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本稿は、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のなかでも、観光客の増加傾向の著しい軍艦島を対象として、

世界遺産登録に至るまでの動向の整理と、実際に観光客の増加していく過程でみられる課題について、ポリティ

クスの側面から検討を加えた。その結果、世界遺産の対象構造物以外にも価値を見出している観光客に、我が国

の経済発展を支えた人びとへの敬意や追悼、祈りといった軍艦島の持つ価値の多様性を伝えるダークツーリズ

ムの視点の有用性を提起した。 
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１．はじめに 

(1)背景と目的 

我が国は、本格的な人口減少および超高齢社会の渦

中にある。「地方創生」の用語に代表されるように、首

都圏と地方の人口・雇用格差の縮小を目的とした施策

が推進される一方で、その効果は限定的であることを

指摘する識者も少なくない。そのなかで、観光による

交流人口や経済活動の新たな創出に期待が向けられて

いる。たとえば、本稿で扱う端島(軍艦島)の位置する長

崎市は、直近 2 回の国勢調査の比較で県庁所在都市の

うち人口流出者数がワーストを記録し(14,258人/5年)、
観光都市としての知名度の高さを活かした観光振興に

活路を見出そうとしている
(1)
。2023 年春に暫定開業予

定の九州新幹線長崎ルートや、それにともなう長崎駅

周辺再整備事業の目玉であるMICE 施設などのインフ

ラ整備や、すでに高い認知度を誇る長崎さるく、夜景

観光などへの誘客の強化を推進している。その結果、

2016 年に長崎市を訪れた観光客は 672 万人超と、熊本

地震の影響が懸念されたものの 3 年連続で過去最高を

記録した
(2)
。 

長崎市の観光にとって、2015 年 7 月に「明治日本の

産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の世界

遺産への登録は、観光客の増加という点においてプラ

スに作用したと思われる。しかし、無許可上陸による 
 
 

立入禁止区域への侵入、後述する登録時の経緯から韓 
国のマスコミによる無許可取材といった事案も生じて

いる。 
さらに、2018 年に世界遺産の登録審査が予定されて

いる「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は、

すでに教会内部の無断撮影や葬式ミサの見学、周辺道

路での違法駐停車の増加などの問題が表出しつつある

1)
。一方で、2017 年 1 月に全国公開された米国映画『沈

黙』は、教会を含む長崎市域の世界遺産候補地への誘

客にプラスに作用している
(3)
。 

このように、長崎市は 1 つの地方自治体に、複数の

世界遺産が存在する我が国で唯一の“世界遺産密集地”

となる可能性に現実味が生どつつある。よって、それ

らの動向に注目することで、世界遺産観光がもたらす

正負のインパクトを考える適地と言えよう。 
ところで、世界遺産をめぐる多様な主体の政治的意

図を無視して、世界遺産観光の持続性を担保すること

は困難である
2)
。世界遺産登録の目的は、世界の文化

遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)
前文や第 4～6 条において、われわれ人類にとって「顕

著な普遍的価値」をもつ文化遺産や自然遺産を保全す

ることと規定されているものの、観光などによる地域

振興は謳われていない。あくまで、人間による遺産を

訪ねる人々の増加という現象は、副次的なものにすぎ 
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図-1 軍艦島の位置 

注：深見・沈(2017)より引用
4)
． 

ない点に留意すべきである。その意味において、世界

遺産が対象となる観光は、保全体制の確立と強化を図

ることと同時に、「ポリティクスとしての世界遺産」の

特性を無視することはできない
3)
。 

そこで、本研究は「明治日本の産業革命遺産」の構

成資産のなかでも、観光客の増加傾向が著しい軍艦島

を対象として、世界遺産登録に至る過程と、実際に観

光客の増加していく過程でみられる課題について、ポ

リティクスの視点から論じることを目的とする。 
(2)研究方法 

はじめに、軍艦島が世界遺産に登録されるまでの動

向を整理する。つぎに、軍艦島を訪れる観光客の増加

とその背景を各種統計より把握したうえで、2017 年 7
月に公開された韓国映画『軍艦島』がもたらしたポリ

ティクス的側面について、日本と韓国の新聞記事に依

拠しつつ論じる。最後に、軍艦島の事例から世界遺産

観光の課題と展望について述べる。 
 
２．世界遺産・軍艦島とポリティクス 
(1)世界遺産登録までの動向 

軍艦島は、長崎港から 
南西に約 19km の長崎湾 
内に位置する(図-1)。明治 
初期から石炭の優良鉱と 
して知られ、1960 年には 
人口5,267人に達し、我が 
国の産業を支え続けた。 
しかし、1960 年代のエ 

