
我が国の世界遺産一覧 
１．文化遺産                                    平成１９年７月現在 
登録名称 所在地 面積 指定文化財 

［ ］は世界遺産の構成資産、（ ）は土地指定 
登録

基準

登録

年 
法隆寺地域の仏

教建造物 
奈良県生駒郡斑鳩町 資産面積 15.3ha 

緩衝地帯 570.7ha 
合計   586.0ha 

法隆寺［国宝１８、重文２９］（史跡） 
法起寺［国宝１］（史跡） 

ⅰⅱ

ⅳⅵ

平成

５年

姫路城 兵庫県姫路市 資産面積 107ha 
緩衝地帯 143ha 
合計   250ha 

姫路城［国宝８、重文７４］（特別史跡） ⅰⅳ 平成

５年

古都京都の文化

財（京都市、宇治

市、奈良市） 

京都府京都市 
〃 宇治市 

滋賀県大津市 

資産面積 1,056ha 
緩衝地帯 3,579ha 
歴史的環境調整区域 
     23,200ha 
合計   27,835ha 

賀茂別雷神社［国宝２、重文３４］（史跡） 
賀茂御祖神社［国宝２、重文３１］（史跡） 
教王護国寺［国宝４、重文１０］（史跡） 
清水寺［国宝１、重文１８、名勝］ 
延暦寺［国宝１、重文８］（史跡、天然記念物） 
醍醐寺［国宝６、重文１０、特別史跡・特別名勝］（史跡）

仁和寺［国宝１、重文１４］（史跡、名勝） 
平等院［国宝４、重文１、名勝］（史跡） 
宇治上神社［国宝２、重文１］ 
高山寺［国宝１、重文２］（史跡） 
西芳寺［重文２、特別名勝］（史跡） 
天竜寺［特別名勝］（史跡） 
鹿苑寺［特別名勝］（特別史跡） 
慈照寺［国宝２、特別名勝］（特別史跡、史跡） 
龍安寺［重文１、特別名勝、名勝］ 
本願寺［国宝６、重文６、特別名勝、名勝］（史跡） 
二条城［国宝６、重文２２、特別名勝］（史跡） 

ⅱⅳ 平成

６年

白川郷・五箇山の

合掌造り集落 
岐阜県大野郡白川村 
富山県南砺市 

［白川村荻町地区］ 
遺産面積 45.6ha 
緩衝地帯 35,655ha 
［平村相倉地区］ 
遺産面積 18.0ha 
緩衝地帯 9,406ha 
［上平村菅沼地区］ 
遺産面積 4.4ha 
緩衝地帯 9,477ha 
合計   54,606ha 

白川村萩町地区［重要伝統的建造物群保存地区］ 
平村相倉地区［重要伝統的建造物群保存地区］（史跡） 
上平村菅沼地区［重要伝統的建造物群保存地区］（史跡）

ⅳⅴ 平成

７年

原爆ドーム 広島県広島市 遺産面積 0.39ha 
緩衝地帯 42.7ha 
合計   43.09ha 

原爆ドーム［史跡］ ⅵ 平成

８年

厳島神社 広島県廿日市市宮島町 遺産面積 431.2ha 
緩衝地帯 2,634.3ha
合計   3,065.5ha

厳島神社［国宝６、重文１４］ 
厳島（特別史跡・特別名勝） 

ⅰⅱ

ⅳⅵ

平成

８年

古都奈良の文化

財 
奈良県奈良市 遺産面積 616.9ha 

緩衝地帯 1,962.5ha
歴史的環境調整区域 
     539.0ha 
合計   3,118.4ha 

東大寺［国宝８、重文１８］（史跡） 
興福寺［国宝４、重文２］（史跡） 
春日大社［国宝４、重文２７、史跡］ 
春日山原始林［特別天然記念物］ 
元興寺［国宝２、重文１］（史跡） 
薬師寺［国宝２、重文４］（史跡） 
唐招提寺［国宝５、重文１］（史跡） 
平城宮跡［特別史跡］ 

ⅱⅲ

ⅳⅵ

平成

10
年 

日光の社寺 栃木県日光市 遺産面積 50.8ha 
緩衝地帯 373.2ha 
合計   424.0ha 

二荒山神社［重文２３］（史跡） 
東照宮［国宝８、重文３４］（史跡） 
輪王寺［国宝１、重文３７］（史跡） 
日光山内［史跡］ 

ⅰⅳ

ⅵ 
平成

11
年 

琉球王国のグス

ク及び関連遺産

群 

沖縄県那覇市 
 〃 うるま市 
 〃 南城市 
 〃 国頭郡今帰仁村 
 〃 中頭郡読谷村 
 〃  〃 中城村 
 〃  〃 北中城村 

遺産面積 54.9ha 
緩衝地帯 559.7ha 
合計   614.6ha 

玉陵［重文５、史跡］ 
園比屋武御嶽石門［重文１］（史跡） 
今帰仁城跡［史跡］ 
座喜味城跡［史跡］ 
勝連城跡［史跡］ 
中城城跡［史跡］ 
首里城跡［史跡］ 
識名園［特別名勝］ 
斎場御嶽［史跡］ 

