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去る2017年11月30日、日本政府は、2015年7月5日にユネスコ世界遺産に登録された「日本

の明治産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」に関する『保全状況報告書』を世界遺

産センターに提出した 1

 

。この報告書は、世界遺産委員会の登録決定（Decision:39 COM 

8B.14）に盛り込まれた勧告事項の履行に関するものである。私たちは、日本政府がこの勧

告をどれほど忠実に履行しているのかに対して、強い疑問と憂慮を表明したい。 

私たちは、日本の当該施設の世界遺産登録を前後して、日本の登録への試みが、とりわけ

侵略戦争と強制労働を隠蔽し、近代化の歴史を美化するものであると批判した2。2017年末

には、世界遺産ガイドブック『「明治日本の産業革命遺産」と強制労働』を発刊した 3。

2015年の登録決定文4（g）は、「各構成資産がいかに顕著な普遍的価値（Outstanding 

Universal Value）に寄与し、日本の産業化の一つまたはそれ以上の段階を反映しているの

かを特に強調し、また各サイトの歴史全体（full history、または全体歴史）を理解できる

ようにする説明（presentation）のための解釈戦略（interpretive strategy）を樹立」す

るよう要求している。このような遺産の歴史全体に対する解釈戦略樹立義務とともに、登録

決定文4（g）の脚注に掲げられた日本政府代表の約束も重要である。日本政府は、「日本は、

1940年代に一部施設において、数多くの朝鮮人とその他の国民が、その意思に反して動員さ

れ、厳しい条件の下で強制的に労役し、第二次世界大戦当時、日本政府も徴用政策を施行し

たという事実について理解できるよう措置を講じる準備ができている」としつつ、「日本は、

インフォメーションセンターの設置など、被害者を記憶にとどめるための適切な措置を説明

戦略に盛り込む準備ができている」4

 

と述べた。こうした日本政府代表の約束自体は、歓迎

すべきものである。しかしながら、日本政府のこれまでの勧告履行状況は、世界平和と人類

共同の遺産保存のためのユネスコの目的と活動に逆行するものであり、ユネスコの存在理由

まで疑わせるものである。 

第一に、日本解釈戦略には、2015年7月5日に日本政府が公約した「意思に反して連れて来

られ（brought against their will）」と「働かされた（forced to work）」の説明が全く

ない。「働かされた（forced to work）」が「支えた（supported）」に変更され、「歴史

の全体」ではない半分の歴史しか説明されていない。 

2015年の登録当時、日本政府は「強制的に労役」した事実と徴用政策に言及したが、依然

として「強制労働」の存在を強く否定している。しかし、国際労働機関（ILO）の「条約勧

告適用専門家委員会」は、1995年以来、日本軍「慰安婦」問題と朝鮮人、中国人の徴用労働

者問題は強制労働に関する条約に違反するものだとしている5
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。 

htt
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第二に、日本が説明するべき強制労働の歴史は、いま、隠蔽を越え、一方的な歪曲の道へ

と進んでいる。保全報告書によれば、日本政府は、「明治日本の産業革命遺産」などで行わ

れた「労働」と「徴用」について調査し、研究する方針を立てたという。しかし、この方針

は民族差別や強制労働がなかったという主張を強化するためのものである。報告書は、特に、

「3）OUV（顕著な普遍的価値）に焦点を当てることを前提に、産業労働者のストーリーの解

釈は、OUV期間における日本の産業労働者に焦点を当てつつ、OUV期間以外の産業労働者につ

いては、第二次世界大戦中に日本政府が国家総動員法の下で労働者の徴用政策を実施したと

いう事実と、戦前・戦中・戦後に日本の産業を支えた（supported）多くの朝鮮半島出身の

労働者がいたという事実を理解できるようにする」（51ページ）としている。強制労働被害

者が産業を支えた者に変貌させられているのである。さらに、このような調査と研究の責任

を担う産業遺産国民会議は徹底的に官主導で運営されており、関連する市民団体や資料館な

どの活動家・専門家と批判的な見解を有している研究者の参加は排除されている。2017年10

月、この団体がウェブサイトにアップした「世界遺産軍艦島は地獄島ではありません」とい

う動画は、日本政府がどのような姿勢で「歴史全体」に臨んでいるのかをよく示している。

また、東京に「世界遺産情報センター」を設置するという計画は、該当の世界遺産から非常

に遠く離れているだけでなく、被害者を記憶にとどめるための目的とどのような関連がある

のか、理解できないものであり、不適切である。 

さらに、「産業革命遺産」にとうてい分類されえない施設、とりわけ侵略戦争を正当化す

るイデオロギーを伝播した私塾がどのように人類の「顕著な普遍的価値」に寄与するのかに

ついて説明することは、そもそも不可能なことである。自国中心の、軍国主義の歴史を賛美

する歴史認識は、ユネスコの理念である世界平和と人権に正面から挑戦するものである。 

 