ネルギー革命と坑内の自 
然発火が要因となって、 
1974 年 1 月に閉山、同年 
4 月には全島民が島を離れた。2009 年 4 月に長崎市に

よって、観光を目的とした上陸が島の遊歩道約 300m
の区間で解禁されるまで、多くの人々にとって軍艦島

は言わば“忘れられた”存在となった。 
転機は、2003 年に元島民の坂本道徳氏を代表とする

NPO 法人軍艦島を世界遺産にする会が誕生し、2006 年

には九州各地の産業遺産の観光資源化に取り組む

NPO 相互の連携を目的とした、九州伝承遺産ネットワ

ーク協議会が発足したことに求められる。その後、2009
年 1 月に軍艦島を含む「九州・山口の近代化産業遺産

群」は世界遺産の暫定リストに記載された。2013 年の

「明治日本の産業革命遺産」への改称を経て、2015 年

7 月に世界遺産に登録された。軍艦島では、数多く残

る建造物のうち、護岸と石炭生産施設が対象となって

いる。登録過程において、韓国政府は、先の大戦で朝

鮮出身者が徴用された軍艦島などの構成資産候補の登

録に反発し、両国の調整は難航した。最終的に、軍艦

島を含む「明治日本の産業革命遺産」の登録にあたっ

て、日本代表団は、「1940 年代に、意思に反して連れ

て来られ、厳しい環境で労働を強いられた」朝鮮出身

者が多く存在したことに対する理解を深め、いわゆる

“負の遺産”としての側面を記憶にとどめるため、た

とえば情報センターの設置などを検討するとした
(4)
。 

(2)軍艦島を訪れる観光客の増加 

上陸解禁以前は、軍艦島の周囲を航行するクルーズ

観光があり、年間約 1 万人の利用実績であったことか

ら、長崎市は、上陸解禁後はその数倍程度の伸びを想

定していた
(5)
。2009 年 4 月の上陸解禁以降、島を訪れ

る観光客は増加の一途をたどった(図-2)。2015 年度に

は 28 万人を突破、2016 年 4 月に累計で 100 万人の大

台に達した。2016 年度は、世界遺産登録の翌年に起こ

る反動減や、熊本地震の影響で前年比－9.3%(約26.5万
人)にとどまったものの、累計で 125 万人を突破した。 

 

図-2 軍艦島への観光客(上陸客数)の推移 

    注：『長崎市観光統計』『長崎県観光統計』より筆者作成． 
なお，上陸解禁は2009年4月である． 

 
現在、軍艦島クルーズ事業は 5 社が展開しており、

観光客は必ずいずれかの運航する船舶で上陸し定点ガ

イドのサービスを受ける(写真-1)。アクセスに一定の制

約が存在するにもかかわらず、観光客数は上陸解禁を

決定した長崎市の見込みを大幅に上回る。長崎の民間

シンクタンクは、軍艦島の上陸解禁から 3 年間で約 65
億円の経済波及効果があったと発表するなど

(6)
、長崎

市の世界遺産観光を象徴する存在と言える。 
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さらに、2011 年 3 月に長崎市が実施したアンケート

