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日本には変化に富んだ自然の美と、現在
まで残る多様な建造物などの文化財を生み
出した独自の長い文化の歴史があり、2006
年現在、13か所が世界遺産に登録されてい
ます。

世界遺産条約

世界遺産条約は、正式には「世界の文化
遺産および自然遺産の保護に関する条約」と
呼ばれ、1972年 11月 16日、ユネスコ第 17
回総会で採択されました。自然保護と文化財
保全という二つの理念を結びつけた点で大き
な前進でもある同条約では、全人類にとって
かけがえのない文化遺産となっている場所や
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建造物などを保護・保全することを目的と
しています。この文化遺産には、著名な世
界史上・考古学上の遺跡、遺物、建造物群、
並びに特徴ある自然景観、自然地域、地学的・
地形的形成物などが含まれます。また、同
条約では締約国の義務を規定するとともに、
訓練支援・技術協力・緊急支援などの援助に
かかわる世界遺産基金の活用方法も定めて
います。
日本は同条約を1992年6月30日に批准し、

126番目の締約国となりました。2006年 4月
現在、182か国が同条約を批准し、2006年 7
月現在、計 830か所が世界遺産リストに登
録されています。第 22回世界遺産委員会は
1998年に京都で開催されました。

白神山地
白神山地には日本で最後に
残ったブナの原生林が見ら
れる。この原生林は秋田県
側にある
© Akita Prefecture

世界遺産
世界に認知された日本の文化・自然遺産

日本政府の政策やその他の事項について
さらに詳しくお知りになりたい方は、
以下のサイトをご覧ください。
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/
Web Japan
http://web-japan.org/
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法隆寺地域の仏教建造物（1993年登録）
奈良県所在。法隆寺は 7世紀初め、聖徳

太子（574～ 622年）の命により建立されま
した。聖徳太子は日本への仏教導入に主要
な役割を果たした人物です。法隆寺一画は
670年の火災により損壊しましたが、規模を
拡大して、後に西院伽藍と呼ばれる寺域に
すぐに再建されました。現存する塔・金堂・
中門および回廊の一部は世界最古の木造建
築で、7世紀後半から 8世紀初頭まで遡り
ます。東院伽藍は 8世紀に加えられました。
世界遺産の登録は 48の建造物を対象として
います。

琉球王国のグスクおよび関連遺産群
（2000年登録）
琉球王朝は 15世紀から 400年間、沖縄本

島ほか多数の島から成る琉球諸島を統治して
いました。グスクという言葉は、琉球語で「城」
または「囲われた小高い場所」を意味します。
9つの遺産は、城の遺跡と、この諸島で発達
した独自の文化の重要な一部として今日に伝
えられた聖域を含んでいます。那覇市所在の
首里城は琉球王朝の本城でした。

姫路城（1993年登録）
兵庫県姫路市所在の姫路城は、その高く

白い優美な姿から白鷺城とも呼ばれます。当
初の築造は 14世紀中頃でしたが、現存する
83の建造物のほとんどは 1601～ 09年の間
に建てられたものです。姫路城は今に残る日
本の城郭建築の代表例であり、美しさと堅固
さを兼ね備えた軍事施設でした。攻め手は外
壁を越えても、4つの天守に迫るまで、なお
攻めにくい迷路のような通路と格闘しなけれ
ばならなかったのです。本丸は高さ 45メー
トルの小高い丘の上にあり、隣接する西の丸
とともに、外側城郭の三重の曲輪で囲まれて
います。大天守は外側から見ると 5層ですが、
内側では 7層になっています。

広島平和記念碑（原爆ドーム）（1996年登録）
原爆ドームとも呼ばれる広島平和記念碑

は、1945年 8月 6日、広島に投下された原
子爆弾が爆発した時の状態のまま保存され
ています。この建物はもともと 1915年に広
島県産業奨励館として建設されました。世界
遺産諮問機関の評価では、「人間が作り出し
た最大の破壊力が放出されてから半世紀以上
の間、世界平和が達成されてきたことの率直
かつ力強いシンボルである」としています。

古都京都の文化財（京都・宇治・大津）
（1994年登録）
京都は日本の古都で、794～ 1868年まで

はここに日本の朝廷が置かれていました。
1,000年以上にわたる日本文化の中心地であ
り、寺社・離宮など伝統建築の驚くべき宝庫

奈良の大仏
高さ 15mの金銅製盧舎那
仏は 752年の開眼以来何
度も大きく損傷を受け、
修復されてきた
© Todaiji

広島平和記念碑
1945年 8月 6日、広島に
投下された原爆の爆心地
は、現在原爆ドームとし
て知られる広島県産業推
奨館の南東 160mだった
© Kodansha



石見銀山遺跡と文化的景観（2007年登録）
島根県大田所在。石見銀山は 16世紀前半

から 20世紀前半にわたり 400年近く操業さ
れていました。16、17世紀には採掘技術の
進歩により、銀の生産が大幅に増加しまし
た。当時国際貿易には銀が使用されていたた
め、銀の増産は日本国内だけではなくアジア
経済の発展につながりました。

