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 本研究では、朝鮮時代における宮、陵、宗廟を対象とし文化財、歴史的建造物を対象に障害者や高齢

者等全ての人々が差別なく利用できるバリアフリー観覧環境の構築に関する方策を提案することを目的

とする。まず、文化遺跡を対象としたバリアフリー研究をまとめて、関連する法律を検討する。そして、

バリアフリー空間の構築するために必要な改善策やプログラムなどのニーズを調査・分析し、施設を含

むサービス領域の改善方策を示す。 
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１．はじめに 

急速に高齢化する社会の中、社会的安全に対す

る意識や社会的マイナリティに対する普遍的な

観光の楽しみなどに関する問題が問い続けられ

ている。そのうち、文化遺跡は法律的にもバリア

フリー化が義務化でないことや文化財の保全・

管理及び活用は原型維持を基本原則であるため、

積極的に進展していない。本研究では、文化遺跡

のアクセシビリティ及びユーザビリティの向上

により文化遺産に対する観覧及び体験の機会拡

大を通じて、文化財に対する理解の向上、文化財

の価値増加及び発展につながることを目標とす

る。対象は朝鮮時代(1392年-1897年)における宮、

陵、宗廟とし、障害者や高齢者等全ての人々が差

別なく利用できるバリアフリー観覧環境の構築

に関する方策を提案することを目的とする。内容

としては関連する法律を考察、現場調査と結果か

ら改善方策を述べる。 

２．韓国の文化遺産について 

 朝鮮時代の宮、陵、宗廟は 2009 年にユネスコ

の世界遺産に登録され、歴史・文化的価値を認定

された。そのため、移動やアクセスに大きな役割

を果たすバリアフリー空間など、観覧環境の改善

が必要である。文化遺跡の利用環境と関連する制

度など現状と本研究の対象である宮、陸、宗廟に

対し考察する。 

２−１.関連する法・制度 

韓国の文化遺跡に対する法・制度は、「文化財保

護法」、「文化財の修理等に関する法律」、「文

化財の周辺施設等に対する公共デザイン指針」が

ある。「文化財保護法」は、文化財を保存して、民

族文化を継承し、これを活用できるようにする

ことで、国民の文化的向上を図ると共に人類文

化の発展に寄与することを目的としているが、

文化財の原型の維持が基本原則であり、バリア

フリー化に対する義務はない。 
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表 1 文化遺跡のバリアフリー関連法・制度 

２−２. 宮、陸、宗廟とは 

「文化財保護法」上、文化遺跡地は別に定義され

ていないが、当該法律上では文化財について、第

2 条(定義)第 1 項の有形文化財のうち、建物と、第

2 条(定義)1 項の３の記念物のうち、あ。に“寺院、

古い舞踊、貝塚、城跡、宮跡、窯跡、遺物を含む

層などの史跡地と特別に記念になるような施設

物として歴史的・学術的価値が大きいもの1”と定

義している。このうち、本研究の調査対象である

宮、陵、宗廟は記念物であり、その概念は以下の

通りである。  

宮の左側には、王が亡くなった先祖に祭祀を行

う祠堂である宗廟を建て、右側には土地を支配す

る神である社と穀物を支配する神である稷を置

いて祭祀を行う社稷の壇を建てた。 

朝鮮時代に建てられた宮は、景福宮
きょんぼっぐん

、昌徳宮
ちゃんどっぐん

、

昌 慶 宮
ちゃんぎょんぐん

、慶熙宮
ぎょんひぐん

、徳寿宮
どっすぐん

の 5 の宮がある。宮は

王と王族及び宮で働く人々が生活する空間で国

家統治のための建物と施設物があり、王の権威と

 
1 文化財保護法 第 2条(定義)の①項 3号のあ 
2 イ・ビョンユの他、王様へ行く、ジオマーケティング、2008. 
3 「障害者等便宜法」施行規則[別表1]の｀便宜施設の構造・材質等に関する詳

細基準｀により作成. 

格式を象徴し、政治と文化が集結された場所であ

る。 

朝鮮時代の王室の霊廟は、その品格により陵・

園・墓で区分し、王と王妃、椎尊王の陵が 42 基、

王の私親(生母)や王の後宮・王世子及びその嬪の

墓である園が 13 基、大君·公主·廃位王の墓であ

る墓が 64 基ある。殆どが朝鮮の都であるソウル

を中心とした京畿一帯(高陽市、光明市、南楊州市、

九里市、坡州市、華城市、金浦市など)に分布され

ている。42 基の陵のうち、北朝鮮の開城にある斉

陵(太祖·元妃·信義王后の御陵)、後陵(定宗と定安

王后の御陵)以外の 40 基の陵が韓国にある2。 

 

