が国宝。

・蒸気釜所、首長館、女工館、検査人館、候門所、烟筒基部、鉄水溜、

下水竇及び外竇が重要文化財

・明治から昭和後期まで各時代に建設された施設が残る

・工場／住居／事務所／病室／食堂など元の用途も多様で複合的

・西置繭所は操業開始当初から操業停止まで稼働した倉庫

・木骨煉瓦造、2 階建、東面及び南面ヴェランダ付き

・建築面積:1486.60㎡（延床面積: 2568.24㎡）

西置繭所

旧富岡製糸場と西置繭所

C
C
C

国宝

重要文化財

史跡



世界遺産である富岡製糸場の主要施設のひとつ、西置繭所の保存・活用プロジェクトである。文化遺産として

の価値の保存と積極的な活用の両立を目指し、一貫した理念のもとに、保存修理と耐震補強、そして活用のため

の整備を、関係者が密に連携し一丸となって達成した。

富岡製糸場では、2005年に富岡市が所有を引き継いで以降、建造物、遺構、歴史資料について、継続的に調査

研究を実施し、富岡製糸場のみならず製糸業の発展と衰退を含めた一連の歴史への理解を深めてきた。また他方

では、稼働していない大規模な元工場施設を維持管理していくためにどのような活用方法を導入すべきかの議論

を重ねてきた。

西置繭所で実現した、1階内部に耐震補強を兼ねたガラスボックスを挿入し、文化遺産としての価値を保存しな

がら新しい活用方法を同時に見出すという大胆な解決策は、継続的な研究・検討をもとに導かれた成果である。

その成果は、富岡市を中心に、各会議に参画する経験豊富な有識者、文化財保存・活用を専門とする設計者、構

造や設備の専門技術者、高度な技術をもった施工者ら、関係者が一体となって取組むことで達成された。

事業の概要



設計監理

文化財建造物保存技術協会

事業主

富岡市

世界遺産観光部富岡製糸場課

教育部文化財保護課

行政指導

文化庁

有識者

富岡製糸場保存修理委員会

富岡製糸場整備活用計画実行委員会

施工

竹中・タルヤ共同企業体

事業の体制

群馬県

協力事務所

構造: 江尻建築構造設計事務所

設備: 森村設計

＋
照明: 飯塚千恵里照明設計事務所

音響: YAB建築・音響設計

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ: マエダオフィス



仮設解体工事 （つなぎ工事）

設計①
調査・協議 設計②

監理

（調査）

現状変更許可
2016.7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

組立工事

設 計
修理

工 事

設 計
活用

基本設計 実施設計 監理

活用工事

事業の工程



1階ホール



保存ｘ活用ｘ耐震補強

従来、個別の計画に陥りやすかった文化材の保存と活用と耐震

補強の3要素の連携を高めることで、元工場施設がもつ価値、

特徴、魅力を引き継ぐことを可能とした。保存と活用の両立が

文化財にとっても重要であるという認識が広く共有されてきた

中、積極的な耐震補強も加味することで、繊細な保存と大胆な

活用を実現している。

梁間方向で地震時の変形量が異なる点を考慮して、１階と２階

で補強を分けて、方法も変更した。1階は鉄骨フレームを主と

した補強、２階は水平垂直ブレースによる補強としている。１

階天井（2階床）の解体範囲を大きく減らすことが可能となっ

た。



外部補強案（２案）と内部補強案

耐震診断実施時の補強案比較

A バットレス案［鋼管ブレース＋制振ダンパー］(内部補強あり) B バットレス案［鉄骨柱］(内部補強あり)

C 内部鉄骨フレーム案(外観変更なし)

2009-10年、事前に実施した耐震診断時の補強案。A,B案は
部材構成は異なるが、ともに外部からのバットレス補強。
C案は内部鉄骨フレーム補強。
この時点では活用検討が始まっておらず、各案とも可能性
として提示した。
2015年からの事業開始とともに各案を精査し、活用内容も
考慮し、C案を基本として進めることとした。



内部補強案の改良

C案。既存軸部2スパンごとに鉄骨フレームを
設置。桁行方向にも繋ぎを設ける。補強柱が1

階天井(2階床)を貫通する。スパンを減らし既
存部材との干渉箇所を減らし、壁際に補強部
材を寄せる。

1階−2階で補強を分けた案。2階をブレース補
強としている。1階は既存軸部の各スパンに対
してフレームを設けて、C案よりも部材サイ
ズを落とした。

実施案、1階鉄骨フレームを各スパンで既存軸
部を挟むように分割。部材サイズをさらに小
さくし、既存部材との対比を明確にした。補
強による既存建物への負荷をできるかぎり抑
えるよう改良を重ねた。



