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地域 収蔵場所番号
(上２桁) 国 名 認 定 者

(認定実施2005年；経歴は当時のもの) ページ

東
・
東
南
・
南
ア
ジ
ア

01､ 02 日 本 国 写真文化事業室 4

03 大 韓 民 国 写真文化事業室 23

04 中 華 人 民 共 和 国 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 24

05 ベ ト ナ ム 社 会 主 義 共 和 国 写真文化事業室 27

06 カ ン ボ ジ ア 王 国 新田栄治 (鹿児島大学) 28

07 タ イ 王 国 新田栄治 (鹿児島大学) 29

08 マ レ ー シ ア 新田栄治 (鹿児島大学) 34

09 フ ィ リ ピ ン 共 和 国 新田栄治 (鹿児島大学) 35

10 イ ン ド ネ シ ア 共 和 国 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 36

11 ブ ー タ ン 王 国 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 39

12 ネ パ ー ル 王 国 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 40

13 イ ン ド 藤原達也 (共立女子大学) 43

14 ス リ ラ ン カ 民 主 社 会 主 義 共 和 国 藤原達也 (共立女子大学) 46

15 モ ル デ ィ ブ 共 和 国 写真文化事業室 49

16 パ キ ス タ ン ・ イ ス ラ ム 共 和 国 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 50

西
ア
ジ
ア

17 ア フ ガ ニ ス タ ン ・ イ ス ラ ー ム 共 和 国 前田耕作 (アフガニスタン文化研究所所長) 54

18 イ ラ ン ・ イ ス ラ ム 共 和 国 千代延惠正 (元東京大学文部技官) 57

19 イ ラ ク 共 和 国 千代延惠正 (元東京大学文部技官) 62

20 シ リ ア ・ ア ラ ブ 共 和 国 千代延惠正 (元東京大学文部技官) 63

21 レ バ ノ ン 共 和 国 西藤清秀 (橿原考古学研究所) 65

22 ヨ ル ダ ン ・ ハ シ ェ ミ ッ ト 王 国 西藤清秀 (橿原考古学研究所)
越後屋朗 (同志社大学神学部教授) 67

23 イ ス ラ エ ル 国 越後屋朗 (同志社大学神学部教授) 72

24 オ マ ー ン 国 佐々木達夫 (金沢大学) 73

25､ 26 ト ル コ 共 和 国 杉村 棟 (国立民族学博物館名誉教授)
浅香 正 (同志社大学名誉教授) 75

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
フ
リ
カ

27 エ ジ プ ト ・ ア ラ ブ 共 和 国 近藤二郎 (早稲田大学) 88

28 ギ リ シ ャ 共 和 国 周藤芳幸 (名古屋大学) 90

29､ 30 ス ペ イ ン 杉村 棟 (国立民族学博物館名誉教授) 93

31 イ タ リ ア 共 和 国 浅香 正 (同志社大学名誉教授) 99

32 バ チ カ ン 市 国 浅香 正 (同志社大学名誉教授) 101

33 フ ラ ン ス 共 和 国 浅香 正 (同志社大学名誉教授) 102

34 ド イ ツ 連 邦 共 和 国 浅香 正 (同志社大学名誉教授) 103

35 英国(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国) 浅香 正 (同志社大学名誉教授) 104

36 オ ー ス ト リ ア 共 和 国 写真文化事業室 105

37 ス イ ス 連 邦 写真文化事業室 106

38 旧
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

ロ シ ア 連 邦 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 107

38 ウ ク ラ イ ナ 長澤和俊 (早稲田大学名誉教授) 110

38 ト ル ク メ ニ ス タ ン 堀 晄 (古代オリエント博物館研究員) 112

38､ 39 ウ ズ ベ キ ス タ ン 共 和 国 堀 晄 (古代オリエント博物館研究員) 113

39 タ ジ キ ス タ ン 共 和 国 堀 晄 (古代オリエント博物館研究員) 115

39 ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン 共 和 国 堀 晄 (古代オリエント博物館研究員) 116

39 キ ル ギ ス 共 和 国 写真文化事業室 117

39 カ ザ フ ス タ ン 共 和 国 堀 晄 (古代オリエント博物館研究員) 118

北
・
中
央

ア
メ
リ
カ

40､ 41 メ キ シ コ 合 衆 国 大井邦明 (京都外国語大学教授) 119

42 グ ア テ マ ラ 共 和 国 大井邦明 (京都外国語大学教授) 127

43 ホ ン ジ ュ ラ ス 共 和 国 大井邦明 (京都外国語大学教授) 130

44 パ ナ マ 共 和 国 大井邦明 (京都外国語大学教授) 131
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮影地(国名以外) 被写体名称 博物館名称 被写体名称(博物館) 撮影年 枚数

