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Mr. Shouichiro Kawamoto 

Letter to Cabinet Secretariat 

内閣官房地域活性化統合事務局 川本正一郎局長様 

 

From Sir Neil Cossons 
ニール・コソン卿 
 
Kyushu Yamaguchi World Heritage Nomination 

九州山口世界遺産登録 

 

1. I write as Chairman of the Kyushu Yamaguchi World Heritage Expert Advisory 

Committee, a position I have held for some four years. Ten meetings have taken place 

under my chairmanship, in which the proposed Kyushu Yamaguchi proposal has received 

intense and detailed discussion and analysis. 

 

1. ４年前に就任をした九州山口近代化産業遺産群世界遺産協議会の専門家委員会の議長とし

て、この意見書の筆をとりました。私が議長を務める中で、10 回に及ぶ会議が開催され、そ

の中で、九州山口のプロポーザルについては、集中的に、細部にわたる議論と分析が行われ

てきました。 

 

2. I am also a member of the Japan Government Cabinet Secretariat’s Expert Committee 

on the Industrial Heritage. 

 

2.私は内閣官房地域活性化統合事務局主催の産業遺産の有識者会議の委員でもあります。 

 

3. By way of further background, I have been involved with industrial heritage 

conservation for over fifty years culminating in being appointed Chairman of English 

Heritage - from 2000 to 2007. I was responsible for the selection of the industrial 

sites included in the United Kingdom Government’s 1999 Tentative List of World 

Heritage, most of which have now been inscribed, and was involved with the Cornwall, 

Derwent Valley and Liverpool nominations – all successful. Other international 

members of committee are similarly qualified. 

 

3. 私自身のバックグランドをさらに申し上げますと、私は産業遺産の保全に５０年以上も関

わっており、イングリッシュヘリテージ総裁に、２０００年から２００７年にかけて就任し

ておりました。就任中自身が手がけた英国政府の世界遺産の暫定リストの世界遺産の登録は、

殆どが世界遺産に登録に成功をし、その登録にはコーンウオール、ダーベントバレー、リバ

プールの海商都市が含まれます。委員会の他の国際委員も同様な実績を有しております。 

 

4. My reason for writing is to set out some of the crucial factors that need to be 

taken into consideration when putting forward the Kyushu Yamaguchi nomination. I am 

also aware that the Council for Cultural Affairs have expressed misgivings about the 

nomination. These I intend to address below. 

 

4 私がこの意見書を準備する理由は、九州山口の産業遺産の推薦を進めるに当たり考慮に入

れる必要のあるいくつかの重要な点を明らかにすることです。文化審議会は、本件の推薦を

進めることについて懸念を表明していると聞いております。これらにつきまして私は下記に

ご反論を申し上げたいと思います。 

 

5. First, some general points:   

 

5. 第一に総論について 
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5.1 The Kyushu Yamaguchi proposal has been the subject of prolonged and detailed 

examination in order to justify its submission to the Japan Government for 

consideration by UNESCO. This has involved numerous site visits and discussions by 

experts from within Japan and overseas. A first draft nomination document is currently 

being edited and a final draft will be available in September. Work is at an advanced 

stage on the management plans for the various sites. 

 

5.1 九州・山口の提案につきましては、ＵＮＥＳＣＯでの検討に向けて日本政府に提出する

のにふさわしいものとなるよう、長きに渡り、詳細な検討をくりかえしてきました。この検

討の過程におきまして、内外の専門家が現場視察と議論を重ねてきました。推薦書暫定版の

原案は現在編集中で、最終版は９月にできるときいております。様々なサイトにおける管理

保存計画の準備作業は、進捗した段階にあります。 

 

5.2 All this work has been the subject of presentations and discussions by the KY 

Expert Advisory Committee. There has been ample opportunity for concerns to be 

expressed and for these to be addressed as the project has moved forward over the 

last four years. 

 

5.2 これらの作業は、「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会の専門家

委員会において、すべて提示され、議論されてきました。過去 4 年間にわたりプロジェクト

を進める過程において、関係者には、懸念を表明したり、対応を検討する十分な機会があり

ました。 

 

5.3 Representatives of the Cultural Agency have attended all ten meetings of the KY 

Expert Advisory Committee as have some members of the Council for Cultural Affairs. 

At the last [and final] meeting of the Committee, held on 25 March 2013, the proposal 

received the unanimous support of all those present. 

 

5.3 文化庁の代表の方や文化審議会のメンバーのうち何名かの方は、１０回にわたる九州山

口近代化産業遺産群世界遺産登録推進協議会に出席をしていただきました。最終の委員会は

２０１３年の３月２５日に開催をされましたが、推薦書原案は出席者全員による満場一致の

支持をいただきました。 

 

5.4 There has also been widespread community support for the project, the result of 

numerous presentations, symposia and media interviews. 

