
平成２５年６月２２日

文 化 庁

「富士山」の世界遺産一覧表への記載決定について（第二報）

カンボジアのプノンペンで開催されている第３７回ユネスコ世界遺産委員会において、我が国

が世界文化遺産に推薦していた「富士山」についての審議が行われ、

現地時間 ６月２２日（土） １５：２８

(日本時間 ６月２２日（土） １７：２８)

に、世界遺産一覧表に三保松原を含めて「記載」することが決定されました。また、記載する名称

は、「Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration （富士山－信仰の対象と芸術の源

泉）」に決定されました。

なお、世界遺産一覧表への正式な記載日は、第３７回世界遺産委員会の審議最終日である６

月２６日（水）になる見込みです。

（参考） 世界遺産委員会の決議の４区分

① 記載（Inscription）： 世界遺産一覧表に記載するもの。

② 情報照会（Referral）： 追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。

③ 記載延期（Deferral）： より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書

を再提出した後、約１年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。

④ 不記載(Not to inscribe）： 記載にふさわしくないもの。例外的な場合を除き再推薦は不

可。

１．これまでの経緯：

平成１９年 １月 ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載

平成２４年 １月 ユネスコへ推薦書を提出

平成２４年８～９月 ＩＣＯＭＯＳの専門家による現地調査

平成２４年１２月 ＩＣＯＭＯＳから追加情報の要請

平成２５年 ２月 ＩＣＯＭＯＳへ追加情報を提出

平成２５年 ４月 ＩＣＯＭＯＳからの勧告



２．世界遺産委員会における主な審議内容

＜要旨＞

「富士山」について、評価基準(ⅲ)及び(vi)に基づき、三保松原を含め、「記載」と決定された。

名称は、「Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration （富士山 – 信仰の対象と芸術

の源泉）」と決定された。

＜主な審議内容のポイント＞

○ 三保松原については、これを除外すべきとの ICOMOS 勧告に対して、大多数の委員国か

ら三保松原を含めるべきとの意見が表明され、これを含める形で登録することとされた。

○ 資産の名称については、事務局より、ICOMOS と我が国が協議した案として「Fujisan,

sacred place and source of artistic inspiration （富士山 – 信仰の対象と芸術の源泉）」が

提示され、我が国にも確認が求められた。これに対し、当該名称は我が国が追加情報に

おいて提案していた名称の趣旨とも合致するため、同意する旨発言した。

○ この他、「富士山がこれまで登録されていなかったのはむしろ驚きである」、「象徴的な

（iconic）資産である」等、富士山の価値を認める意見が、ほぼ全ての委員国から表明され

た。

※ 決議の概要は別添のとおり。

＜担当＞

文化庁文化財部記念物課

課 長 榎本 剛

世界文化遺産企画係長 齋藤 彩

電話：03-5253-4111（代表） 内線 4762



富士山の世界遺産一覧表の記載審議に係る決議の概要（仮訳）

（１）記載の可否と記載基準への適合

○ 「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」を評価基準(ⅲ)及び(vi)により世界

遺産一覧表に記載する。

記載

基準
評価の内容

ⅲ

ⅵ

独立成層火山としての荘厳な富士山の形姿は、間欠的に繰り返

す火山活動により形成されたものであり、古代から今日に至るま

で山岳信仰の伝統を鼓舞し続けてきた。頂上への登拝と山麓の霊

地への巡礼を通じて、巡礼者はそこを居処とする神仏の霊能を我

が身に吹き込むことを願った。これらの宗教的関連性は、その完

全な形姿としての展望を描いた無数の芸術作品を生み出すきっか

けとなった富士山への深い憧憬、その美しさへの感謝、自然環境

との共生を重視する伝統と結び付いた。一群の構成資産は、富士

山とそのほとんど完全な形姿に対する崇敬を基軸とする生きた文

化的伝統の類い希なる証拠である。

湖沼及び海から立ち上がる独立成層火山としての富士山の図像

は、古来、詩・散文その他の芸術作品にとって、創造的感性の源

泉であり続けた。とりわけ１９世紀初期の葛飾北斎及び歌川広重

により浮世絵に描かれた富士山の図像は、西洋の芸術の発展に顕

著な影響をもたらし、今なお高く評価されている富士山の荘厳な

形姿を世界中に知らしめた。

（２）我が国への勧告事項

○ 以下の点を尊重しつつ、資産をひとつの存在として、また文化的景観と

して管理するための管理システムを実施可能な状態にすること。

a) アクセスの利便性・レクリエーションの提供と神聖さ・美しさの質の維

持と相反する要請に関連して、資産の全体構想（ヴィジョン）を定める

こと。

b) 神社・御師住宅及びそれらと上方の登山道との関係に関して山麓の巡礼

路の経路を特定し、それらがどのように認知・理解されるのかについて



検討すること。

c) 上方の登山道の受け入れ能力を研究し、その成果に基づく来訪者管理戦

略を定めること。