○ 01-0100 岩手県 西磐井郡 平泉町 中尊寺金色堂 1976年 40

01-0201 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 山門 1976年 11

01-0202 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 本堂 1976年 25

01-0203 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 無縁多宝塔 1976年 2

01-0204 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 庫裡 1976年 8

01-0205 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 墓地 1976年 16

01-0206 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 納骨堂 1976年 1

01-0207 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 白雲庵 1976年 9

01-0208 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 梅花寮 1976年 4

01-0209 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 虫声庵 1976年 1

01-0210 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 仏舎利塔 1976年 19

01-0211 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 襖絵 1976年 33

01-0212 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 仏舎利 1976年 2

01-0213 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 美術品 1976年 3

01-0214 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 三十三観音 1976年 36

01-0215 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 節分 1976年 31

01-0216 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 葬式 1976年 10

01-0217 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 針供養 1976年 9

01-0218 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 地鎮祭 1976年 8

01-0219 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 托鉢 1976年 28

01-0220 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 雪作務 1976年 11

01-0221 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 石川氏の太鼓 1976年 14

01-0222 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 寒修行・托鉢 1976年 41

01-0223 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 行事1 1976年 11

01-0224 岩手県 釜石市 大只越町 石応禅寺 行事2 1976年 13

01-0225 岩手県 釜石市 大平町 釜石大観音 山門 1976年 3

01-0226 岩手県 釜石市 大平町 釜石大観音 スカイレーター 1976年 6

01-0227 岩手県 釜石市 大平町 釜石大観音 1976年 7

01-0228 岩手県 釜石市 大平町 釜石大観音と仏舎利塔 1976年 8

01-0229 岩手県 釜石市 釜石大観音 空撮 1976年 21

01-0230 岩手県 釜石市 釜石大観音 黒崎より 1976年 32

01-0231 岩手県 釜石市 釜石大観音 小色より 1976年 41

01-0232 岩手県 釜石市 釜石大観音 上平田より 1976年 8

01-0233 岩手県 釜石市 唐丹町 花露辺 春の大漁祭 1976年 113

01-0234 岩手県 釜石市 小浜町 鮭の放流 1976年 13

01-0235 岩手県 釜石市 釜石市 行事 1976年 9

01-0236 岩手県 釜石市 箱崎町 仮宿部落 民家 高伝次郎のオシラさま 1976年 6

01-0237 岩手県 釜石市 箱崎町 仮宿部落 民家 台吉之助夫妻と
オシラさま(漁師) 1976年 2

01-0238 岩手県 釜石市 甲子町 甲子上小川部落 民家 晴山仁太郎
老人と野田武義氏 1976年 9

01-0239 岩手県 釜石市 甲子町 甲子上小川部落 民家 藤井家・
野田家・菊池家 1976年 4

01-0240 岩手県 釜石市 橋野町 能舟木部落 農家 1976年 8

01-0241 岩手県 釜石市 橋野町 和山牧場 闘牛 1976年 2

01-0242 岩手県 釜石市 製鉄所 1976年 47

01-0243 岩手県 釜石市 釜石橋上市場 1976年 50

01-0244 岩手県 釜石市 馬田岬 農耕馬 1976年 23

01-0245 岩手県 釜石市 鎌崎半島 雪景 1976年 3

01-0246 岩手県 釜石市 釜石湾 1976年 8

01-0247 岩手県 釜石市 釜石湾と三貫島 1976年 6

01-0248 岩手県 釜石市 唐丹湾 漁船 1976年 3

01-0249 岩手県 釜石市 大根崎半島 1976年 5

01-0250 岩手県 釜石市 軍艦島 1976年 5

日本国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮影地(国名以外) 被写体名称 博物館名称 被写体名称(博物館) 撮影年 枚数