３．朝鮮時代の宮、陸、宗廟における 

バリアフリー観覧環境の現状と課題 

３−１. 概要 

調査は文化財庁管轄の管理事務所があり、直接

管理·運営している宮 2 か所、陵 7 か所、宗廟 1 か

所で総 10 か所の施設に対して行う。調査内容で

は、便宜施設の現状、施設利用時の制約要素、主

な問題点を検討する。 

表 2 調査概要 

 調査方法 内容 対象 時期 

予備 
調査 

基本デー
タを収集
、フィー
ルド観察
調査 

フィールド調査(障
害要素の把握)、チ
ェックリストの作
成と検討、写真ダ
ータの収集 

宮２ヶ所 
陵６ヶ所 
宗廟1ヶ所 

2019 年 6
月〜7月 

本調査 

構造化さ
れたチェ
ックリス
トを使用
した現場
観察調査 

便宜施設の設置現
況 
詳細な現場調査 
観覧動線(解説動
線等)把握 

宮２ヶ所 
陵７ヶ所 
宗廟1ヶ所 

2019 年 8
月〜9月 

調査は、予備調査と本調査に分けて行う。予備調

査を通じて対象地の内部のバリアの現況、写真デ

ータを収集する。本調査では法律により作られた

チェックリスト3を使用し、詳細なバリアフリー現

況と各調査対象地の観覧動線を把握し、詳細な調

査項目4に関する写真データを収集する。 

4 アクセス、障害者専用駐車区域、メイン出口の高さ解消、扉、廊下、階

段また昇降機、トイレ（大便器、小便器、洗面台）、点字ブロック、誘

導・案内設備、警報・避難設備、観覧席・閲覧室、受付・作業台、切符売

場・販売機・飲料台、妊婦などの休憩施設 

法・制度 主な内容 

文化財保護法 
(制定： 

1962.1.10) 

第 1条(目的)  
文化財を保存して、民族文化を継承し、
これを活用することで、国民の文化的
向上を図ると共に人類文化の発展に寄
与することを目的とする。 
第 3条(文化財保護の基本原則)  
文化財の保存・管理及び活用は、原形
維持を基本原則とする。 

文化財修理等
に関する法律 
(制定： 
2010.2.4) 

第 1条(目的)  
文化財を原形で保存・継承するために、
文化財修理・実測設計・監理と文化財
修理業の登録及び技術管理等に必要な
事項を定めることで、文化財の修理の
質を向上と文化財修理業の健全な発展
を図ることを目標とする。 

文化財の周辺
施設物等に対
する公共デザ
イン指針 
(制定： 
2012.9.10) 

第 1条(目的)  
この指針は、文化財を保存・管理・活
用等のため世知する施設物に対し公共
デザインの原則と基準を定めて、美し
い歴史文化景観を造成し、文化財の高
い価値創出することを目的とする。 
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表 3 対象施設 

施設類型 対象施設名 数 

宮 景福宮、昌徳宮、昌慶宮、慶熙宮、徳寿宮 ５ 

陵 
東九陵、 西五陵、 西三陵、 隆健陵、 
坡州三陵、 金浦長陵、 驪州英陵 

７ 

宗廟 宗廟 １ 

宮2か所、陵7か所、宗廟1か所で構成され、宮と宗廟

はソウルにあり、陵は首都圏に位置している。 

３−２. バリアフリー観覧環境の現状と課題 

調査対象施設に対して調査及び評価をした結果

は、設置率5と適正設置率6で示す。設置率とは便宜

施設の設置した割合をいい、適正設置率は便宜施

設が「障害等便宜法」により適切に設置されてい

る割合である。今回の調査のために作成されたチ

ェックリストは、3 段階で構成され、法的基準に

適している場合は適正(3 点)、不十分な場合は不適

正(2 点)、設置されていない場合は非設置(1 点)と

区分される。同じ文化遺跡地で評価項目が複数の

場合、すべての点数が与えられ、平均値で算定し、

評価する。例えば、障害者が利用可能なトイレが

複数ある場合は、平均値として示す。  

便宜施設の種類別の分類は「障害者等便宜法」の

分類に基づいて設定するが、文化遺跡地の特性上、

内部施設の代わりに利用施設とし、その範囲を文

化遺跡地の全領域としる。 

表 4 調査対象施設の設置率 

カテゴリ 設置率(%) 適正設置率(%) 差(%) 