調査によれば、軍艦島の観光客を特徴づけるものとし

て、県外者が圧倒的に多く(94%)、上陸ツアーに対して

満足感を抱いている割合も95%と高値にある点が挙げ

られ、今日も同様の傾向である
(7)
。近年では、インバウ

ンド効果もあって、外国人観光客の姿も目立ち、とく

に韓国人観光客の増加が顕著である。 

写真-1 軍艦島での定点ガイド 

注：2011年2月8日筆者撮影． 
 
長崎市が実施したクルーズ事業社への聞き取り調

査によれば、次節で取り上げる映画『軍艦島』の予告

編公開後、とくに 6 月以降の増加傾向が確認できる。

しかし、映画の効果によるものと判断するには客観的

資料は管見の限り存在せず、留意を要する
(8)
。また、韓

国政府が問題視する戦時徴用等に関する歴史的事実の

解釈のちがいに起因するトラブルは、観光の現場では

ほとんどみられず、これまで長崎市に韓国人観光客か

らの抗議が届いたことはないという
(9)
。ただし、軍艦島

上陸時に観光客を装った政治活動家らが政治的スロー

ガンの書かれた韓国語の横断幕を掲げ写真を撮影した

例は瑣少ながら起こっている。 
(3)韓国映画『軍艦島』の波紋―日韓の報道記事から 

 軍艦島を含む「明治日本の産業革命遺産」の世界遺

産登録に、直前まで反対の立場をとった韓国において、

2017 年 7 月、柳承完(リュ・スワン)監督の映画『軍艦

島』が公開された。本作品は「日帝強占期、われわれ

はそこを地獄島と呼んだ」をコピーに掲げ、同年 1 月

に解禁された予告編は驚異的な再生回数の伸びを記録

し(13 時間で 100 万回超)、映画本編の公開初日におけ

る観客動員数は韓国記録を更新(約 97 万人)した。 
 ところが、映画を観た韓国人の反応は冷淡とも呼べ

るものであった。史実への脚色が過剰であることに、

実際に徴用された経験者の 1 人は、「映画はもう少し

淡泊であるべき」
(10)
と率直な感想を述べている。また、

朝鮮日報は 2017 年 8 月 4 日付韓国語版に、「朝鮮人数

百人が軍艦島脱出？試みさえできないだろう」「500 万

人動員映画『軍艦島』気がかり」の見出しで、2004 年

から 11 年間にわたり韓国政府の「日帝強占下強制動員

被害真相糾明委員会」調査 2 課長を務めた鄭恵瓊(チョ

ン・ヘギョン)氏による、軍艦島の特集記事を掲載した。

氏は、1938 年の国家総動員法にもとづく徴用を「強制

動員」、賃金の貯金や年金積立を「搾取」「事実上の人

身売買」と厳しい表現で評価する一方で、「映画のよう

に集団脱出を試みたり日本軍と武力衝突したりしたと

いう記録や証言はない。映画の後半部分は想像力の産

物にすぎない」と明言している。 
 また、成均館大東アジア歴史研究所の韓恵仁(ハン・

へイン)氏は、本映画が投げかけるポリティクスを以下

のように提起する
(11)
。 

「我々は大日本帝国の言語で作られた「公式資料」と 
体現的に作られた植民地支配の記憶というまた違った

資料を組み立て、歴史を記述する。これは『軍艦島』

がぶつかり、解決しなければならない問いでもある。」 
 本映画をめぐって、我が国の報道の多くは、総じて

批判的な論調が目立つ。とくに、「想像力の産物」が混

在し「事実と創作の境界」が観客に分かりにくい点や

(12)
、ホロコーストを連想させる場面などが独り歩きし、

「国際社会に対する対日プロパガンダに利用」されて

いくことを憂慮するものもある
(13)
。 

 
３．考察―ポリティクスの緩衝作用としてのダークツ 

ーリズム 

世界遺産制度は、ポリティクス性を完全に排除する

ことはできない。さらに、世界遺産観光の場合、「『世

界遺産としての価値』と『観光資源としての価値』と 
いう 2 つの価値は、異なる内容」を指すことも多い

5)
。

すなわち、世界遺産観光の現場では、構成資産と周辺

の関連遺産は必然的に歴史の連続性を帯びており、軍

艦島の場合も、世界遺産の対象としては 1850 年代～

1910 年の構造物に限定されるが、観光客の多くに注目

される遺構の多くは、大正・昭和期のものであり、上

述の指摘の妥当性が確認できる。 
 また、観光客の増加は、軍艦島という産業遺産への

注目度を高め、保全に関する理解促進も期待される。
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しかし、ガイドをはじめ元島民や地元である長崎市の