01-0251 岩手県 釜石市 坂木山 1976年 1

01-0252 岩手県 釜石市 外山街道 不動明王と龍神 1976年 8

01-0253 岩手県 釜石市 鵜住居川 1976年 3

01-0254 岩手県 釜石市 橋野川(アユ放流地) 1976年 7

01-0255 岩手県 釜石市 笛吹峠 1976年 9

01-0256 岩手県 釜石市 初神峠 1976年 12

01-0257 岩手県 釜石市 釜石市 初日 1976年 20

01-0258 岩手県 釜石市 釜石市 不明 1976年 4

01-0301 岩手県 大船渡市 三陸町 吉浜 朝日・夕日 1976年 3

01-0302 岩手県 大船渡市 三陸町 吉浜 漁師たち 1976年 11

01-0303 岩手県 大船渡市 三陸町 三陸町 冬 1976年 12

01-0401 岩手県 遠野市 遠野市全景 1976年 1

01-0402 岩手県 遠野市 常堅寺 1976年 5

01-0403 岩手県 遠野市 附馬牛町 駒形神社 1976年 23

01-0404 岩手県 遠野市 附馬牛町 神遣神社 馬頭観音 祠 1976年 6

01-0405 岩手県 遠野市 附馬牛町 石羽根部落 民家 阿部卯一住宅 1976年 47

01-0406 岩手県 遠野市 附馬牛町 石羽根部落 阿部卯一夫妻・仔馬 1976年 13

01-0407 岩手県 遠野市 附馬牛町 石羽根部落 1976年 4

01-0408 岩手県 遠野市 東舘野町 南部神社 鹿踊り 1976年 163

01-0409 岩手県 遠野市 東舘野町 南部神社 八幡神楽 1976年 28

01-0410 岩手県 遠野市 遠野市 神楽を舞う人々 1976年 128

01-0411 岩手県 遠野市 新町 対泉院 上棟式 1976年 8

01-0412 岩手県 遠野市 綾織町 砂子沢部落上棟式 1976年 29

01-0413 岩手県 遠野市 綾織町 砂子沢部落 民家 1976年 6

01-0414 岩手県 遠野市 綾織町 上綾織 民家 千葉哲雄住宅 1976年 60

01-0415 岩手県 遠野市 綾織街道 遠野市 綾織街道 1976年 2

01-0416 岩手県 遠野市 土淵町 和野 山口部落 民家 北川深雪住宅 1976年 18

01-0417 岩手県 遠野市 早池峰 小出部落 民家 村上林次郎住宅 1976年 46

01-0418 岩手県 遠野市 早池峰街道 遠野市 早池峰街道 1976年 20

01-0419 岩手県 遠野市 上郷町 細越部落 民家 中山家のおしらさま 1976年 9

01-0420 岩手県 遠野市 青笹町 六角牛 大草里部落 農家 1976年 8

01-0421 岩手県 遠野市 土淵町 民家 佐々木喜善住宅 1976年 2

01-0422 岩手県 遠野市 松崎町 妻の神部落 民家 曲り家 1976年 6

01-0423 岩手県 遠野市 桑原部落 民家 曲り家 1976年 2

01-0424 岩手県 遠野市 松原の民家入口 1976年 4

01-0425 岩手県 遠野市 南部曲り家 1976年 6

01-0426 岩手県 遠野市 大工町 大工町 民家 1976年 13

01-0427 岩手県 遠野市 宮守町 お鍋ヶ淵部落 民家 1976年 8

01-0428 岩手県 遠野市 繭から糸を紡ぐ作業 1976年 63

01-0429 岩手県 遠野市 青笹町 青笹 娘の神かくし付近 1976年 3

01-0430 岩手県 遠野市 愛宕神社 1976年 3

01-0431 岩手県 遠野市 宮守町 鱒沢部落 民家 1976年 4

01-0432 岩手県 遠野市 遠野市 嵐 1976年 2

01-0433 岩手県 遠野市 猫川(後方は六角山) 1976年 5

01-0434 岩手県 遠野市 下組町 猿ヶ石川の漁師 佐々木藤五郎氏 1976年 44

01-0435 岩手県 遠野市 漁風景 1976年 31

01-0436 岩手県 遠野市 下組町 猿ヶ石川 早春のウグイ漁 1976年 21

01-0437 岩手県 遠野市 遠野焼き 沼田三次郎氏 1976年 19

01-0438 岩手県 遠野市 遠野市 佐々木孝和氏 1976年 4

01-0439 岩手県 遠野市 遠野市 日雇い農民(婦人) 1976年 3

01-0440 岩手県 遠野市 小出 遠野市 小出 風景 1976年 1
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01-0500 岩手県 遠野市 遠野盆地の早春 1976年 13

01-0600 岩手県 盛岡市 西長寺(旧釜石街道) 1976年 3

01-0701 岩手県 宮古市 津軽石川の鮭 1976年 3

01-0702 岩手県 宮古市 正月用お飾り市 1976年 27

01-0703 岩手県 宮古市 宮古湾 1976年 4

01-0704 岩手県 宮古市 津軽石川渓谷 1976年 6

01-0801 岩手県 宮古市 下閉伊郡 天狗森部落 民家 1976年 6

01-0802 岩手県 宮古市 下閉伊郡 薬師川 神楽部落 民家 1976年 4

01-0803 岩手県 宮古市 下閉伊郡 夏屋川 蟹岡部落 1976年 11

01-0804 岩手県 宮古市 山田町 山田湾 1976年 80

01-0805 岩手県 宮古市 田老町 重津部 風土 1976年 8

01-0806 岩手県 宮古市 田老町 乙部 雪景色 1976年 5

01-0807 岩手県 宮古市 田老町 真崎 風土 1976年 10

01-0808 岩手県 宮古市 田老町 小港 風土 1976年 16

01-0809 岩手県 宮古市 田老町 田老町 桐 1976年 1

01-0810 岩手県 宮古市 田老町 青の滝 雪景色 1976年 59

01-0811 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 小本海岸 1976年 1

01-0812 岩手県 下閉伊郡 北黒崎 風土 1976年 1

01-0814 岩手県 下閉伊郡 黒崎海岸 1976年 3

01-0901 岩手県 陸前高田市 陸前高田市 民家 1976年 21

01-0902 岩手県 陸前高田市 西郡街道 陸前高田市 西郡街道 民家 1976年 22

01-0903 岩手県 陸前高田市 両替町 陸前高田市 両替町の倉・民家 1976年 20

01-1001 岩手県 大船渡市 大船渡市 民家 1976年 11

01-1002 岩手県 大船渡市 盛街道 盛街道 民家 1976年 7

01-1003 岩手県 大船渡市 大窪大峠 大窪大峠 1976年 20

01-1100 岩手県 釜石市 鷹巣山 鷹巣山 1976年 3

01-1200 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 下閉伊郡 岩泉街道 1976年 1

01-1300 岩手県 下閉伊郡 山田町 下閉伊郡 豊間根峠 1976年 1

01-1400 岩手県 北上山脈 北上山脈 1976年 1

01-1500 岩手県 下閉伊郡 田野畑 上巣合村 1976年 5

01-1600 岩手県 民家 不明 9

01-1700 岩手県 定置網漁 不明 46

01-1800 岩手県 ウニ漁 不明 14

01-1900 岩手県 岩手県 並河コレクション 不明 10

01-2000 岩手県 岩手県 美術品 不明 13

01-2100 岩手県 不明 不明 657

01-2200 福島県 河沼郡 会津坂下町 恵隆寺 立木観音堂 1968年 4

01-2301 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 本堂 1968年 2

01-2302 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 薬師堂 薬師如来坐像 1954年 5

01-2303 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 薬師堂 日光菩薩立像 1954年 1

01-2304 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 薬師堂 月光菩薩立像 1954年 1

01-2305 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 虚空蔵菩薩像 1954年 1

01-2306 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 地蔵菩薩立像 1954年 1

01-2307 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 四天王立像 多聞天 1954年 1

01-2308 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 四天王立像 持国天 1954年 1

01-2309 福島県 河沼郡 湯川村 勝常寺 四天王立像 増長天 1954年 1

01-2400 群馬県 安中市 板鼻石仏 1968年 1

○ 01-2500 栃木県 日光市 日光東照宮 1968年 24

01-2601 栃木県 足利市 足利学校 1968年 6

01-2602 栃木県 足利市 家富町 鑁阿寺 1968年 2

01-2700 栃木県 宇都宮市 大谷寺磨崖仏 1968年 7
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01-2800 栃木県 塩谷郡 塩谷町 佐貫磨崖仏 1968年 3