この他にも、保全報告書は、解釈戦略に関連して技術的な問題ばかりに焦点を当てており、

今後、該当する遺産において何を教育し、習得させるのかが明確でないなど、多くの問題点

が含まれている。 

 

私たちはまた、日本政府がユネスコおよび世界遺産協約の目的はもちろん、これまで国際

社会が発展させてきた解釈戦略に関する基準を十分に考慮、実践していないことを、現地調

査を通して確認した。その基準とは、1964年の「記念物と遺跡の保存と修復に関する国際憲

章」（ヴェニス憲章）6、2006年の「産業遺産ニジニータギル憲章」7、2008年の「文化遺産

サイトのインタープリテーション及びプレゼンテーションに関するイコモス憲章」8、2010

年の「産業ヘリテージを継承する場所、構造物、地域及び景観の保存に関するICOMOS―

TICCIH共同原則」9

                                                                                                                                   
131; Observation (CEACR) -

 adopted 1998, published 87th ILC session (1999): Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) -

 Japan (Ratification: 1932), para. 12, 

などである。「明治日本の産業革命遺産」が真の人類の共同資産となる

ためには、日本政府がこのような国際基準にしたがって歴史全体についての解釈戦略を樹立

し、公衆（the public）に説明する義務を果たさなければならない。つまり、公的な疎通

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:

P13100_COMMENT_ID:2172187.  
6 The ICOMOS Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964, https

://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf. 
7 The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage, https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny

-tagil-charter-e.pdf.  
8 The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, http://icip

.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf. 
9  Joint ICOMOS -

 TICCIH Principles for the conservation of industrial heritage sites, structure, areas and landscape

s, https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf.  
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（public communication）を通じ、これらの遺産が歴史と不可分の関係にあるということ認

め、各遺産の真正性を完全かつ豊富に（the full richness）伝達しなければならない。

2008年のイコモス憲章が「何を、どのように保存し、どのように公衆に伝達（present）す

るのかについての選択はすべて遺跡解釈の要素である」としたことからも分かるように、世

界遺産委員会が日本政府に「歴史全体」についての解釈戦略を要求することは、世界遺産登

録制度において必要不可欠なことだったのである。 

 

このように、「明治日本の産業革命遺産」は、登録過程においてはもちろん、その後の履

行過程において多くの問題点が見られる。私たちは、世界遺産委員会に対して、次の事項と

合わせて、日本政府が公約を守り、これらの問題を解決するよう強く促すことを決定するか、

報告書の再提出を求めることを求める。 

 

１．ユネスコ世界遺産委員会は、日本政府が提出した保全報告書を、委員会の決定と国際社

会に明らかにした日本政府の約束、遺蹟解釈に関する国際基準に鑑み、持続的かつ徹底的に

審査し、監視すること。 

 

２．日本政府が明らかにした現在の解釈戦略では、「歴史全体」を忠実に伝達（present）

し得ないことを明確に示すこと。 

 

３．朝鮮人、中国人、連合軍捕虜の強制労働を産業遺産の「歴史全体」に盛り込ませること。 

 

４．「明治日本の産業革命遺産」が第二世界大戦、つまりアジアと太平洋地域における侵略

戦争において遂行した役割を「歴史全体」に盛り込み、示させること。 

 

５．日本政府の解釈戦略事業の透明性を確保し、強制動員関連民間団体と専門家の参与を確

保すること。 

 

６．日本政府が世界遺産委員会の決定と日本政府の約束を履行するために必要具体的な措置

を国際基準に見合った形でとるよう促すこと。 

 

 

[団体紹介] 

 

強制動員真相究明ネットワーク 

韓国の「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の活動を支援するために、2005年7月全

国各地から数多くの市民が参加し結成。これまで全国的な強制動員被害者の遺骨に関する調

査や、未払賃金の供託問題、郵便貯金の問題など韓国の委員会と協力・連携しながらその実

態の解明や情報公開などを日本政府に求める活動を展開。「明治日本の産業革命遺産」の登

録に際して二度の声明を発表。 

 

民族問題研究所 

韓国近現代史の争点と課題を解明し、韓日の過去清算を通じて屈折した歴史を改めていくた

めに、1991年2月市民の力で韓国ソウルに設立。『親日人名事典』、『日帝植民統治機構事

典』など事典の編纂と発刊、強制動員被害者・遺族への聴き取り調査、裁判支援、証言集の

発刊、資料収集・展示、歴史教科書国定化阻止運動など、学術研究と実践運動を同時に展開。

現在、ソウルにて「植民地歴史博物館」の建設運動を推進中。 

 



［添付資料］ 

 

日韓共同声明 

 