 

5.4 このプロジェクトには多くのコミュニティの人々の支援があり、今まで数多くのプレゼ

ンテーション、シンポジウム、メディアのインタビューを受けてきました。 

 

6．The KY Project is new, novel and complex. It is also challenging. That is fully 

accepted and has been taken in to account at every stage of the process. But, it 

contains no issues that have not been addressed in other World Heritage nominations 

elsewhere in the world. As a result, this scheme demands imagination and goodwill 

from all engaged in its preparation.  

 

6．ＫＹ（九州・山口）プロジェクトは新しく斬新で複雑です。困難なものでもあります。そ

れらを常に受け止めて、この過程において、どの段階においてもしっかりと検討をしてきま

した。このプロジェクトの課題は、世界の他の国の世界遺産の登録においても、共有してい

る問題です。 

 

7. As an outside observer, as well as one of your external advisers, I have been 

immensely impressed with the enthusiasm and commitment of all the people and 

organisations with whom I have discussed this project over the last four years; 
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prefectures, cities and municipalities, industrial corporations, archaeologists and 

historians, overseas experts – all have been unanimous in their support and enthusiasm 

for marking Japan’s distinctive and distinguished industrial heritage in this way. 

 

7.外部のオブザーバーかつアドバイザーとして、過去４年間このプロジェクトについて共に

議論してきた人々や組織の情熱とコミットメントに私は強く感激をしてきました。県、市等

自治体、産業界、考古学者、歴史家、海外専門家といった関係者全てが、日本の特色のある

傑出した産業遺産をこの方向に進めることについて、支援し強い情熱を抱くことに一致団結

しております。 

 

8. In addition, because the range of sites includes a variety of ownerships – public 

and private, as well as operational – there has been intense debate about how they 

can be embraced within a single serial nomination, with sound management plans that 

address all the key concerns of UNESCO. Although there is still detail to be finalised, 

it is clear that an excellent management regime can be put together that meets all 

the requirements of sound stewardship. Again, these are typical of what has been 

achieved in World Heritage sites elsewhere. Resolution of these details should meet 

all of the points raised by the Cultural Council. 

 

8．加えて、本プロジェクトには官民の様々な所有者による、稼働中のものも含む構成資産が

含まれ、これらを、UNESCO が特に懸念しうる点に的確に対応した管理保全計画とともに、一

つのシリアルノミネーションにどのようにまとめることができるかについて議論が積み重ね

られてきました。さらに詳細をつめる必要はありますが、適切な管理の要件を満たすことが

できる優れた管理保全の枠組みが構築されることが明らかである。繰り返しになりますが、

こうしたことについても、他の世界遺産のサイトにおいて同様に達成されてきた実績があり

ます。こうした詳細に関する解決策は文化審議会により提起された諸点にも応えるものです。 

 

9. Let me turn to some of the more specific issues: 

さらにいくつかの特定の問題について述べたいと思います 

 

9.1 OUV. A wide range of sites were examined before a final slection was made. The 

group selected satisfy, in the unanimous view of the Expert Advisory Committee, 

UNESCO’s requirements for Outstanding Universal Value. As a group these sites 

reflect the development of Japan as an industrial nation in the second half of the 

nineteenth century, a transformation based in the first instance on iron and steel, 

coal and shipbuilding. Japan was the first Asian country to undergo such an industrial 

transformation. This was widely recognised throughout the world and defined Japan as 

a major industrial power by 1910. 

 

9.1 これらの多岐にわたるサイトは最終の構成資産としての選択が行われる前に、十分な検

討を行ってきました。選択された構成資産は専門家委員会で UNESCO が求める OUV（顕著で普

遍的価値）の要件を満たすものであるというのが委員の一致した見解であります。これらの

サイトは、一体となって、１９世紀の後半に日本が産業国家として発展をしたその道程を反

映するものであり、石炭、製鉄・製鋼・そして造船の分野での変遷を証言しています。日本

はアジアで最初に産業分野での変遷を経験した国であります。この点は世界で広く認識され、

１９1０年には主要な産業国家として認知をされました。 

 

9.2 It is accepted that not all the selected sites can be embraced under the existing 

legislation as administered by the Cultural Agency. This is especially the case with 

the operational sites – Mitsubishi, Nippon Steel and Miike Port. This has been known 

from the outset. Our view has been that inadequacies in the legislation should not 

prevent nomination; on the contrary, where there are legislative gaps other 

arrangements should be put in place to both satisfy UNESCO and meet the longer term 
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requirements of responsible management of the sites. Accordingly, detailed 

discussions have taken place with the owners of operational sites and it is clear 

that - using Management Agreements - more than adequate protection can be put in 

place. We must be careful to avoid administrative convenience or shortcomings in the 

legislation getting in the way of an outstanding and imaginative proposal going 

forward to UNESCO. 