01-2901 千葉県 佐原市 伊能忠敬 作成地図 1968年 19

01-2902 千葉県 佐原市 伊能忠敬肖像画(久保木清淵賛) 1968年 2

01-2903 千葉県 香取市 佐原 伊能忠敬旧宅 1968年 6

01-3001 東京都 港区 芝公園 増上寺 1985年 39

01-3002 東京都 港区 高輪 泉岳寺 1985年 29

01-3100 東京都 調布市 深大寺 深大寺 1985年 34

01-3201 東京都 杉並区 堀ノ内 妙法寺 1985年 22

01-3202 東京都 杉並区 大宮 大宮八幡宮 1985年 9

01-3300 東京都 東村山市 正福寺 1985年 53

01-3400 東京都 立川市 柴崎町 普済寺 1985年 46

01-3500 東京都 練馬区 石神井町 三宝寺 1985年 52

01-3600 東京都 豊島区 東池袋 サンシャインシティプリンス前 1985年 16

01-3700 東京都 江戸の形がある風景 1985年 81

01-3800 東京都 台東区 羽子板市 1984年 92

01-3901 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 立像 1985年頃 7

01-3902 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 狛犬 1985年頃 2

01-3903 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 大般若経 1985年頃 2

01-3904 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 舎利塔 1985年頃 2

01-3905 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 五心義略記 1985年頃 3

01-3906 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 瑜伽師地論疏 1985年頃 1

01-3907 東京都 台東区 上野公園 東京国立博物館 真心要決 1985年頃 1

01-4001 神奈川県 鎌倉市 建長寺 1968年 49

01-4002 神奈川県 鎌倉市 高徳院 阿弥陀如来坐像 1968年 5

01-4003 神奈川県 鎌倉市 鶴岡八幡宮 1968年 3

01-4004 神奈川県 鎌倉市 円覚寺 1968年 3

01-4100 静岡県 広沢の湖畔 野仏 1969年 1

01-4200 静岡県 静岡市 藤枝市 静岡市 清水寺石仏 1969年 1

○ 01-4301 山梨県 富士山 富士山 1969年 40

○ 01-4302 山梨県 富士山 富士山麓(空撮) 1969年 37

○ 01-4303 山梨県 富士山 富士山 北東面 1969年 16

○ 01-4304 山梨県 富士山 富士山 東面 1969年 23

○ 01-4305 山梨県 富士山 富士山 西面 1969年 9

○ 01-4306 山梨県 富士山 富士山 北西面 1969年 31

○ 01-4307 山梨県 富士山 富士山 北面 1969年 41

○ 01-4308 山梨県 富士山 富士山 南面 1969年 2

○ 01-4309 山梨県 富士山 富士山 その他 1969年 47

○ 01-4400 山梨県 河口湖・精進湖 河口湖・精進湖 1969年 14

01-4500 山梨県 甲府市 甲府市内 風景 1969年 1

01-4600 長野県 松本市 松本城 1968年 20

01-4700 長野県 大町市 八坂 北安曇郡 八坂村 1968年 1

01-4800 愛知県 犬山市 犬山城 1968年 3

01-4901 富山県 南砺市 平村 相倉合掌集落 1984年 21

01-4902 富山県 南砺市 菅沼 管沼合掌集落 1984年 3

01-4903 富山県 南砺市 上平村観光案内図 1984年 1

01-5001 岐阜県 高山市 清見町 清見村 風景 1984年 24

○ 01-5002 岐阜県 大野郡 白川村 白川郷 民家・明善寺 1984年 46

01-5003 岐阜県 高山市 丹生川町 千光寺 1984年 4

01-5100 岐阜県 飛騨市 古川町 古川町 民家 1984年 7

01-5200 岐阜県 高山市 高山市 民家 日下部民芸館 1984年 66

01-5300 岐阜県 岐阜市 長良川 長良川鵜飼い 1984年 160
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01-5400 岐阜県 飛騨市 飛騨の里 1984年 13