d) 上方の登山道及びそれらに関係する山小屋、トラクター道のための総合

的な保全手法を定めること。

e) 個々の構成資産において来訪者施設（ビジターセンター）の整備及び解

説を促進するために、個々の構成資産が資産全体の一部分を成し、富士

山の山頂から山麓にわたる巡礼路全体の一部分を成すことがどのよう

に認識・理解できるのかを周知するために、情報提供戦略を策定するこ

と。

f) 景観の神聖さ及び美しさの両側面を維持するために、経過観察指標を強

化すること。

（３）我が国への要請事項

○ ２０１６年の第４０回世界遺産委員会において審査できるように、２０

１６年２月１日までに世界遺産センターに保全状況報告書を提出するこ

と。報告書には、文化的景観の手法を反映した資産の総合的な構想（ヴ

ィジョン）、来訪者戦略、登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理戦

略の策定に関する進展状況を含めるとともに、管理計画の全体的な改定

の進展状況を含めること。



富士山の世界文化遺産登録に際しての文化庁長官メッセージ

２０１３年６月２２日（土）

プノンペンにて

静岡、山梨両県民のみなさん、そして全国民のみなさん、富士山のユネスコ

世界文化遺産への登録、まことにおめでとうございます。両県知事を始め、こ

の日のために長い年月をかけて努力をしてこられたすべての関係者の方々に、

心から敬意を表します。

これは単に日本のひとつの山が世界遺産になったというだけではありません。

それは遠い古（いにしえ）からの日本人の心のありようの美しさ、気高さが、

世界に認められたということを意味すると思います。

日本人は昔から自分を自然の一部とみなし、自然を崇め、慈しみ、畏敬の念

をもってきました。四季の移ろいを愛で、喜びは自然に感謝し、悲しみは自然

に癒してもらいながら、たおやかに、そしてしたたかに生きてきました。その

中で他を思いやり、自己を規律し、物質的なものではなく精神的な価値を大切

にするという思想を熟成させてきました。多様な文化や信仰を懐に包みこみな

がら、洗練された文化をつくってきました。

このような日本人の思想を育ててくれた自然を代表するもののひとつが、富

士山ではないでしょうか。古くからさまざまな信仰の対象であり、また傑出し

た芸術の源泉として日本人の心の中に特別の位置を占めてきた富士山の価値を

ユネスコが認めてくれたということは、すなわち日本人のこれまでの生き方が、

世界に肯定的に受け入れられたことに他なりません。

富士山が、自然遺産ではなく文化遺産として認められたことには、まさにこ

うした意義があるのです。

富士山が世界遺産に登録されたことで、日本人が自らの心の美しさに自信と

誇りを取り戻し、それをさらに発展させながら、あくまでも謙虚に、世界に広

めていくことができれば、人類の将来に対する日本人の貢献になると思います。

結びに、関係者の方々のご尽力に改めて敬意を表すると共に、お手伝いをさ

せていただいた文化庁や外務省等のスタッフの労をねぎらいたいと思います。



木曽ユネスコ日本政府代表部大使によるスピーチ

（世界遺産委員会における「富士山」の世界遺産一覧表への記載決定）

本日、世界遺産委員会において、「富士山」の世界遺産一覧表への記載が決

定されたことを大変喜ばしく思います。日本政府を代表して、世界遺産委員会

の全委員国、本日の記載に至るまでのプロセスに携わった世界遺産センター及

び ICOMOS の専門家の皆様に心から感謝申し上げます。

ご承知のとおり、「富士山」は我々日本人にとって非常に象徴的な山である

とともに宗教的な面を有する山であります。「富士山」は我々にとって特別な

意味を持つ山であるため、この神聖で美しき文化遺産の「顕著で普遍的な価値」

が世界遺産委員会によって認められ、評価されたことは大変喜ばしいことであ

ります。

「富士山」のより良い保全状況を確保するために、我が国の地域コミュニテ

ィと政府機関が密接に協力し、努力を惜しまないことを私は確信しております。

本日は、横内山梨県知事及び川勝静岡県知事にもお越し頂いておりますので、

私の挨拶はここまでして、まず横内知事から一言頂ければと思います。それで

は横内知事、どうぞ宜しくお願い致します。



Ambassador KISO’s Speech after the inscription of “Fuji-san”

on the World Heritage List

Thank you Mr Chair,

I am so happy today that the Committee has decided to inscribe “Fuji-san”

on the World Heritage List. On behalf of the Government of Japan, I would like to

express my sincere appreciation to all the members of the Committee as well as

all the experts of the World Heritage Centre and ICOMOS who took part in the

process of inscription.

As you may know, for all the Japanese people, Mt Fuji that we call “Fuji-

san” is a very symbolic and spiritual mountain. Since Fuji-san has a special

