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産業遺産の保全活用のプロセスにおける観光の力学

産業遺産の権力性をどのように乗り越えるか

平井健文

日本学術振興会特別研究員 (DCI)

／北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻博士後期課程

1. 産業遺産を取り巻く社会的状況とその価値

日本における産業遺産を取り巻く社会的状況は近年で大きく変容している。一方では，

文化庁の補助事業である「近代化遺産（建造物等）総合調査」の進展などによって，産業

遺産の文化的価値が公的に構築されるようになった。 2014年に「富岡製糸場と絹産業遺産

群」， 2015年には「明治日本の産業革命遺産：製鉄・製鋼，造船，石炭産業」が 2年連続

で世界文化遺産に登録され，特に後者は，後に述べる事情もあって広く社会的な耳目を集

めた。他方で，産業遺産は過疎化や少子高齢化が進行する地方において，重要な地域資源

として活用されるようにもなった。つまり，産業遺産の経済的価値が広範に認知されるよ

うになった。 2007年と 2008年に経済産業省が独自の施策として実施した 「近代化産業遺

産群 33」「近代化産業遺産群 続 33」の選定は，こうした地域社会の動きを公的に後押し

した。最近では，地方自治体の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中に産業遺産が位

置づけられることも多い。

1990年代の後半， H本の産業遺産の調査研究を行ったフランス人社会学者の P.H.ジュ

ディは，「日本人は工業生産の変化や新しいテクノロジーの発達に直面した＜産業考古学＞

の刻印を保全する必要性をほとんど感じていない」（ジュディ 2002:131) と論じている。

しかしそれから 20年ほどで，急激に文化遺産や産業遺産を取り巻く社会的状況は変化し，

同時に産業遺産をめぐる諸課題がさまざまに噴出するようになった。産業遺産の「価値」

とは決して自明で固定的なものではなく，常に揺らぎの中にある。同時期に，人文，社会

科学の諸領域においては文化遺産の調査・研究が進展してきたが，そこで明らかにされて

きたのは，文化遺産の価値は同時代的な狙いのもとで，特定の行為者によって常に構築を

繰り返されてきたものであるということだ。そして，産業遺産はこうした構築性を特に強

く示す対象として注目された。産業遺産の特性として，一般の文化遺産・文化財概念とそ

の対象が一致しないことが多く，また存命の関係者も多い「生々しい記憶」を内包するた

め，文化遺産として保全活用しようとする動きに対して，さまざまな抵抗が生じうる。そ

れゆえに，価値構築のプロセスが非常に可視化しやすい対象であるのだ（松浦 2012;Xie 

2015など）。「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産への登録をめぐる論争はその好例

で，「近代化」とはいったい誰にとってのもので，その非常に好意的な表現の裏に隠されて
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いるものは何か，などの産業遺産の価値構築をめぐる課題を前景化させることになった。