ⅱⅲ

ⅳⅵ

平成

12
年 

紀伊山地の霊場

と参詣道 
三重県尾鷲市 
 〃 熊野市 
 〃 度会郡大紀町 
 〃 北牟婁郡紀北町 
 〃 南牟婁郡御浜町 
 〃  〃  紀宝町 
奈良県五條市 

〃 吉野郡吉野村 

遺産面積 495.3ha 
緩衝地帯 11,370ha 
合計   11,865.3ha

吉野山［史跡］ 
吉野水分神社［重文１、史跡］ 
金峯神社［史跡］ 
金峯山寺［国宝２、重文１、史跡］ 
吉水神社［重文１、史跡］ 
大峰山寺［重文１、史跡］ 
熊野本宮大社［重文１、史跡］ 
熊野速玉大社［史跡、天然記念物］ 

ⅱⅲ

ⅵⅳ

平成

16
年 

参考資料１－４  



 〃  〃 黒滝村 
 〃  〃 天川村 
 〃  〃 野迫川村 
 〃  〃 十津川村 
 〃  〃 下北山村 
 〃  〃 上北山村 
 〃  〃 川上村 
和歌山県田辺市 

〃  新宮市 
 〃 伊都郡かつらぎ町 
 〃  〃 九度山町 
 〃  〃 高野町 
 〃  西牟婁郡白浜町 
 〃   〃 すさみ町 
 〃  東牟婁郡 

那智勝浦町 

熊野那智大社［重文１、史跡］ 
青岸渡寺［重文２、史跡］ 
那智大滝［名勝］ 
那智原始林［天然記念物］ 
補陀洛山寺［史跡］ 
丹生都比売神社［重文２、史跡］ 
金剛峰寺［国宝２、重文１０、史跡］ 
慈尊院［重文１、史跡］ 
丹生官省符神社［重文１、史跡］ 
大峰奥駈道［重文１、史跡、天然記念物］ 
熊野参詣道中辺路［史跡］ 
  〃  小辺路［史跡］ 
  〃  大辺路［史跡］ 
  〃  伊勢路［史跡、名勝］ 
高野山町石道［史跡］ 

石見銀山遺跡と

その文化的景観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県大田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産面積 442ha 
緩衝地帯 3,221ha 
合計   3,663ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀山柵内〔史跡〕  

代官所跡〔史跡〕  

矢滝城跡〔史跡〕  

矢筈城跡（史跡） 

石見城跡〔史跡〕  

大森銀山重要伝統的建造物群保存地区〔重要伝統的建造物

群保存地区〕 

宮ノ前地区〔史跡〕  

熊谷家住宅〔重文〕 

羅漢寺五百羅漢〔史跡〕 

鞆ヶ浦道〔史跡〕  

温泉津沖泊道〔史跡〕  

鞆ヶ浦〔史跡〕 

沖泊〔史跡〕 

温泉津重要伝統的建造物群保存地区〔重要伝統的建造物群

保存地区〕 

ⅱⅲ

ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成

19

年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自然遺産 
登録名称 所在地 面積 保護区等名称 登録

基準

登録

年 
白神山地 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 

 〃  〃  深浦町 
 〃 中津軽郡西目屋村 
秋田県山本郡藤里町 

遺産面積 16,971ha 
 

自然環境保全地域（自然環境保全法） 
国定公園・県立自然公園（自然公園法） 
森林生態系保護地域（林野庁長官通達） 
特別天然記念物ニホンカモシカ（文化財保護法） 
天然記念物クマゲラ、イヌワシ、ヤマネ（文化財保護法）

ⅱ 平成

５年

屋久島 鹿児島県熊毛郡上屋久町 
 〃   〃 屋久町 

遺産面積 10,747ha 特別天然記念物屋久島スギ原始林（文化財保護法） 
天然記念物アカヒゲ、カラスバト、アカコッコ、イイジマ

ムシクイ（文化財保護法） 
原生自然環境保全地域（自然環境保全法） 
国立公園（自然公園法） 
森林生態系保護地域（林野庁長官通達） 

ⅱⅲ 平成

５年

知床 北海道斜里郡斜里町 
 〃 目梨郡羅臼町 

遺産面積 71,000ha 遠音別岳原生自然環境保全地域（自然環境保全法） 
知床国立公園（自然公園法） 
知床森林生態系保護地域（国有林管理経営規定） 
国指定知床鳥獣保護区（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律） 
国内希少野生動植物種オジロワシ、オオワシ、シマフクロ

ウ等（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律）

天然記念物オジロワシ、オオワシ、エゾシマフクロウ、ク

マゲラ、カラフトルリシジミ（文化財保護法） 

ⅱⅳ 平成

17
年 

 