01-5500 岐阜県 岐阜市 善竜寺 1984年 26

○ 01-5601 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 熊野那智大社 1968年 2

○ 01-5602 和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 那智滝 1968年 3

○ 01-5701 和歌山県 伊都郡 高野町 高野山 1968年 4

○ 01-5702 和歌山県 伊都郡 高野町 金剛峯寺 1968年 48

01-5801 滋賀県 大津市 園城寺町 園城寺(三井寺) 1968年 8

01-5802 滋賀県 大津市 石山寺 石山寺 不明 29

01-5803 滋賀県 大津市 堅田 満月寺浮見堂 1968年 1

○ 01-5804 滋賀県 大津市 坂本本町 比叡山延暦寺 1968年 10

01-5900 大阪府 河内長野市 寺元 観心寺 1968年 7

01-6000 大阪府 羽曳野市 島泉町 民家 吉村要次郎住宅 1968年 17

01-6100 大阪府 三島郡 島本町 水無瀬神宮 後鳥羽上皇像 1968年 2

01-6200 大阪府 大阪市 大阪城 淀川より 1968年 4

01-6300 大阪府 大阪市 天王寺区 四天王寺 1968年 1

01-6400 大阪府 大阪市 中央区 大阪城 大阪市立博物館 松椿蒔絵硯箱 1984年頃 8

01-6500 大阪府 大阪市 東区 法円坂町 難波の宮 不明 56

01-6600 京都府 木津川市 加茂町 浄瑠璃寺(九躰寺) 1968年 10

○ 01-6700 京都府 京都市 伏見区 醍醐寺 1968年 28

01-6801 京都府 京都市 東山区 東福寺 1968年 3

01-6802 京都府 京都市 東山区 蓮華王院(三十三間堂) 1968年 21

01-6803 京都府 京都市 東山区 養源院 俵屋宗達杉襖絵 1968年 15

○ 01-6900 京都府 京都市 南区 教王護国寺(東寺) 1968年 12

○ 01-7001 京都府 京都市 北区 鹿苑寺 金閣 1968年 8

01-7002 京都府 京都市 北区 光悦寺 1968年 15

01-7003 京都府 京都市 北区 眞珠庵 1968年 1

○ 01-7101 京都府 京都市 西京区 西芳寺(苔寺) 1968年 14

01-7102 京都府 京都市 西京区 桂離宮 1968年 266

○ 01-7201 京都府 京都市 左京区 慈照寺 銀閣 1968年 5

01-7202 京都府 京都市 左京区 三千院 1968年 23

01-7203 京都府 京都市 左京区 平安神宮 不明 20

01-7204 京都府 京都市 左京区 修学院離宮 1968年 336

01-7205 京都府 京都市 左京区 修学院離宮 作業風景 1981年 92

01-7206 京都府 京都市 左京区 大原 町並み 不明 20

01-7207 京都府 京都市 左京区 鷺森神社 舞 不明 6

01-7301 京都府 京都市 右京区 大覚寺 1968年 15

○ 01-7302 京都府 京都市 右京区 竜安寺 石庭 1964､68年 25

○ 01-7303 京都府 京都市 右京区 仁名寺 桜 不明 31

01-7304 京都府 京都市 右京区 神護寺 1968年 8

01-7400 京都府 京都市 上京区 京都御所 不明 36

01-7500 京都府 京都市 下京区 西本願寺 1968年 1

○ 01-7601 京都府 京都市 中京区 二条城 1968年 13

○ 01-7602 京都府 京都市 中京区 二条城 桜 不明 23

○ 01-7701 京都府 宇治市 平等院 1968年 18

01-7702 京都府 宇治市 万福寺 不明 1

01-7800 京都府 与謝郡 伊根町 伊根町 風景 1984年 3

01-7901 京都府 京丹後市 丹後町 間人 竹野郡 間人 風景 1984年 6

01-7902 京都府 京丹後市 丹後町 袖志 経ヶ岬 1984年 1

01-8000 京都府 京丹後市 久美浜町 熊野郡 久美浜町 風景 1984年 4

01-8100 京都府 木津川市 加茂町 岩船寺 1984年 6

01-8200 京都府 気比付近 気比付近 雪景 1984年 2
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01-8300 京都府 民家 1968年 52

01-8400 京都府 京都の桜 不明 42

01-8500 京都府 京大埴輪 不明 15

01-8600 京都府 芝山埴輪 不明 20

○ 01-8701 奈良県 奈良市 五条町 唐招提寺 千手観音 1968年 12

○ 01-8702 奈良県 奈良市 登大路町 興福寺 全景 1968年 29

○ 01-8703 奈良県 奈良市 登大路町 興福寺 南円堂 1968年 3

○ 01-8704 奈良県 奈良市 登大路町 興福寺 北円堂 1968年 7

○ 01-8705 奈良県 奈良市 登大路町 興福寺 国宝館 1962年 4

○ 01-8706 奈良県 奈良市 登大路町 興福寺 若草山山焼き 1968年 6

○ 01-8707 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 大仏殿 1968年 26

○ 01-8708 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 慮舎那仏坐像 1960年 2

○ 01-8709 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 南大門 1968年 6

○ 01-8710 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 仁王像 1960年 2

○ 01-8711 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 八角灯籠 1968年 8

○ 01-8712 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 法華堂(三月堂) 1968年 13

○ 01-8713 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 二月堂 お水取り 1968年 2

○ 01-8714 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 法華堂(三月堂) 執金剛神像 1968年 1

○ 01-8715 奈良県 奈良市 雑司町 東大寺 本坊校倉 1968年 3

○ 01-8716 奈良県 奈良市 春日野町 春日大社 1968年 1

○ 01-8717 奈良県 奈良市 春日野町 春日大社 釣灯籠 1968年 25

○ 01-8718 奈良県 奈良市 春日野町 春日大社(1200年記念) 万灯籠 1968年 46

○ 01-8719 奈良県 奈良市 金峰神社 1968年 4

01-8720 奈良県 奈良市 雑司町 正倉院 1968年 5

01-8721 奈良県 奈良市 奈良市 若草山 不明 15

○ 01-8801 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 全景 不明 26

奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 全景 雪景色 不明 190

奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 全景 勝間田池より 不明 23

○ 01-8802 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 全景 山焼き 1962年 4

○ 01-8803 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東塔 全景 1982年 151

○ 01-8804 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東塔 相輪 1981年 112

○ 01-8805 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東塔 内部 1982年 122

○ 01-8806 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 西塔 全景 1981年 150

○ 01-8807 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 西塔 相輪 1982年 73

○ 01-8808 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 西塔 内部 1981年 8

○ 01-8809 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 全景 1982､84､
86年 64

○ 01-8810 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 薬師如来坐像 1968､69､
82､84年

46

奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 薬師如来坐像台座 57

○ 01-8811 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 日光菩薩像 1982､84年 18

○ 01-8812 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 月光菩薩像 1982､84年 12

○ 01-8813 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 金堂 花会式 1982､84年 788

01-8814 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 講堂 全景 1982､83､
86年 29