ここでの産業遺産の文化的な価値とは，その構築主体に着目するとおおむね以下の 4つ

に分類できる。第 1にグローバルな価値で，世界的に見て顕著で普遍的と認められるもの

を指す。これは UNESCOなどの国際機関が審査し認証を与えるものでもある。第 2にナシ

ョナルな価値で， 1国の産業化や経済発展に果たした役割，あるいは技術史的な観点から評

価される。第 3に企業的価値で， これは自企業の発展に当該の遺産が果たした役割を顕彰

するものであり，主に企業博物館で来訪者に向けて伝達される。第 4にローカルな価値で，

地域住民が主体となって，地域社会の形成と発展に当該の遺産が果たした役割を強調して

構築するものである。これらは互いに重複する意味内容を持ちつつも，それぞれに独自性

を持ち，伝達する側は時々の状況や来訪者に合わせてこれらを使い分ける。

ここで肝要なのは，価値の構築は同時に包摂と排除を生み出す点にある。換言すれば，

産業遺産に留まらず，一般に文化遺産の価値が構築されるプロセスにおいて，特定の主体

の関心や利害に基づいて，価値の指示範囲が定められる。その範囲に含まれる人やモノ・

コト（文化遺産の構成要素）と，それ以外のものの間には境界が生じるということである。

先述した「明治日本の産業革命遺産」においても，社会学者の木村至聖が明らかにしたよ

うに， 1850年代から 1910年までの約 50年間における 「『技術』中心の物語」の構築の結

果として，「地域の人々の生活の表象は周縁化され，ナショナリスティックなメインストー

リーに収緻していく」（木村 2014:236) という事態が生じた。それゆえに，産業遺産につ

いての人文，社会科学の諸領域における研究は，価値の構築性と，それに伴う社会的包摂

／排除に注意を払ってきた。

2. 産業遺産の観光資源化に伴う包摂と排除

それでは，観光の現場にこ うした産業遺産の特性はどのように現れているのか。前提と

して述べなければならないのは，特に 2000年代以降，観光を通して産業遺産の保全活用を

図る取り組みは，以前と比較すると社会的合意を得やすくなっているという点である。こ

の背景には，冒頭に述べた文化庁による調査に加え，「文化財と地域づくりの共存」（垣内

2011: 18) という文化財行政自体の変容，リゾート開発ブームの終焉，産業構造の変化と少

子高齢化の進展に伴う地域社会の疲弊など，さまざまなものが挙げられる。その結果とし

て，産業遺産が「最後に残された地域資源」（木村 2009:415) となるケースが増加したの

である。

一方で， 観光資源としての産業遺産の活用は，新しい境界線を地域社会の中に引くこと

になる。上述したような状況下では， 産業遺産を観光で守り残すという掛け声に対して，

積極的な反対は住民の間からも生じにくい。しかし，その内実は非常に複雑である。そも

そも残すべきか否か， どのような価値を構築し伝えるべきか， どのような手法を採るべき

か，さま ざまな次元において地域に住まう人々は望ましいあり方を模索していく 。以下，
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筆者が現地調査を続けている炭鉱，鉱山の遺産を例にして説明していこう。

北海道のかつての炭鉱町において，産業遺産の保全に対する態度は，炭鉱の操業時の社

会層に対応している。 1B職員層（業務の管理を担う層）は，炭鉱遺産の活用に積極的な姿

勢を見せることが多く，保全活用を担う住民団体で中心的な役割を担ったり，ガイドを買

って出たりすることもある。 一方でl日鉱員層（坑内外の現場の労務を担う層）の立場はよ

り複雑である。自らの労働の場に対する愛着を持つ人も少なくないが， 一方で彼らは過酷

な労働環境に身を投じ，さらに閉山闘争の最前線に立ち続けた人たちでもあった。また，

閉山後の地域社会の衰退と行政サービスの縮減などを肌で感じてきたことも，彼らの炭鉱

遺産保全への態度を左右する要因になる。こうした態度は，直接的には炭鉱遺産の活用に

対する公費負担の増大に対する懸念や反対の声として表れてくる。このように，炭鉱遺産

の保全活用はかつての社会層の境界を再構築するという側面もあるのだ。

そもそも産業遺産とは，生産・産出から輸送，廃棄に至るまでの一連のシステムに加え，

景観や関連する博物館，さらにはその産業遺産に由来する文化的行事に至るまで，有形・

無形の要素にまたがって幅広く捉えられる。さらに先述のとおり，価値の構築主体に着目

しただけでも多次元の文化的価値が認められるうえに，その価値は指示範囲を伴う。それ

ゆえに，産業遺産を積極的に保全活用しようする人びとの間でも， どのような価値を選び

取り，何に表象させるのかという問いに対する答えは一様ではない。また，観光を通した

保全活用の手法論にも，産業遺産の特性が反映されてくる。産業遺産は，先に述べたよう

に一般的な文化財概念と必ずしも一致しないという性格があり，それゆえにどうしても専

門的なインタープリテーションが必要とされる場面がある。一方で，特に大規模に残存す

る遺構については美的価値が広く認められることもあり， どの程度のインタープリテーシ

ョンが求められるのかという点は，その保全活用を進める主体の間に統一した見解を見出

しづらい。これは根本的には，観光を「楽しみのための旅行」として捉えるのか，「学びの

場」として捉えるのかという認識の差によって生じると言えよう 。

このように，産業遺産の観光を通した保全活用とは，こうしたさまざまな要素を観光に

よって守り残そうとする運動の集合体であると同時に，観光客に向けて伝達すべき価値や

その方法論についての合意形成の試みが繰り返される場でもある。その中で，運動を主体

的に進めていく地域社会の中に新しい境界，つまり包摂と排除が生じることもあるのだ。

しかし， こうした境界の構築を乗り越えていくような実践も，やはり観光を通した産業

遺産の保全活用の動きの中に見出せるのではないか。権力論的な視座に基づく既往研究の

知見を踏まえ，地域社会の内部に生じるコンフリクトや，中央ー地方あるいはナショナル

ーローカルの非対称性に目を向けつつも，あくまで観光によってそれらを乗り越える可能

性を検討することが，今後の産業遺産研究に求められてくると筆者は考えている。そこで，

次章においてはこうした可能性を検討する。
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3. 産業遺産の保全に対する観光と観光研究の役割