 

9.2 選択をした全ての構成資産が、特に現役稼働の資産においては(三菱、新日鉄住金、三池

港)、文化庁が所管する既存の法令の対象とならいことは問題となりません。これは最初から

理解されていた点です。我々の見解では、文化財保護法の不十分な点は推薦の妨げにはなら

ず、逆に、法制面でのキャップがある場合は、UNESCO の基準を満たすとともに、サイトを長

期的に責任もって管理するという長期的視野にたった要件も満たす他の取り組みが導入され

る必要があります。さらに、現役稼働資産の所有者との詳細にわたる議論が行われてきてお

り、管理に係る合意を形成しながら、非常に適切な保護方策が整備されてきています。行政

の都合や法制の不備が、この傑出した画期的な提案が UNESCO に提出されるにあたっての障害

になることのないよう注意しなければなりません。 

 

9.3 Similar issues can be addressed under Landscape or Forestry legislation or, in 

the case of Nirayama, river laws. In each case, where there are specific issues these 

can be addressed and locked into appropriate management arrangements. There is no 

reason why a single legislative framework should be applied to all sites; indeed, to 

insist on such would deny the very qualities the nomination seeks to represent.  

 

9.3 同様の課題が、景観や森林関係に係る制度のもと、韮山においては河川法のもと、適切

な対応が行われています。それぞれのケースにおいて、個々の課題に適切な対応が行われ、

適切な管理保全体制に組み込まれています。１つの法的枠組みを全サイトに適用しなくては

ならない理由は無く、そうしたことに固執すると、この推薦が目指す水準の質が確保できな

くなります。 

 

10 Conclusions.  

 

10 結論 

 

10.1 Your advisers remain confident that the sites reflect an outstanding part of 

Japan’s history, and as such they are of Outstanding Universal Value; 

 

10.1 皆様のアドバイザーとして、この遺産群は、日本の歴史の特筆している部分を反映し、

顕著な普遍的価値を有するものであることであることを私は確信しています。 

 

10.2 Their management is being addressed in a series of site-specific Conservation 

Management Plans (CMPs); 

 

10.2 また、その管理保全は、サイトごとに作成される一連の管理保全計画（ＣＭＰ）を通じ

て適切に行われることとなります。 

 

10.3 The owners are working energetically to finalize these CMPs;  

 

10.3所有者も、管理保全計画（ＣＭＰ）完成に向けて精力的に取り組んでいます。 

 

10.4 It is a sign of the commitment of the alliance of owners （Mitsubishi, Nippon 

Steel, and Miike） and all the parties concerened that these CMPs should enable the 

sites to be protected and managed in accordance with UNESCO requirements; 
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10.4 これは、これらの管理保全計画（ＣＭＰ）により、UNESCO の要求する水準の管理保全

を各サイトにおいて実現しなくてはならないという事について、全ての所有者（三菱、新日

鉄住金、三井）及び関係者がコミットしていることの表れであります。 

 

10.5 This strength and commitment deserves the help and support of all those people 

and bodies concerned with Japan’s heritage; 

 

10.5 こうした強み及びコミットメントは、日本のヘリテージ（遺産）に関わる全ての人々

や関係団体の支援・サポートを受けるのに値するものです。 

 

10.6 Such concerns as have been expressed can, we believe, be addressed or dismissed 

as of no relevance;  

 

10.6 今回、（文化審議会より）提示された懸念事項は、十分な対応が行われているものか、

十分な妥当性が認められないと言わざるをえないものの何れかであると考えられます。 

 

11. The KY Project in its present form reflects many thousands of hours of dedicated 

work by people of great knowledge, skill and commitment. Such objections as have 

been recently presented fail to acknowledge or understand this. The points made are 

not valid and can in our view be dismissed. 

 

11.九州・山口のプロジェクトには、素晴らしい知識、技術、コミットメントをもつ人々によ

る、途轍もない時間に及ぶ献身的な働きにより、現在のかたちまで、作り上げられてきたも

のです。このたび提示されたような反対意見は、この点を認識・理解していないことによる

ものと考えられる。（懸念として）示された諸点は、正当な根拠が認められず、妥当性を欠

くものと言わざるを得ないということが我々の見解です。 

 

１2． As a conclusion, regarding the nomination document and the emerging CMP, in 

spite of questions raised by the Council for Cultural Affairs, we are confident that 

it meets the global standard and deserves nomination. 

 

12. 結論として、現段階の推薦書案及び作業中の付属文書については、文化審議会が疑問を

呈しておりますが、我々は、これらがグローバルな基準を満たし、十分に推薦に値するもの

であることを確信しています。 

 

Neil Cossons 

ニール コソン卿 

        

 

 

 

    

 

 