01-8815 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 講堂 薬師如来坐像 1983年 17

01-8816 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 講堂 日光菩薩像 1983年 1

01-8817 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 講堂 月光菩薩像 1983年 2

01-8818 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 講堂 解堂謝恩法要 不明 138

○ 01-8819 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 中門 全景

1986年 9奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 中門 全景

奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 中門 屋根

01-8823 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 三蔵院起工式 1984年 347

01-8826 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 玄奘三蔵会 不明 439
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01-8827 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 中門 行事 1984年 143

○ 01-8828 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 南門 1982､86年 8

○ 01-8829 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 全景 1982､83､
84､86年 13

○ 01-8830 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 内部 1983､84年 6

○ 01-8831 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 多聞天立像 1983年 10

○ 01-8832 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 広目天立像 1983年 5

○ 01-8833 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 持国天立像 1983年 7

○ 01-8834 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 増長天立像 1983年 11

○ 01-8835 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 東院堂 聖観音菩薩立像 1983､86年 15

01-8836 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 梵鐘 1986年 13

○ 01-8837 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 西僧房 不明 1

○ 01-8838 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 手水舎 1986年 1

○ 01-8839 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 文殊堂 1986年 2

○ 01-8840 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 大基堂より中庭 1986年 2

○ 01-8841 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 地蔵院 1982､84､
86年 37

01-8842 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 幡 1982年 15

01-8843 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 南面泥塀 1986年 1

01-8844 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 散歩道 1986年 1

○ 01-8845 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 稲荷孫太郎社 1986年 6

○ 01-8846 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 休丘八幡宮 1986年 13

○ 01-8847 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 八幡神社裏 1986年 1

○ 01-8848 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 休丘八幡稲荷 1982年 74

○ 01-8849 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 八幡院 1982年 87

○ 01-8850 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 竜王社 1986年 2

○ 01-8851 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 弁才天 1986年 7

○ 01-8852 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 若宮社 1986年 4

○ 01-8853 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 平木明神 1986年 1

01-8854 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 仏足石 1986年 6

01-8855 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 仏足堂 1982年 5

01-8856 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 星宿図 不明 1

01-8857 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 山号額 1984年 4

01-8858 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 画 1984､85年 85

01-8859 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 書 1985年 7

01-8860 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 面 1985年 3

01-8861 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 刀 1985年 6

01-8862 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 矢 1985年 2

01-8863 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝鈴 1985年 2

01-8864 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 磬 1985年 1

01-8865 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 肘休 1985年 5

01-8866 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 ヒトネ 1985年 1

01-8867 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 散華 1986年 57

01-8868 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 輪袈裟贈呈 1982年 49

01-8869 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 施餓鬼法会 1982年 81

01-8870 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 大峰入 1984年 196

01-8871 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 天武忌 1984年 67

01-8872 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 万部会法要 1984年 36

01-8873 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 紫灯大護摩 1984年 25

01-8874 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 天皇行幸 1984年 63

01-8875 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 慈恩会 不明 468

01-8878 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 弁天祭 不明 72

01-8879 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 祈り 不明 35
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01-8880 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 1982年 142

01-8881 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 百華能 1982年 264

01-8882 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 茶席 1982年 17

01-8883 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 修験者 1982年 44

01-8884 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 鬼追式 1982年 31

01-8885 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 僧呂 1982年 13

01-8886 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 信徒 1982年 15

01-8887 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 学生 1982年 36

01-8888 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 稚児行列 1982年 64

01-8889 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’82 供華の飾りつけ 1982年 20

01-8890 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 散華 1984年 2

01-8891 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 百華能 1984年 87

01-8892 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 献香 1984年 2

01-8893 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 献茶 1984年 7

01-8894 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 献華 1984年 6

01-8895 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 学生 1984年 1

01-8896 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 修験者 1984年 8

01-8897 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 信徒 1984年 9

01-8898 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 鬼追式 1984年 18

01-8899 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 花会式 ’84 稚児行列 1984年 3

○ 01-8901 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 全景 1986年 1

01-8902 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 吉祥天女立像 1984年 9

01-8903 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 釈迦如来坐像 1984年 1

01-8904 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 阿弥陀如来坐像 1984年 6

01-8905 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 如来形坐像 1984年 12

01-8906 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 誕生仏 1984年 2

01-8907 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 薬師如来と十二神像 1984年 1

01-8908 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 地蔵菩薩立像 1986年 19

01-8909 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 観音菩薩二侍者像 1984年 3

01-8910 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 十一面観音像 1984年 2

01-8911 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 観世音菩薩立像 1984年 1

01-8912 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 文殊菩薩立像 1984年 2

01-8913 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 文殊菩薩坐像 1984年 6

01-8914 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 菩薩形立像 1984年 9

01-8915 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 菩薩形坐像 1984年 8

01-8916 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 三宝荒神坐像 1984年 2

01-8917 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 弁財天 1984年 3

01-8918 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 春日赤童子 1984年 1

01-8919 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 矜迦羅童子 1984年 2

01-8920 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 制咤迦童子 1984年 1

01-8921 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 童子形立像 1984年 1

01-8922 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 摩利支天像 1984年 2

01-8923 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 不動明王立像 1984年 4

01-8924 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 不動明王坐像 1986年 1

01-8925 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 愛染明王坐像 1984年 2

01-8926 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 天部形立像 1984年 6

01-8927 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 天部形坐像 1984年 1

01-8928 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 四天王形立像 1984年 3

01-8929 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 毘沙門天立像 1984年 1

01-8930 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 大黒天像 1984年 5

01-8931 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 毘舎門天像 1984年 1

日本国



����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮影地(国名以外) 被写体名称 博物館名称 被写体名称(博物館) 撮影年 枚数

