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⼀般財団法⼈産業遺産国⺠会議

≪ 今号のトピックス ≫

1. 産業遺産ガイドアプリが配信
「明治日本の産業革命遺産ガイドアプリパスポート」

2. ガイドマップの制作・配布
3. ミニパンフレットの制作
4. 海外有識者が来日、各資産を視察
5. 佐賀で「デジタル・ドキュメンテーション展」
を開催

6. TV番組「福岡県庁知らせた課」にてガイドアプ
リパスポートが取り上げられる

7. 専務理事「耐火物技術協会」主催講演にて登壇



１.
産業遺産
ガイドアプリ
配信
明治日本の産業革命遺産ガイドアプリ
パスポート

「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、
造船、石炭産業」の理解促進を目的と
したスマートフォン用ガイドアプリ

「明治日本の産業革命遺産ガイドアプ
リパスポート」をが、本年３月に一般
公開されました。

App Store及び、Google Play Storeにて
配信しております。 本アプリは8県11市に存在する「明

治日本の産業革命遺産」来訪者に映像
やテキスト、ARカメラ機能を用いて
わかりやすく資産を説明するとともに、
カーナビとの連携機能を有し関連施設
へのアクセスをサポートします。

また、クイズ正解率やアプリの利用

によって獲得するポイントでユーザー
をランキングすることにより、アプリ
ユーザーを現地へ誘う工夫しておりま
す。

アプリタイトル画面

産業遺産ガイド画面

現地AR機能画⾯
【iOS】 【Android】

右のQRコード・または、App Store・
Google Play Storeにて「明治日本」と
検索し、ダウンロードください。



２.
ガイドマップの
制作・配布

弊財団ではスマホアプリ「明治日

本の産業革命遺産ガイドアプリパス
ポート」と連動した「明治日本の産
業革命遺産アクセスガイドマップ」
を制作し、本年4月より各資産の立
地地域を中心に無料配布を開始して
います。

【掲載内容】

1. 構成資産紹介
（アクセス情報・資産概要）

2. イラスト付き構成資産の立地地図

3. 連動アプリのARカメラ機能により
資産画像がマップから立ち上がる

4. MapQR（カーナビ転送機能と連動
した次世代型QRコード）
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【配布部数】
・80万部（2017年4月～9月）

【配布場所】
・構成資産立地自治体関連施設
・各資産立地地域の郵便局
・JR九州 各鉄道駅
・NEXCO西日本管内の
サービスエリア・パーキングエリア

・各種交通機関 ほか

本ガイドマップは、英語版の配布も開
始しました。

本マップは、アプリのARカメラを
使った各資産の情報提供機能、株式会
社デンソー様ご提供していただいた
QRコード（MapQR）による各資産ま
での経路誘導機能を備えています。

また、マップ裏面では日本郵便株式
会社様ご協力により、通信販売方式で
各資産の地元産品をご購入いただける
紙面としています。本マップを通じて、
「明治日本の産業革命遺産」を巡る
ルートへの誘客とともに地元の経済活
性化への貢献を目指します。

【MapQRガイド機能】
株式会社デンソー様提供のMapQRを専
用ナビゲーションアプリ『NaviCon』
で読み込むと、カーナビへと転送され、
資産までのルートを表示いたします。

【アプリ連携機能】
「明治日本の産業革命遺産ガイドアプ
リパスポート」内のARカメラをマッ
プの構成資産の上にかざすと、資産の
画像が立ち上がります。

資産情報とMapQR

連携アプリ『NaviCon』
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本冊子は、構成資産の立地自治体か
ら成る「明治日本の産業革命遺産」世
界遺産協議会が作成したもので監修・
文章の執筆を弊財団専務理事の加藤康
子が担当しております。
従来の「ユネスコ推薦書」・「ダイ

ジェスト版」とは異なり、一般配布を
目的としており、全24頁にて「明治日
本の産業革命遺産」のストーリを中心
に解説がなされ、資産の美しい写真を
織り交ぜつつ、広く一般の方にもわか
りやすい内容となっております。

３.
ミニパンフレット
監修

【配布場所】
・構成資産立地自治体関連施設
・一部宿泊施設
・鉄道駅 など



来訪者が最初に訪れるビジターセン
ター等でOUVの全体的な情報を発信し、
その後各現場において個々の資産に関
する情報を発信するというインタープ
リテーションの流れや、個々の資産が
どのような形でOUVへの貢献を発信す
べきかについてもご提言をいただきま
した。

また、6月6日（火）から９日（金）
にかけて海外有識者のニール・コソン
卿、バリー・ギャンブル氏、ディヌ・
ブンバル氏、マイケル・ピアソン氏、
ダンカン・マーシャル氏が来日し、

砂防ダムの視察と有識者会議を行いま
した。

2017年5月8日（月）から13日（土）
にかけて、海外有識者のサラ・ジェー
ン・ブラジル氏とバリー・ギャンブル
氏が来日し、今年1月に行われた前半
の視察に続き、インタープリテーショ
ン戦略策定のための視察が行われまし
た。今回は長崎、北九州、中間、萩、
釜石の構成資産が対象でした。