significance for us, I am very delighted that the outstanding universal value of

this sacred and beautiful cultural property has been recognised and

acknowledged by the World Heritage Committee.

I am confident that the local communities and relevant governmental

authorities of Japan will work together closely and spare no efforts to ensure

better conservation of “Fuji-san”.

Today, we have two Governors from the local authorities, Mr Yokouchi

from Yamanashi Prefecture and Mr Kawakatsu from Shizuoka Prefecture. So, I

would like to stop here and invite Mr Yokouchi to say a few words. Mr Yokouchi,

please.



世界遺産委員会における決議後山梨県知事スピーチ

Since ancient times, Fujisan has been at the heart of the

Japanese consciousness. Accordingly, it is a great pleasure for the

people of Japan to hear of Fujisan’s inscription on the World

Heritage list.

We shall not forget this honor and will continue to do our utmost

to preserve the natural environment and cultivate the landscape

surrounding our beloved Fujisan, so that it will forever be loved

by the people of the world.

Thank you very much.

○富士山は、古来、日本人にとって心の拠り所でありますので、こ

のたびの登録の決定は、日本国民全ての喜びであます。

○今後は、この喜びを忘れることなく、質の高い景観の形成や環境保

全に一層の力を注ぎ、未来永劫、世界中から愛される富士山を目指

して参ります。

○ご出席のすべての皆様に心から感謝申し上げます。



世界遺産委員会における決議後静岡県知事スピーチ

○ 地球の造山活動の傑作である富士山が、世界文化遺産に登録され、大

変喜ばしく感じております。

○ 世界遺産リストへの記載は、ゴールではなく、始まりであります。

○ ８世紀の有名な歌人、山部赤人は、「神さびて、高く尊き駿河なる富士の

高嶺を … 語り継ぎ言い継ぎ行かむ」と感極まりながら詠んでおります。

○ 登録を契機に、日本国民が一丸となって、誇りを持って富士山を守り、

後世に継承するとともに、富士山のごとく美しく、富み、徳のある国づく

りに邁進してまいります。

○ 本日は、誠にありがとうございました。



BRIEF REMARKS BY GOVERNOR KAWAKATSU OF SHIZUOKA PREFECTURE

The 37th Session of the World Heritage Committee

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

June 2013

I am truly honoured to witness this momentous occasion. Fujisan, a

natural creation of the Earth, has just been designated a World Cultural Heritage.

This inscription is not the end but only the beginning.

Yamabe-no-Akahito, a renowned Japanese poet in the 8th century

movingly sang: “Noble like a very god, soars the lofty peak of Fuji…shall be

spoken of in awe from generation to generation.”

In line with this spirit, the people of Japan shall proudly safeguard and

pass the legacy of Fujisan on to future generations. We hereby pledge to build a

Japan that is beautiful, affluent, and virtuous as Fujisan itself.

Thank you to the Chair and Members of the World Heritage Committee;

States Parties; and ICOMOS. And thank you all very much indeed for your

support.




