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Ⅰ 世界記憶遺産の概要等 

１ 世界記憶遺産の概要 

   世界記憶遺産（Memory of the World Programme）は、世界において歴史的に重要な   

記録遺産（Documentary Heritage）の保存、公開及び普及啓発を目的に、平成４   

（ １ ９ ９ ２ ） 年 に 開 始 さ れ た 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関 （ United Nations 

Educational,Scientific and Cultural Organization（UNESCO）／以下「ユネスコ」

という。）の主催事業である。ユネスコ三大遺産事業（世界文化（自然）遺産、無形   

文化遺産、世界記憶遺産）の一つとされる。 

   世界記憶遺産に登録された遺産は、ユネスコにより「記録として残された世界の人々

の集合的記憶（Collective Memory）、すなわち「記録遺産」であり、世界の文化遺産

の大きな部分を占める。世界記憶遺産は人間社会における思索、発見、業績の展開を

表象するものであり、現在及び未来の世界共同体に残された過去からの遺産である。」

と定義されている。存続の危機に瀕している記録遺産の適切な保存、公開の推進を  

実現している点において、世界記憶遺産の価値並びに意義を見出すことができる。  

これまで、２４５件（平成２３（２０１１）年１２月現在）が登録されており、「人間

と市民の権利の宣言」（通称：フランス人権宣言）（仏）、「アンネの日記」（蘭）、「ルー

トヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの交響曲第９番ニ短調作品１２５－直筆原稿」（独）

等、世界的に著名な記録遺産が登録されているほか、あまり知られていないが重要な

多くの記録遺産も登録されている。 

世界記憶遺産は、ユネスコ三大遺産事業の他の遺産事業と異なり、国際条約の締結

事項でないため、必ずしも政府が推薦しなければならないものではなく、地方自治体

や団体、機関等による申請も可能である。（ただし、国の推薦に係る選考委員会が存在

する場合は、国の推薦が優先される。）我が国においては、長らく政府による世界記憶

遺産事業の本格的な取組に至らなかったが、平成２３年５月、文部科学省が政府と  

して初めて、「御堂関白記」「慶長遣欧使節関係資料」（ともに国宝）の２件を世界記憶

遺産の登録へ推薦することを決定した。すなわち我が国では、以降国の推薦が優先  

されることとなり、事実上、地方自治体等の単独申請が困難となった。 

各国から推薦された物件（各国２件まで申請可能）については、２年に１回開催さ

れる国際諮問委員会（Meetings of the International Advisory Committee／以下「IAC」

という。）に諮問され、登録の可否が審議される。その後、IAC による答申のもと、   

ユネスコ事務局長の最終的な承認によって正式に登録される。 

世界記憶遺産の登録については、国際リスト、地域リスト（日本はアジア太平洋   

地域に属している。）及び国内リストの三つのカテゴリーに区分されており、IAC に 

おける審議によっては、国際リストから地域リストあるいは国内リストへ差し戻され

る場合がある。 

なお、世界記憶遺産の主旨、目的、手続き等の具体的な事項については、ユネスコ
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の世界記憶遺産一般指針（註１）（Memory of the World General Guidelines to Safeguard 

Documentary Heritage（UNESCO,Revised edition 2002）／以下「一般指針」という。）

に記述されている。 

 

２ 世界記憶遺産登録に至るまでの経緯 

 ⑴ 炭坑文化遺産を活かしたまちづくりに向けた取組 

   平成１６年１０月に田川商工会議所会頭から田川市長に対し、炭坑の歴史が育ん

だ田川地域の社会、文化及び生活を地域資源と捉え、これを核とした「個性ある  

まちづくり」構想を策定し、教育的観光事業、歴史的観光事業並びに交流観光事業

への展開を模索すべきとの要望がなされた。この要望を受け、田川市は平成１７年

７月に「花と緑のまち新田川創生プラン策定委員会」（委員長：森山沾一福岡県立大

学教授（当時））を設置し、この委員会での議論並びに答申を経て、同年１２月に   

「花と緑のまち新田川創生プラン」を策定した。当該プランに基づき、平成１８年

度から「ＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバル」が開催されるなど、この   

一連の取組を通じて、田川地域に育まれた炭坑文化遺産を活かしたまちづくりを 

推進しようとする気運が高まりを見せた。 

⑵ 世界文化遺産登録に向けた取組 

   平成１７年７月１５日、鹿児島県が産業遺産に関する世界的権威であるスチュア

ート・Ｂ・スミス国際産業遺産保存委員会（The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage／以下「TICCIH」という。）事務局長（英）   