明治日本の産業施設の世界遺産登録2年を迎えて 

「強制労働の現場にしみ込んだ被害者の血と汗、涙の歴史を記録せよ！」 
 

２年前、私たちは、「明治日本の産業革命遺産」という美名の下にアジア侵略と戦争の歴

史を意図的に削除したまま23 施設を世界遺産に登録しようとした日本政府を強く批判した。

日本政府による世界遺産登録の試みは、強制連行・強制労働被害者はもちろん、ユネスコ創

設の精神を欺瞞する行為だったからである。私たちは、「明治日本の産業革命遺産」が日本

の右傾化に利用されてはならないこと、必ずや歴史の全貌が反映されなければなければなら

ないことを強調した。アメリカ、オランダ、中国も、戦争捕虜と奴隷労働について記述のな

い世界遺産登録を反対した。 

このような反対世論によって、2015 年7 月5 日、ユネスコ世界遺産委員会は、「歴史の

全貌を記述せよ」という勧告事項を盛り込んだ産業革命遺産の「条件付き」登録を決定した。

これに対して、日本の佐藤地ユネスコ大使は、国際記念物遺跡会議の勧告を真摯に受け入れ、

「1940 年代に、自分の意思に反して連れて来られ、過酷な条件下で働くことを強制された

多くの朝鮮人等が存在したこと、また、第二次世界大戦中に、日本政府が、徴用政策を実行

したこと、これらの事実」の理解を可能にするために、「インフォメーションセンターの設

置など、犠牲者を記憶にとどめるため適切な措置」を取ると、総会の場で約束した。日本政

府は、後続措置として、2015 年７月、産業革命遺産の登録を主導した加藤康子氏を内閣官

房参与に任命し、戦時中に朝鮮から動員された「徴用工」などに関する「初の実態調査」を

開始した。この調査結果に基づき、日本政府は、本年12 月、ユネスコに「説明戦略」を報

告することになっている。私たちは、この実態調査が誠実に実行され、歴史の事実を明らか

にする報告が公表されることを願い、期待している。 

しかし、私たちに伝わってくるいくつかのニュースは、期待より憂慮を強くさせる。世界

遺産登録に当たって、安倍首相は、「日本が西洋技術を取り入れながら、自らの力で人を育

て、産業を興し、産業国家となった」、「海外の科学技術と自国の伝統の技を融合し、わず

か５０年あまりで産業化を成し遂げた日本」と「日本スゴイ」論ばかりを展開している。内

閣閣僚らは、登録決定の直後から、「強制労働を認めたのではない」と公式否認した。日本

の右派メディアも、「強制労働はなかった」、「民族差別もなかった」などと、危険な歴史

修正主義的な言辞を繰り返し生産している。今年発表された教科書叙述に関する指針に、安

倍政府のこのような認識がそのまま反映されていることは明らかである。 

このような状況において、強制労働の実態がきちんと「インフォメーションセンター」に

反映されるのか、非常に懐疑的である。日本の産業化の進展、日本の発展は、「技術」の発

展だけで成し遂げられたものではない。そこには多くの人びとの労働の歴史も含まれている。

朝鮮などアジアへの侵略の歴史とも連結している。朝鮮人、中国人さらには第二次大戦中の

連合国軍捕虜の労働もあった。そのような光と影が交錯して刻まれた歴史が、産業遺産には

含まれている。 

ユネスコ憲章全文は、「政府の政治的及び経済的取り決めのみに基づく平和は、世界の諸

人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって、平和が

失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かれなければならない」と述べて

いる。「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録が、日本と韓国、さらにアジアの人

びとの間の「知的及び精神的連帯」を強化する契機となり、アジアの平和を築いていく一歩

となることを私たちは望む。今回の日本政府の調査においては、強制労働と捕虜労働などの

影と「犠牲者を記憶」するための歴史的事実がきちんと取り上げられなければならない。し



たがって、ユネスコICOMOS が勧告した「歴史の全貌」を明らかにすることに、日本政府が

誠実に臨むことを強く求める。三菱、新日鉄住金を相手に今も被害補償裁判を行っている被

害者の汗、涙、血の記録は、ありのまま、世界の人びとに知らされるべき歴史である。私た

ちは、そのような歴史をきちんと知らせる努力が行われる時まで、監視活動を続けていく。 

 

2017 年7 月5 日 

 

日本：在韓軍人軍属裁判の要求を実現する会、名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援

する会、朝鮮人強制労働被害者補償立法をめざす日韓共同行動、日本製鉄元徴用工裁判を支

援する会、ノー！ハプサ（ＮＯ！合祀）、強制動員真相究明ネットワーク 

 

韓国：太平洋戦争被害者補償推進協議会、勤労挺身隊ハルモ二と共にする市民の会、民族問

題研究所、靖国反対キャンドル行動韓国委員会、フォーラム真実と正義、民主社会のための

弁護士会過去事清算委員会 

 