媒介施設 85.0 49.3 35.7 

利用施設 55.7 31.0 24.7 

衛生施設 91.2 58.2 33.0 

案内施設 33.3 11.7 21.6 

その他の施設 37.0 23.3 13.7 

全体の平均 67.1 39.4 27.7 

調査対象施設の設置率と適正設置率はそれぞれ

67.1%と 39.4%であった<表 4>。 

媒介施設の設置率は平均 85.0%、適正設置率は

49.3%であった。利用施設の設置率は平均 55.7%、

適正設置率は 31.0%であった。衛生設備の設置率

は 91.2%、適正設置率は 58.2%、案内施設の設置

 
5 設置率(%)=設置数(適正設置数+不適正設置数)/全便宜施設数の

合計×100 

率は 33.3%、適正設置率は 11.7%であった。その

他の施設の設置率は 37.0%、適正設置率は 23.3%

と現れた。 

このうち、差額が最も大きい項目は媒介施設

(35.7%)と衛生施設(33.0%)ということが分かった。

そして、差異の低い項目は案内施設(21.6%)、その

他の施設(13.7%)として調査されたが、設置率が

30%くらいで全体的に利用施設、案内施設、その

他の施設へのアクセス性の向上が急務であり、既

存の便宜施設には適切な設置のための方案が必

要である。 

各空間ことの現状や問題点は表４のようである。 

４．まとめ 

本研究は、朝鮮時代における宮、陵、宗廟を対象

とし文化遺産の特徴を考慮したバリアフリー観

覧環境の造成に対する方案を提示することを目

的とした。文化遺跡地(宮、陵、宗廟)における観覧

環境の現況調査を通じて、文化遺跡地施設での移

動空間、アクセスの問題に対し分析を行った。 

４-1．改善方策 

改善方策は、次の通りである。 

まず、宮や宗廟は、共通的に主要文化財の基壇上

部までにアクセス可能にし、陵は１カ所以上のバ

リアフリー参観通路で計画し、丁字閣の上部まで

にアクセスできるようにすることが望ましい。文

化財へのアクセスのために使う、段差解消用の傾

斜路などは、移動式または取り外し可能な形で設

置することができる。傾斜路やリフトなどを設置

する場合には、石や木材などの自然の材料を使用

し、文化財の景観を損なわないようにする。 

また、文化財の周辺施設に対する改善も必要であ

る。駐車場、歴史文化館、トイレ、受付台、休憩

所のような、文化遺跡地の内部にあるが文化財で

はない施設に対するバリアフリー化が必要であ

る。段差解消のための傾斜路、床の仕上げなどの

施設物に対する継続的な運用・管理が必要である。 

最後に、物理的環境に対する情報と各種サービス

6 適正設置率(%)=適正設置数/全便宜施設数の合計×100 
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へのアクセス、サービス提供の範囲に対する総合

的な案内システムの構築が必要である。 

４-２．その他の提案  

文化遺跡地全体を移動して見ることができる循

環可能な参観通路の造成と、その動線をバリアフ

リー化する必要である。文化財への物理的なアク

セス以外にも視覚・聴覚など多様な障害や感覚に

対応する様々な体験型サービスを提供する必要

がある。触知可能な模型(ハンズオン模型)、分かり

やすい解説を含む音声案内、そして手話通訳など

の専門的なサービスも必要である。 
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表 4 現況・問題点・改善方策 

項目 現状・問題点 改善方策 

媒介
施設 

分類  

     

アクセス ・観覧動線の排水路の蓋の隙間、メイン出入口の高低差の発生 排水路の蓋の隙間は2cm未満にし、バリアフリー歩道の指定 

傾斜路 ・観覧動線の分離及び断切(障害者と非障害者) 迂回廊(管理者動線など)等を用いた動線体系を構築 

障害者専用
駐車区域 

・駐車区域の床標示の間違いや未設置 バリアフリー法に基づき設置 

・メイン出入口までの安全通路の未確保や床材による問題 障害者専用駐車区域とメイン出入口が離れている場合は、連続標識で案内 

利用
施設 

分類 

      

      

段差 
落下防止 

・出入口の傾斜路の踊り場及び落下防止用の欄干なし 欄干などを設置 

・落下の恐れのある区間に落下防止用の欄干や手すりなし 歩道橋に転倒防止用の欄干などを設置 

展示高さ ・子供、車椅子使用者が見えない展示物の高さ 展示物の高さに合わせて視認性確保(床面をあげる) 

アクセス 
・歩道から休憩空間へのアクセス不可、縁石など境界石の段差あり 段差をなくし、床材を歩道と連続的で平たに設置 

・段差による丁字閣内部にアクセス不可 迂回路(傾斜路)または垂直リフトを設置。人的サービス提供 

衛生
施設 

分類 

      

ブッロク ・視覚障害者用誘導ブロックの誘導と設置が不適正 
バリアフリー法の基準で改修、 
担当者の教育とマニュアルなどの配布必要 

大・小便器 ・大便器の側面空間の未確保、大・小便器手すりの不適切な設置 

案内
施設 

分類 

      

床材 ・床仕上げ及び材料が原因でアクセスが困難 アクセスできる平たで硬い床材にする。デッキを設置 

案内板 
表記 

・触知図が点字のみで表記されている UD案内板設置、認知性が高く分かりやすい視覚案内標識を設置、ピクト

グラム等を用いた多様な情報の提供(外国人)、様々な外国語の表記など ・案内版には施設名のみ表記されていて、距離がわからない。 

その
他の
施設 

分類 

      

下部空間 ・(チケット販売台)車椅子使用者のアクセスできない(下部空間) 高さ調節、人的対応 

段差、高さ ・(自販機）全面段差あり、操作ボタンなどの高さが不適切 UD対応の自販機設置 

床材 ・水飲み台の床材(平たさ、段差など)によりアクセスできない。 段差をなくし、平たな床材に改善 
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