及び西村幸夫東京大学大学院工学研究科教授等を招いて開催した「九州近代化産業

遺産シンポジウム」（鹿児島市）から、九州・山口の近代化産業遺産群（以下「九山

遺産群」という。）の世界文化遺産登録に向けた取組が開始された。この取組は平成

１８年６月に開催された九州地方知事会議において、九州が一体となって取組む 

べき政策事項「九州近代化産業遺産の保存・活用」として決定され、以降、九州・

山口地方の関係県による同地方の産業遺産の世界文化遺産登録に向けた取組へと発

展を遂げていった。 

   このような状況の中、同年１０月３０日に旧三井田川鉱業所伊田竪坑跡地（現在

の田川市石炭記念公園）、伊田竪坑櫓（以下「竪坑櫓」という。）及び第一・第二    

煙突（以下「二本煙突」という。）を三井鉱山株式会社から譲り受けた田川市は、   

竪坑櫓と二本煙突が九山遺産群の構成資産としての価値を有するとしてこの取組へ

の参画を果たした。また、その一方で同年１１月２４日、竪坑櫓と二本煙突の国  

登録有形文化財への登録を申請した。（平成１９年１０月２日付で登録された。） 

   その後、田川市の取組は、それまでの行政主体から、次第に福岡県立大学（以下

「県立大学」という。）や市民へと広がりを見せ、平成２０年２月３日にはスチュア

ート・Ｂ・スミス TICCIH 事務局長等を招き、県立大学にて「世界遺産田川シンポジ
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ウム」（主催：世界遺産田川シンポジウム実行委員会）を、平成２１年２月１５日に

は田川文化センターにて「世界遺産田川国際シンポジウム」（主催：世界遺産田川  

国際シンポジウム実行委員会・県立大学）をそれぞれ開催するなど着実にその歩み

を進めた。 

   しかし、このような取組の推進、発展を遂げたものの、平成２１年１０月１９～

２１日に東京で開催された九山遺産群の専門家委員会において、竪坑櫓と二本煙突、

旧伊藤伝右衛門邸（飯塚市）といった筑豊地域の資産については、関連設備が十分

に残存していないなど、世界文化遺産の登録基準を満たしていないとの理由により、

構成資産から除外されることが決定された。 

⑶ 世界記憶遺産登録に向けた取組 

竪坑櫓と二本煙突を九山遺産群の構成資産とすることは叶わなかったものの、 

これら一連の取組の中で、我が国の近代化に大きな役割を果たした筑豊炭田の意義、

あるいは炭坑住宅（以下「炭住」という。）や炭坑節等、田川市に今なお息づく生活

文化は誰しもが認めることとなり、高い評価を受けた。 

九山遺産群の世界文化遺産登録推薦に係る大きな特徴としては、推薦書作成に 

至る調査の段階から海外の専門家が深く関わっていることが挙げられる。産業遺産

の保護と活用の先進地である英国を始め、様々な分野の海外専門家が頻繁に来日し、

九州・山口地方を中心に産業遺産の調査を行った。田川市においても、竪坑櫓と  

二本煙突、その他産業遺産の調査のため、海外専門家を幾度となく迎え入れた。そ

の際、海外専門家が特に注目したのが、山本作兵衛氏が描いた炭坑記録画であった。 

    この炭坑記録画は、不動産ではないため世界文化遺産への登録は不可能であった。

しかしながら、調査で田川市を訪れたマイケル・ピアソン博士（豪）や九山遺産群

のコーディネーターである加藤康子氏らによって、記録文書等の世界遺産、すなわ

ち世界記憶遺産という新たな分野への挑戦を示唆された。このとき、田川市はユネ

スコの世界記憶遺産という事業を初めて知ることになる。折しも、竪坑櫓と二本  

煙突の世界文化遺産登録運動によって、田川市民の関心も高まりを見せ、近代化  

遺産の保護と活用に関する意識が醸成されつつあった当時、九山遺産群の構成資産

から除外されたという悲報に落胆する市民の熱い想いを絶やさないために、そして

筑豊炭田の意義と田川市に息づく炭坑文化の価値について世界的評価を得るために、

田川市は山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書６９７点の世界記憶遺産登録 

申請を決意するに至った。 

    その後、平成２３（２０１１）年５月に開催予定の IAC に向け、マイケル・ピア

ソン博士の協力の下、推薦書を作成し、平成２２（２０１０）年３月末にユネスコ

へ登録申請を行った。 

    前述のとおり、当時は日本政府に世界記憶遺産に係る選考委員会が設置されてい

なかったため、一般指針に基づき、田川市単独でのユネスコへの推薦書提出となっ
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た。なお、当該６９７点には県立大学の保管資料が一部含まれていることから、  