各構成資産において、海外有識者か
らインタープリテーション戦略の目的
や、その仕組みについて各地の状況に
沿った解説があり、今後の課題につい
て構成自治体との活発な議論が行われ
ました。「明治日本の産業革命遺産」
がシリアルノミネーションであること
から、23の構成資産の世界遺産価値
（OUV）を１つの全体価値として発信
していく必要があるということが力説
されました。

４.
海外有識者が来日、
各資産を視察

三菱長崎造船所史料館（旧木型場）

中間市地域交流センター

三菱重工長崎造船所
ジャイアント・カンチレバークレーン



デジタル・ドキュメンテーション展
では「明治日本の産業革命遺産」が所
在する8県を巡回しており、佐賀県は7
番目（6県目）の実施で、６月初旬よ
り約3ヶ月の展示となります。

場所：佐野常民記念館

展示期間：２０１７年６月６日より３
か月間（予定）

【デジタル・ドキュメンテーション展とは】

Google社が開発した「リキッド・ギャ
ラクシー」による、資産の臨場感あふ
れる展示を行うイベントです。7面の
大型ディスプレーを用いたパノラマ映
像により、Googleアースやストリート
ビューを活用しながら構成資産を紹介
します。上空から各資産に迫っていく
迫力の画面展開のほか、多数の古写真
や絵図、動画もまじえた解説を行いま
す。

（メディア掲載）

2017年06月07日 佐賀新聞

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/435833
2017年06月07日 サガテレビ

http://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=612

三重津海軍所跡を構成資産に含む、
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺
産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」につ

いて、迫力のパノラマ映像で学ぶこと
のできる「デジタル・ドキュメンテー
ション展」を、佐賀市の佐野常民記念
館にて開催しております。

この展示では、大画面の液晶とタッ
チパネル、ジョイスティックを使用し
たインタラクティブなシステムにより、
２３の構成資産の迫力を体験すること
ができます。また、今回の展示は２３
の構成資産の一部である、三重津海軍
所跡の目の前にある施設で行われ、展
示と現地を見比べて楽しむことができ
ます。

５.
佐賀で「デジタル・ド
キュメンテーション
展」を開催



RKB毎日放送様のテレビ番組「福岡
県庁知らせた課」にて、「明治日本の
産業革命遺産ガイドアプリパスポー
ト」が取り上げられました。

現地カメラのほか、非公開資産の内
部を見ることができる動画等を中心に、
現地でアプリを使っていただいている
様子が放映されております。

６.
TV番組「福岡県庁知
らせた課」にてガイド
アプリパスポートが取
り上げられる

この番組の中では、九州地方を拠点
として活動しているアイドルグループ
ＬｉｎＱの岩本琴音さんが、アプリの
機能や魅力を紹介されております。

詳細につきましては、以下リンクよ
り動画をご覧ください。

http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/ja/movies/detail/3305

アプリタイトル
画面



７.
専務理事
「耐火物技術協会」
主催講演にて登壇

国内高温産業の発展への寄与を目的
に設立された「耐火物技術協会」九州

支部主催の春期支部講演会にて弊財団
専務理事・加藤康子氏が登壇しました。

耐火物は明治日本の産業革命遺産の
ストーリーの一つである製鉄に深い関
わりのある金属や、セメント、ガラス
の製造過程に使われる窯や、焼却炉な
どの高温設備の内張りに用いられる材
料で、高効率安定操業や製品品質の高
級化の観点から、不可欠な高温材料の
ひとつと位置づけられています。

講演会が行われた北九州市は、明治
34年に操業を始めた官営八幡製鐵所の
立地する土地であり、耐火物は製鉄業
に深く結びついていることから、明治
日本の産業革命遺産に関する講演が行
われました。

講演は、地元財閥の「安川松本商

店」創業者・安川敬一郎、松本健次郎
の親子により、“技術で日本を支える
人材育成”を目的に、明治42年に開校
した日本最初の4年制工業専門学校で
ある私立明治専門学校を前身に持つ九
州工業大学で開催されました。

加藤専務理事は、鉄鋼業界の関係者

を前に「地域活性化の原動力としての
明治日本の産業革命遺産の意義」の演
題で、現在の世界最高技術水準の座に
ある日本の鉄鋼業を支えてきた耐火物
業界と明治日本の産業革命遺産群の成

り立ちとその歴史、重要性、今後どの
様に生かして次の世代へとつなげてい
くべきか等について語りました。

150人の参加者からの質問に答える加藤
専務理事

[本件に関するお問い合わせ先]
⼀般財団法⼈産業遺産国⺠会議

〒160-0008 東京都新宿区三栄町26-3 インターナショナルプレイス5階
電話番号 03-3357-6210 FAX番号 03-5363-2616

info@sangyoisankokuminkaigi.com http://www.sangyoisankokuminkaigi.com