01-8932 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 金亀宇賀神 1984年 3

01-8933 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 神農像 1984年 4

01-8934 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 役小角 1984年 1

01-8935 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 慈恩大師立像 1984年 2

01-8936 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 鑑真和上像 1984年 2

01-8937 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 賓尊者 1984年 2

01-8938 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 右左大臣像 1984年 1

01-8939 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 東照神后 1984年 1

01-8940 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 仏頭 1984年 10

01-8941 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 玄奘三蔵像 1984年 1

01-8942 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 僧形坐像 1984年 7

01-8943 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 祚蓮坐像 1984年 2

01-8944 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 弘法大師坐像 1984年 2

01-8945 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 行基菩薩像 1984年 3

01-8946 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 春日大明神 1984年 1

01-8947 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 仏舎利塔 1984年 4

01-8948 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 塔本釈迦八相像 1984､85年 77

01-8949 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 宝蔵殿 坐像 1984年 1

01-9000 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 境内案内図 ほか 1982年 534

01-9100 奈良県 奈良市 西ノ京町 薬師寺 不明 1982､84年 394

02-0101 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 書 不明 5

02-0102 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 板絵神像 不明 26

02-0103 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 画 不明 16

02-0104 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 大般若経 不明 10

02-0105 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 増壹阿含経 不明 11

02-0106 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 般若燈釋観作者業品 不明 2

02-0107 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 成唯識了義燈 不明 6

02-0108 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 法相宗賢聖義略問答 不明 11

02-0109 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 法華経 不明 10

02-0110 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 水墨虎渓三笑図 不明 4

02-0111 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 水墨山水画 不明 6

02-0112 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 水墨仙人図 不明 6

02-0113 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 水墨竹雀図 不明 6

02-0114 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 水墨富士山図 不明 4

02-0115 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 松鶴図 不明 2

02-0116 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 松虎図 不明 8

02-0117 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 岩浪群鳥図 不明 5

02-0118 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 十一面観音菩薩立像 不明 28

02-0119 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 弥勒菩薩坐像 不明 9

02-0120 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 僧形八幡神坐像 不明 3

02-0121 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 神功皇后坐像 不明 10

02-0122 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 沖津姫坐像 不明 11

02-0123 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 伝大津皇子坐像 不明 2

02-0124 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 狛犬 不明 4

02-0125 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 工芸､ 面 不明 3

02-0126 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 黒漆鼓胴 不明 1

02-0127 奈良県 奈良市 登大路町 奈良国立博物館 古量 不明 10

02-0201 奈良県 高市郡 明日香村 酒船石 1968年 11

02-0202 奈良県 高市郡 明日香村 石舞台 1968年 3

02-0203 奈良県 高市郡 明日香村 飛鳥寺 釈迦如来坐像 1968年 2

02-0204 奈良県 高市郡 明日香村 竜蓋寺(岡寺) 本堂 1968年 2
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02-0205 奈良県 高市郡 明日香村 竜蓋寺(岡寺) 塑造如意輪観音座像 1968年 12