1階

補強鉄骨建方完了

既存建物の解体範囲が限

られるなか、細かくパー

ツを分けた鉄骨をわずか

な開口部から搬入して組

み立てる。既存建物内部

では、一切溶接作業を行

わないため、すべてボル

ト接合としている。



建物内部に重機は入らな

いため、鉄骨の組立は大

半が手作業となる。また、

既存部材を傷つけないよ

う養生しながら慎重な仕

事が求められる。厳しい

作業環境においても、非

常に高い精度で鉄骨が組

立てられた。

補強鉄骨

既存中央柱上部取付詳細



垂直ブレースは既存部材

に取り付けた新しい木材

フレームに設置。2階の補

強を1階と変えたことで、

2階床板、板に貼られた亜

鉛鉄板の解体を少なくで

きた。

写真は貯繭大缶(ちょけん

たいかん)。繭の保管方法

は明治の操業当初から大

きく変化した。貯繭大缶

は保管前に繭を充分に乾

燥させる技術が発展して

から加えられた改造。こ

うした繭の保管方法の変

遷を読み解けることも西

置繭所の重要な価値であ

る。

2階垂直ブレース



継続性のある研究調査

【歴史・建造物】

富岡製糸場は、富岡市の所有になっ

て以降、建造物群調査を皮切りに、

建造物、遺構、歴史資料について、

継続的に調査研究を実施している。

2008 年からは研究センターを設置し、

毎年調査研究報告書を刊行している。

2014 年の研究報告書では、製糸場創

設期における資材調達に関する研究

（「富岡製糸場の設立に関わる横須

賀製鉄所との関連性について―「ヴ

ェルニー書簡」の分析を中心に

―」）から、最初期の建造物建設の

様相が明らかとなった。こうした継

続的な研究によって場内の変遷を紐

解くことが、富岡製糸場のみならず

製糸場の発展と衰退、ひいては本国

の近代化から現代にいたる一連の歴

史への理解を深める成果へとつなが

っている。

旧富岡製糸場建造物群調査報告書
2006

富岡市の所有となってから最初の
網羅的な調査報告書

史跡・重要文化財（建造物）旧富
岡製糸場保存管理計画
2008

場内の土地と各建造物の状態を把
握し、施設全体の保存管理方針・
方法をまとめた計画書

平成23年度富岡製糸場総合研究セ
ンター報告書
2012

2011年より毎年研究センターが発
行する報告書



継続性のある研究調査

【建造物】

場内における主要建物として最初の

本格的な工事を実施した西置繭所で

は、建造物が調査対象の主体となる。

過去に場内全体を対象とした網羅的

な調査が行われたが、破損部分を除

去し、建物としての保存をはかるた

めに、部分的な解体も生じる工事は、

より詳細で密度の高い調査を行うき

かいともなる。今回の工事では、屋

根、ベランダ木部、1階床組、建具を

一旦解体した。調査によって、建設

時の技術や仕様、改造の履歴や、建

物用途の変化、貯繭方法の発展過程

など、建物に残る様々な時間的変化

が把握された。本工事のように大規

模な文化財建造物の保存修理工事は、

100年に一度あるかどうか、という

稀な機会で、それに伴う調査は、高

い密度で膨大な労力を費やし行われ

る。その成果は保存修理工事報告書

としてまとめられている。



調査事例:屋根破損状況

上:屋根の破損状況

中:刻印分布状況

下:葺土時代区分

各種調査を通して、屋根の歴

史的変遷を明らかにすると同

時に状態を見極め全体の方針

を考慮しながら修理方法を決

定していく。

（修理工事報告書掲載図版）



調査事例:

1階床板時代区分と痕跡

西置繭所の1階は、生産シ

ステムの変化に合わせて、

用途を変更しながら使い

続けられてきた。床板を

一枚ずつ調査し、破損の

状態を確認し、その都度

加えられた改造の経緯を

も考察していく。

（修理工事報告書掲載図版）



調査事例:釘

建設当初の釘から操業後半の

釘まで、西置繭所には様々な

種類の釘が用いられていた。

建設時の技術や改造の履歴を

把握する重要な調査。

（修理工事報告書掲載図版）



継続性のある研究調査

【発掘】

富岡製糸場は敷地全体が国指定史跡

である。近代の遺跡に顕著な特徴と

して、文化財の価値に関わる遺構が

表土のすぐ下に存在したり、埋もれ

ることなく地表に出たりしている。

さらに給排水、電気設備、動力系統、

取り壊された建物の基礎など、地下

遺構にも複雑な増改築の痕跡が含ま

れている。そのため、なにか工事を

行おうとすれば、史跡としての価値

の毀損や滅失につながりかねない。

そこで、上部に露出する建造物の保

存をはかる際にも、遺構との干渉を

いかに避けるか、干渉する場合にど

う対処するか、発掘調査などを経て

慎重に判断してすすめている。発掘

による遺構調査も、現存する建物や

資料だけでは判読できない製糸場の

変遷を知る貴重なきっかけであり、

調査の継続性が断片的な情報をつな

ぎ合わせるためにも重要となる。



調査事例:

調査図・出土遺物

（修理工事報告書掲載図版）



継続性のある研究調査

旧富岡製糸場建造物保存修理工事報告書(2)

国宝旧富岡製糸場西置繭所

保存修理工事報告書
［建造物編|建造物図面編|発掘調査編］

保存修理工事竣工後に刊行される

報告書。事業内容、工事における

各種調査事項、各工事の詳細、耐

震補強、整備活用、史資料、修理

前後の写真や図面をまとめる。部

分的な解体を伴い、修理技術者が

綿密な調査を行う保存修理の機会

でこそ判明する技法や痕跡などを

詳細に記録する。

今回の事業では、同時に行った

発掘調査記録も報告書にまとめて

いる。こうした積み重ねが、富岡

製糸場の他の建造物や、他の文化

財建造物の保存へと引き継がれて

いくこととなる。



西置繭所では、修理と活用、それぞれの役割を分担し、かつ有識者会議も保存修理委員会と整備活用計画実行

委員会の2つを設けた。工事着手と同時に建物の詳細な調査が始まる。その調査は、仕様、変遷、破損、と多岐

にわたる。同時に、活用側からは、どう新たな機能を付加し配布するか、素材、納まりまで念頭に置きながらど

んな方法が有効か検討を進める。

調査が進むと、建物の様々な経緯（状態）が明らかとなってくる。今回の工事では、屋根の傷み、ベランダや1

階床など木軸部の腐朽といった、今後建物を維持していくために不可欠な部分は修理の手をかけ、煉瓦（補強と

一部の修理は行っている）、内部漆喰仕上げ、内部塗装などは極力手をかけずに保存をしていくことを目標とし

た。

保存の理念を共有したなかで、保存と活用の両面から可能性と必要性を鑑みた中、耐震補強も加味したうえで

導き出した解決策が、耐震補強を兼ねたガラスボックスの導入であった。文化財の活用という新たな課題ととも

に、耐震対策を同時に連携して検討することで、より積極的な方法を選択した。

ガラスボックスの導入 保存／活用／耐震の複合的な解決策の提示



西置繭所俯瞰パース

1F

2F



西置繭所1階内部

1階エントランスからギャ

ラリーを見る。既存の建

物には大きく手を加えず

に、新しく挿入されたス

ペースを用意した。

鉄骨フレームに取り付け

た照明は既存の天井や壁

を照らしており、来場者

はガラス越しに既存建物

の様々な表情を鑑賞する

ことができる。



ガラス越しに既存の壁を

見る。他の建物から異な

る種類の建具が転用され

たり、漆喰壁に反古紙が

貼られたりしている様子

が分かる。床、壁、天井、

柱、それぞれが様々な痕

跡をとどめており、115年

間の操業の歴史を感じさ

せる。

1階ホール



ギャラリーの展示資料は

ほとんどが製糸場内で保

管されていたもの。従業

員たちが仕事や生活の中

で使った道具や生活用具

などが中心となっている。

展示什器の一部には、か

つて場内で利用されてい

た机を転用した。

1階ギャラリー



2階では、修理において取

り替えた部材などを中心

に展示している。

2階



2階

修理にて取外した釘の展

示。一つひとつ観察し、

年代、種類、用途を判別

して区分けしている。



オープニングイベント

新規に制作した音声ガイ

ドには、特別編として、

建物に残る痕跡や古材か

ら着想したオリジナル浪

曲を用意した。

写真は、オープニングイ

ベントでの浪曲師玉川太

福氏によるオリジナル浪

曲の披露。