ユネスコへの申請は田川市と県立大学の共同提案という形で行われた。 

    平成２３（２０１１）年５月２２～２５日、英国・マンチェスターで開催された

第１０回 IAC において我が国で初めての世界記憶遺産候補となった当該６９７点の

登録に係る審議がなされ、同月２５日、世界記憶遺産（国際リスト）への登録   

（登録名：「山本作兵衛コレクション」）が決定した。 

 

３ 世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の概要 

   「山本作兵衛コレクション」は、前述のとおり、６９７点の資料群で構成されて   

いる。内訳は、田川市所有（田川市石炭・歴史博物館保管）分の炭坑記録画（５８５

点）、日記（６点）、雑記帳及び原稿等（３６点）、並びに山本作兵衛氏遺族所有（県立

大学保管）分の絵画（４点）、日記（５９点）、雑記帳や原稿等（７点）である。この

うち、田川市所有分の炭坑記録画５８４点が福岡県有形民俗文化財に指定されている

が、その他の資料は文化財保護法または市町村条例による文化財指定を受けていない。 

⑴ 資料の概要 

ア 炭坑記録画 

     絵画の余白に解説文を書き込むという独特の技法による一連の資料群であり、 

山本作兵衛コレクションを代表する資料である。田川市では記録資料としての 

価値を重視して、特に「炭坑記録画」と呼称している。山本作兵衛氏は存命中に

千枚を超える炭坑記録画を制作し、その大半を他者に寄贈したとされており、  

多くの機関や個人が炭坑記録画を所持している。（世界記憶遺産の登録対象は田川

市と県立大学が所有、保管する分のみであり、その他が所有、保管する炭坑記録

画は世界記憶遺産に登録されていない。） 

     田川市が所有し世界記憶遺産に登録されている炭坑記録画は、墨画３０６点、  

水彩画２７９点である。昭和３２年、山本作兵衛氏は炭坑の仕事を引退し、長尾

本事務所（現田川市）の夜警宿直員になって以降、日記の余白や広告紙の裏面  

等に炭坑の絵を描くようになった。この頃よりすでに、絵の余白には解説文が  

書き込まれており、炭坑記録画の原型が完成していたとされる（註２）。その後、  

昭和３３～３８年の間、画用紙と墨で炭坑記録画の制作を進める。この墨画に  

よる炭坑記録画は、山本作兵衛氏の作品の中でもごく初期において見られ、一般

によく知られている水彩による炭坑記録画の原型となったものと言える。 

その後、筑豊地域最大の炭坑であった三井田川鉱業所が閉山した昭和３９年、

折しも田川郷土研究会による「炭坑資料を集める運動」を主宰していた田川市立

図書館永末十四雄氏が山本作兵衛氏の炭坑記録画に着目し、彩色による炭坑記録

画の制作を山本作兵衛氏に依頼した。山本作兵衛氏は、色が見えない坑内の様子

を彩色して描くことに当初ためらったものの（註３）、永末氏の熱意に押され、水彩
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画への取組を始めた。まず、２３枚の「炭坑の子ども」の彩色画を描き、昭和   