紀伊山地の霊場と参詣道（2004年登録）
紀伊山地は古代の首都だった奈良と京都

の南部に広がる深い森に覆われた地域で、こ
こに吉野山・大峯山・熊野三山・高野山の霊
場があります。吉野山と大峯山には、神道の
要素を吸収して山岳修行を行う仏教の宗派
の一つである、修験道の山寺が多数ありま
す。熊野三山とは熊野地域にある三つの神社
の総称、高野山は同名の山にある仏教修行施
設です。
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です。ほかにも多数付け加えることができる
でしょうが、世界遺産登録では特に以下を含
む 17か所に言及しています。東から都を見
渡す広い舞台で有名な清水寺。15世紀、足
利将軍の別荘だった金閣寺（鹿苑寺）と銀閣
寺（慈照寺）。日本で最も有名な禅宗式枯山
水庭園のある禅寺、龍安寺。徳川将軍が上洛
時に滞在した優雅な二条城。京都南郊宇治市
に位置し、平安時代（794～ 1185年）を代
表する建築の一つ、平等院鳳凰堂。

古都奈良の文化財（1998年登録）
710～ 784年まで奈良は日本の首都でした。

中国・唐からの文化的（文学・美術・建築など）・
宗教的影響を取り込み、奈良は日本文化繁栄
の中心地となったのです。奈良は長い間日本
仏教で最も重要な中心地で、その遺風が世界
遺産にもよく表われています。最も印象的な
のは東大寺大仏殿です。世界最大の木造建造
物の一つで、奈良の大仏として知られる 15
メートルの金銅仏像が収められています。仏
教建築の重要な例として、興福寺・薬師寺・
唐招提寺なども挙げられます。春日神社はそ
の独自の神社建築（春日造り）で有名です。

白川郷・五箇山の合掌造り集落
（1995年登録）
白川郷・五箇山地区の荻町・相倉・菅沼

という三つの山間の集落には、合掌造りで建
てられた農家が多数あります。このような家
の急傾斜の茅葺き屋根は、冬にこれら僻村を
孤立させてしまう豪雪に耐えるためのもので
した。家々は上階で蚕が飼えるように設計さ
れました。

厳島神社（1996年登録）
伝承によれば、厳島神社は 593年に創建

されました。古代から神聖な場所と考えられ
てきた広島湾内の島にあります。同神社はそ
の大きな鳥居で有名で、鳥居は沿岸から 160
メートルの湾内にあり、また満潮時には水の
上に浮かんでいるように見える美しい朱塗り
の社殿も有名です。

厳島神社
同神社は三柱の海上交通
の守護女神に捧げられ、
大半が広島湾の海上に建
てられていて、島と一体
となった景観は日本三景
の一つに数えられている
© Kodansha

白川郷
白川村荻町地区を一望する
と、茅葺き屋根の合掌造り
の農家が多数見られる
© Kodansha
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日光の社寺（1999年登録）
日光は東照宮の地として有名です。東照

宮とは、徳川幕府を開いた徳川家康の霊廟を
収めるために 17世紀に創建された神社のこ
とです。陽明門と呼ばれる正門などから成る
社殿は、美しく彫り上げて色鮮やかに彩色さ
れた彫刻によってふんだんに装飾が施されて
います。日光にはほかにも二荒山神社・輪王
寺と、東照宮創建時に植えられた巨大なスギ
並木があります。
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白神山地（1993年登録）
青森県と秋田県にまたがる白神山地は、

世界で最後に残されたブナ原生林で覆われて
います（1ページ目の写真参照）。森にはニ
ホンツキノワグマ、ニホンカモシカが多種の
鳥類とともに生息しています。

知床（2005年登録）
知床半島は北海道の北東端にあります。

知床
知床半島の川で魚を捕る
ヒグマたち。知床は森林・
カルデラ湖・火山から成
る人跡まれな山地
© Yomiuri Shimbun

高野山
紀伊山地・高野山の朝霧に
浮かび上がる根本大塔の屋
根。この仏教修行施設には
約 120の堂塔がある
© Kodansha

陽明門
東照宮の正門である陽明
門は、日光で見られる装
飾的な建築様式の最も有
名な例。1636年の建造で、
色鮮やかな植物・鳥・動物・
神話に由来する動物の彫
刻が施されている
© Kodansha

吉野山
紀伊山中の吉野山は桜と
史跡で有名 
© Kodansha

鬱蒼とした針葉樹林と大きな火山帯に覆わ
れ、日本で最も手つかずの孤絶した地域です。
知床は陸上と海洋の生態系の相関を示す優れ
た例であり、危機に瀕している数多くの動植
物の重要な生息地です。

屋久島（1993年登録）
世界遺産に登録された地域は、屋久島の 5

分の 1以上を対象としています。屋久島の雨
量は日本で最も多く、沿岸部の気候は亜熱帯
性であり、また、九州最高峰の山もあります。
同島の森には樹齢何千年ものニホンスギがあ
り、そのうち縄文スギとして知られているも
のは、樹齢 7,000年以上と推定されています。