人びとが「産業は遺産の保存や活用に関わることによ

って、思いがけず歴史の意味づけをめぐるポリティク

スに巻き込まれる」点も無視できない
6)
。 

 映画『軍艦島』は、まさにその一表層としてとらえ

ることができる。近代化の原動力となった建造物や人

びとに刻まれた記憶が、年月の経過により継承が困難

となり忘却されるのは、「そこから得られるはずの知恵

や教訓といったものすべて」を失うことにつながる
7)
。

また、韓国が徴用をめぐる問題にのみ焦点を当てるの

は、ある意味で産業遺産や世界遺産観光をめぐる議論

を矮小化させる危険もはらんでいる。すなわち、産業

化や産業社会の多様性としての“光”と“影”を直視

する機会の損失は、相互の感情的対立が前面に立ち事

態の膠着化を招来しかねないのである
8)
。 

 そのうえで、「見せ方」の工夫として、軍艦島を世界

遺産としての構造物にとどまらない価値を見出してい

る観光客に、ダークツーリズムの視点
(14)
から我が国の

経済発展を支えた人びとへの敬意や、厳しい歴史を偲

ぶといった軍艦島の持つ多様な価値の発信を提起した

い。徴用のほか、過酷な炭坑労働環境(落盤や火災とい

った労働災害など)、キリスト教信徒の祈りをつなぐ苦

難の歩みなどは、“影”への注目が“光”との連続性を

もって軍艦島を語る契機となる切り口である。韓国に

おいても、ダークツーリズムの視点から軍政下の人権

弾圧や戦跡などを扱う取り組みが徐々に注目を集めて

いる
(15)
。ダークツーリズムという「見せ方」は、ポリ

ティクスの緩衝作用が期待され、対象となる世界遺産

観光をより深みをもったものへと昇華させるであろう。 
 
４．おわりに 

本研究は、「明治日本の産業革命遺産」を構成する軍

艦島を対象とし、長崎市の世界遺産観光の現状をポリ

ティクスの側面から課題と展望を論じてきた。 
2018 年、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」の世界遺産の登録審査を控え、長崎市における世

界遺産観光はより地域への正負のインパクトがもたら

されると予想される。観光客(ゲスト)とホストが邂逅

を重ねることで、ポリティクス的側面の超克につなが

ることを期待したい。 
 

付記：聞き取り調査に快く応じてくださった、長崎市世界遺産

推進室長の田中洋一氏に、厚くお礼申し上げる。本研究は、

JSPS科研費16K02072の助成の一部を使用して実施した。 

【補注】 

(1)2016年11月21日付の毎日新聞記事による。 

(2)『平成28年度長崎市観光統計』による。 

(3)2017年5月10日付の毎日新聞記事による。 

(4)2015年7月6日付の読売新聞記事による。 

(5)筆者が 2016 年 4 月 26 日におこなった、長崎市世界遺産

推進室に対する聞き取り調査による。 

(6)長崎市が2012年3月に実施した観光客へのアンケート調

査結果をもとに、公益財団法人ながさき地域政策研究所が

算出した。 

(7)長崎市が2012年3月に実施した観光客へのアンケート調

査結果、ならびに中西ほか(2015)
9)
の同種の調査結果によ

る。 

(8)筆者が 2017 年 9 月 27 日におこなった、長崎市世界遺産

推進室に対する聞き取り調査による。 

(9)逆に、日本国内から、「韓国側に抗議せよ」との意見は長

崎市に多数届いているという。前掲(8)。 

(10)2017年8月17日付の中央日報(日本語版)記事による。 

(11)時事週刊誌『ハンギョレ21』1174号(2017年8月、ハン

ギョレ新聞社刊)より抜粋(原文は韓国語)。 

http://h21.hani.co.kr/arti/society/society_general/

43980.html （最終閲覧日：2017年9月26日） 

(12)2017年8月11日付の朝日新聞記事による。 

(13)2017年8月14日付の産経新聞記事による。 

(14)ダークツーリズムの定義や、長崎市に構成資産がある

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」との関係に

ついては、深見(2017)
10)
を参照。 

(15)2017年6月1日付の朝鮮日報(韓国語版)記事による。 
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