３９年１２月２日、永末氏にその絵を渡した。 

  以後、昭和３９～４２年の間、二日に一枚のペースで、山本作兵衛氏は水彩画

を制作した。炭坑記録画は田川市立図書館に一定の枚数の絵が完成する度に寄贈

された。その後、炭坑記録画は昭和５８年に完成する田川市石炭資料館（現在の

田川市石炭・歴史博物館／以下「市博物館」という。）に移管され、今回の世界   

記憶遺産に登録された。 

山本作兵衛氏は、その後も水彩の炭坑記録画を制作し続け、それは亡くなる  

直前まで続けられた。しかしながら、田川市寄贈以後の炭坑記録画は、大半が  

水彩画に限られており、またモチーフも、細部は異なるものの田川市所有分と  

ほぼ同じであり、特別な場合を除き新しい画題が創作されることはなかった。  

したがって、今回世界記憶遺産に登録された田川市所有分の炭坑記録画の特徴と

しては、ⅰ）水彩画の原型となった墨画を一括して収集しており、ⅱ）世間一般

に出回っている水彩画の中では初期の作品群であり、かつ、そのモチーフをほぼ  

収集していると言える。 

イ 日記、雑記帳、ノート 

炭坑記録画の絵の余白に書き込まれている解説文の基となった資料群である。 

山本作兵衛氏は非常に筆まめな性格で、日々の出来事、雑記（メモ）、新知見等を

手帳などに次々と書き込んでいた。これらが、後に炭坑記録画の解説文に活かさ

れ、絵画の記録性を高めることになった。 

今回世界記憶遺産に登録された資料のうち、現存する最古の日記及び雑記帳は、

大正２年のものである（田川市所有）。山本作兵衛氏は当時２１歳の若者で、九州

鉄道管理局小倉工場に２年間の期限付契約で鍛冶工として就職していた（註４）。 

以降もほぼ途切れることなく日記をつけ続けており、今回の登録資料では亡く 

なった年の昭和５９年までの日記も含まれている（県立大学保管）。また、いわゆ

る「山本作兵衛ノート」と呼称されるものがある（註５）。これは７冊（うち１冊は

自叙伝）のノートに記述されたものであり、山本作兵衛氏が自身の炭坑の経験談

を一連のストーリーに仕立てたものである。昭和２７～４１年頃に制作されて 

おり、これまでの日記や雑記帳の集大成として、炭坑記録画の解説文に内容が  

活かされたと考えられている。 

ウ その他の資料 

     以上の資料のほか、山本作兵衛氏が炭坑と関わった証拠として、炭坑会社から

の表彰状、炭坑に関する書類や山本作兵衛氏自身の写真等が山本作兵衛コレクシ

ョンに含まれている（いずれも田川市所有）。 
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⑵ 山本作兵衛コレクション資料の評価 

    ユネスコ世界記憶遺産ホームページにおいて、「山本作兵衛コレクションは、明治

時代後期から筑豊地域の炭坑業ではまだ産業革命が継続していた２０世紀後期まで

の日本の発展状況を裏付ける私的記録である。当該コレクションは、素朴な絵画に  

説明が書き加えられた構成となっており、文字通り炭坑の最前線で働いていた一人

の男性が実際に体験した出来事を記述、描写した記録である。当時の日本について

記述した文書は、政府や企業等の公式文書によるものがほとんどで、一人の労働者

が作成した私的記録は非常に希少である。山本作兵衛氏の絵画には、公的記録では

読み取ることができない当時の生々しさや臨場感がある。当該コレクションは、  

世界的に歴史的な重要性が高い時代を実際に生きた一人の人間の視点に基づく真正

な記録である。」とされている。（註６） 

    前述のとおり、田川市は当初、ユネスコ世界文化遺産暫定一覧表に登録された  

九山遺産群の取組を推進してきたが、同遺産群のコンセプトに「日本が短期間で急

速に近代化を達成し、かつ世界に台頭したことが歴史的に重要な意義を持つ」こと

が挙げられる。このことに関連させると、世界史的に意義深い日本の近代化の過程

あるいは産業革命の推移を、その心臓部として石炭を供給し続けた筑豊炭田におい

て、労働者の視点から詳細に記録したものが山本作兵衛コレクションであり、一般

指針中の「人間社会における思索、発見、業績の展開を表象するもの」（註７）に合致

し、高い評価が与えられたと言えよう。 

さらに、山本作兵衛コレクションは山本作兵衛氏個人の私的な記録であるにも 

かかわらず、その一方で、石炭産業に関わった名もなき民衆を始めとする日本の  

近代化を支えてきた人々、近代社会の集団が共有する記憶とも言え、前述の集合的

記憶としての価値が見出されるものである。 

 

４ 世界記憶遺産登録の意義 

   我が国の近代化や産業革命を下支えした筑豊炭田における炭坑労働やそこで暮らす

人々の生活の有様等を描いた山本作兵衛コレクションが世界記憶遺産に登録された 

意義は、主に四つあると思料される。 

まず、第一に、我が国の近代化や産業革命、あるいは筑豊炭田そのものの価値や  

重要性が世界的に認められたことである。第二に、我が国における炭坑関係の遺産に

ついても文化遺産としての価値や重要性を十分有していることが世界的に認められた

ことである。第三に、一人の無名に近い炭坑労働者が描いた炭坑記録画等の持つ価値

や重要性が世界的に認められたことが、国や地方の文化行政に刺激を与えたことで 

ある。そして最後に、筑豊地域の炭坑の歴史を描いた山本作兵衛コレクションが世界

的に認められたことが、筑豊地域で生まれ暮らす人々やかつて炭坑で働いた人々に 

誇りと自信を与えたことである。 
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