初めに，兵庫県朝来市生野町の生野鉱山跡の事例を紹介したい。生野鉱山の本格的な操

業は 16世紀まで遡ることができ，江戸時代は幕府直轄地でもあった。その後，官営鉱山を

経て三菱に払い下げられると，日本有数の銀山として発展してきた。 1973年に閉山を迎え

るが， 2000年代以降に産業遺産を活かしたまちづくりを積極的に推進し，「産業観光まち

づくり大賞」の各賞も複数回受賞している。

生野においては， 2011年からインスタレーションの手法を用いた「生野ルートダルジャ

ン芸術祭」がほぼ隔年で開催されている。産業遺産の保全活用にアートの手法を用いる事

例は他にも存在するが，生野の事例に特異なことは，その主要会場がかつての鉱山の福利

厚生施設であるという点だ。他の事例では，立坑や積出施設など，規模も大きく視覚的に

分かりやすい施設が会場に選ばれることが多いが，ここでは「旧購買会」という売店や食

堂などの複合施設の跡が主要な会場になっている。

その理由について現地でのヒアリング調査を基に考察すると，おおむね以下の 2点に集

約することができる。第 1に，「旧購買会」が公的な保存対象から外れている点であ る。「旧

購買会」は福利胴生施設であり，かつ建築物としての学術的価値が認められているわけで

はない。また，産業遺産の特性の 1つに私的保有，つまりかつて操業を担った企業が引き

続き施設を保有しているため，企業の経営的な事情がその保全の動向に大きく影響を与え

るという点がある。「旧購買会」も，現在は三菱マテリアルが所有し，通常は施設の老朽化

などを理由に閉鎖されて一般の人は立ち人ることができない。こうした建造物は，保全と

取り壊しの狭間にあり，何らかの活用策を示していかないとその存亡が危ぶまれる存在で

ある。ここに第 2の点が関係するのだが，「旧購買会」はかつて地域唯一の複合的な商業施

設であり，生野に暮らした多くの人はこの場所に何らかの記憶を有してい る。それは，産

業 として鉱山や，その労働体験というよりむしろ，生活に根ざした記憶である。ある関係

者が，この場所を「産業遺産ではなくて記憶なんです」と語ったように，決して「産業遺

産」として公の価値づけが為されていなくても，住民の 「記憶」を表象する場として， 「旧

購買会」を保全活用としているのだ。

このように， 普段は閉鎖されている空間を，地域内外の人びとに向けてアートの場とし

て開放することで，地域住民の記憶を喚起しながら，域外から訪れる観光客に対してもそ

の価値を訴えかける試みとして，「旧購買会」の活用の実践を捉えることができる。そして，

そこで喚起されるのが産業や労働ではなく身近な「生活」の記憶であるからこそ，地域内

で産業遺産保全に関与する複数の主体，つまり先に述べた「運動の集合体」が，協働して

保全に取り組む余地がそこに存在する。生野においても景観保全や地域活性化， 産業遺産

の文化的価値を周知する試みなど，さまざまな運動が存在するが，こうした運動を担う主

体がすべて関与する数少ないイベントの 1つがこの芸術祭なのである。

続いて， 産業遺産のインタープリテーションを行うガイドに着目する。各地の炭鉱，鉱
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山の遺構でガイドを行うかつての労働者にヒアリングを行うと，共通する語りを 1つ見出

すことできる。それは，観光客がもっとも興味を示し，解説を喜んでくれるのは自分自身

の労働の経験についてであり，こうした反応が得られるからこそガイドとしての自侶もつ

くという語りである。

これは，真正性とインタープリテーションのあり方が変容していることを示す一例であ

る。以前は，真正性とは国家や専門家などの権威が構築するものであり，インタープリテ

ーションとは，権威的な真正性を伝達する手段であると見なされてきた。しかし近年の真

正性研究が明らかにしてきたように，今日の文化遺産保全の現場における真正性とは，権

威づけられた物質的な要素や史実のみに認められるだけでなく，ガイドの振る舞いや言説，

またレクリエーションの場の中に，来訪者自身が見出していくものである。後者はこれま

では非真正なものとして捉えられてきたが，現在は真正か非真正かという二分法では捉え

られない力学が文化遺産に認められるようになってきたとも換言できる。

以上のように，観光を通した産業遺産の保全活用のプロセスにおいて，さ まざまな包摂

と排除や非対称性を乗り越える実践も見出すことができる。それは，価値づけられた「産

業遺産」の周縁にある生活の表象としての「記憶」や，公的な価値に包摂されづらい個人

誌的な労働の経験に光を当てることである。肝要なのは，こうした実践が，不特定多数の

人に向けて場を開くこと，あるいは地域住民と域外の人びととのコンタクトを前提として

成立することである。産業遺産を対象とした観光研究は，地域社会の主体による実践の連

関の中にこうした可能性を見出し，そのメカニズムについて考察していくことに意義があ

るのではないだろうか。
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