02-0206 奈良県 高市郡 明日香村 明日香の里 1968年 1

02-0207 奈良県 高市郡 明日香村 猿石 吉備姫正陵 1968年 14

02-0208 奈良県 高市郡 明日香村 鬼の雪隠 1968年 8

02-0209 奈良県 高市郡 明日香村 亀石 1968年 9

02-0210 奈良県 高市郡 明日香村 橘寺 塔心礎 1968年 11

02-0211 奈良県 高市郡 明日香村 橘寺 聖徳太子坐像 1968年 6

02-0300 奈良県 橿原市 白橿町 益田岩船 1968年 9

02-0401 奈良県 桜井市 忍阪 石位寺 1968年 3

02-0402 奈良県 桜井市 多武峰 談山神社 十三重塔 1968年 2

02-0403 奈良県 桜井市 初瀬 長谷寺 不明 12

02-0500 奈良県 大和郡山市 矢田寺(金剛山寺) 不明 25

○ 02-0601 奈良県 生駒郡 斑鳩町 法隆寺 夢殿 1968年 3

○ 02-0602 奈良県 生駒郡 斑鳩町 法隆寺 回廊 1968年 6

○ 02-0603 奈良県 生駒郡 斑鳩町 法隆寺 1968年 8

02-0700 京都府 相楽郡 笠置町 笠置寺 弥勒・虚空蔵菩薩 1968年 10

02-0800 奈良県 北葛城市 當麻 當麻寺 1968年 6

02-0901 奈良県 宇陀市 室生大野 大野寺 屏風浦の石仏 1968年 2

02-0902 奈良県 宇陀市 室生 室生龍穴神社 不明 20

02-0903 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 全景 1968年 3

02-0904 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 五重塔 1968年 3

02-0905 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 金堂 1968年 1

02-0906 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 金堂 内陣 1968年 2

02-0907 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 金堂 釈迦如来立像 1968年 9

02-0908 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 金堂 十一面観音 1968年 10

02-0909 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 金堂 十二神将像 1968年 9

02-0910 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 本堂 1968年 3

02-0911 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 本堂 如意輪観音 1968年 4

02-0912 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 本坊 1968年 1

02-0913 奈良県 宇陀市 室生 室生寺 奥の院への道 1968年 1

02-1000 奈良県 熊野街道 奈良県 熊野街道 不明 6

02-1100 奈良県 奈良県 桜 不明 57

02-1200 奈良県 海のシルクロードシンポジウム 不明 7

02-1300 奈良県 不明 不明 2

○ 02-1400 兵庫県 姫路市 姫路城 1969 29

02-1500 兵庫県 美方郡 香美町 余部 余部鉄橋 不明 2

02-1600 広島県 三原市 八幡町 御調八幡宮 舞楽面 不明 5

○ 02-1700 広島県 廿日市市 宮島町 厳島神社 不明 18

02-1801 岡山県 津山市 沼 沼弥生住居址群 不明 1

02-1802 岡山県 津山市 総社 総社(美作総社宮) 不明 2

02-1803 岡山県 津山市 神戸 作楽神社 不明 2

02-1900 岡山県 岡山市 後楽園 岡山県立博物館 舞楽面・土器 不明 5

02-2000 岡山県 岡山市 西花尻 古代吉備文化財センター 土器 不明 5

02-2100 鳥取県 西伯郡 大山町 名和神社 不明 3

02-2200 鳥取県 鳥取市 白兎 白兎海岸 不明 4

02-2300 山口県 山口市 阿東生雲東分 長門峡 民家 不明 5

02-2400 山口県 山口市 春日町 山口県立博物館 舞楽面 不明 3

02-2500 山口県 山口市 春日町 山口県埋蔵文化財センター 土器 不明 5

02-2601 香川県 高松市 錦町 弘憲寺 仏像 1982年 3

香川県 高松市 錦町 弘憲寺 涅槃図 1982年 11

香川県 高松市 錦町 弘憲寺 紅雀図 1982年 6
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香川県 高松市 錦町 弘憲寺 曼陀羅図 1982年 10

香川県 高松市 錦町 弘憲寺 不道明王密像図 1982年 3

香川県 高松市 錦町 弘憲寺 くま鷹図 1982年 1

02-2602 香川県 高松市 西山崎町 正花寺 1982年 4

02-2603 香川県 高松市 多肥上町 円成庵 1982年 3

02-2604 香川県 高松市 中山町 根香寺 1984年 8

02-2605 香川県 高松市 中山町 根来寺 1982年 14

02-2606 香川県 高松市 香西西町 香西寺 1984年 3

02-2607 香川県 高松市 西宝町 西方寺 1984年 5

02-2608 香川県 高松市 牟礼町 八栗寺 1982年 47

02-2609 香川県 高松市 屋島東町 屋島寺 1982年 45

02-2610 香川県 高松市 仏生山 頂上より 1982年 2

02-2611 香川県 高松市 栗林町 栗林公園 不明 17

02-2701 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 本堂 1982､
1985年 8

02-2702 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 本堂 内陣 不明 1

02-2703 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 本堂 仏像 不明 44

02-2704 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 二尊堂 1980年 3

02-2705 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 二尊堂 内陣 1980年 14

02-2706 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 二尊堂 仏像 1980年 13

02-2707 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 涅槃堂 1981年 5

02-2708 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 涅槃堂 内陣 1981年 8

02-2709 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 涅槃堂 仏像 1981年 58

02-2710 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 仏舎利 1981年 5

02-2711 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 十王堂 1981年 2

02-2712 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 仁王門 1981年 5

02-2713 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 唐門への参道 1981年 3

02-2714 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 唐門跡 1981年 3

02-2715 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 鐘桜門 1981年 7

02-2716 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 宝蔵 1981年 1

02-2717 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 来迎堂 1981年 2

02-2718 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 松平家墓所 1981年 3

02-2719 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 墓地 1981年 2

02-2720 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 松平頼重公他蔵物 不明 15

02-2721 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 三十六歌仙 不明 34

02-2722 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 当麻曼陀羅 不明 15

02-2723 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 釈迦誕生曼陀羅 不明 9

02-2724 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 十王像図 不明 11

02-2725 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 源氏物語屏風 不明 9

02-2726 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 大谷本願寺屏風 不明 13

02-2727 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 掛軸(著色) 不明 34

02-2728 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 掛軸(墨書) 不明 26

02-2729 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 巻物(墨書) 不明 23

02-2730 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ａ 不明 77

02-2731 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ａ裏面 不明 6

02-2732 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｂ 不明 54

02-2733 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｂ裏面 不明 5

02-2734 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｃ 不明 36

02-2735 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｃ裏面 不明 1

02-2736 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｄ 不明 66

02-2737 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｄ裏面 不明 4

02-2738 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｅ 不明 60
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02-2739 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｅ裏面 不明 2

02-2740 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｆ 不明 57

02-2741 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｆ裏面 不明 2

02-2742 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｇ 不明 26

02-2743 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｇ裏面 不明 2

02-2744 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｈ 不明 25

02-2745 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 観世音功徳図Ｈ裏面 不明 2

02-2746 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 竹林の七賢人 不明 4

02-2747 香川県 高松市 仏生山町 法然寺 不明 不明 377

02-2800 香川県 高松市 屋島中町 四国民家博物館 農村歌舞伎舞台ほか 不明 51

02-2901 香川県 丸亀市 本島町 持宝寺 1982年 25

02-2902 香川県 丸亀市 本島町 正覚院 1982年 9

02-2903 香川県 丸亀市 本島町 長命寺 1982年 2

02-2904 香川県 丸亀市 本島町 東光寺 1982年 4

02-2905 香川県 丸亀市 本島町 来迎寺 1982年 14

02-2906 香川県 丸亀市 本島町 宝性寺 1984年 22

02-2907 香川県 丸亀市 本島町 塩飽勤番所 1982年 6

02-2908 香川県 丸亀市 本島町 惣持寺 1982年 2

02-3001 香川県 善通寺市 弘田町 甲山寺 1982年 5

02-3002 香川県 善通寺市 金蔵寺町 金倉寺 1984年 5

02-3003 香川県 善通寺市 吉原町 曼荼羅寺 1984年 2

02-3004 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 本堂 1982年 1

02-3005 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 境内 1982年 5

02-3006 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 寝殿 1982年 12

02-3007 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 忠霊堂 1982年 3

02-3008 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 親鸞堂 1982年 4

02-3009 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 回廊(右：護摩堂) 1982年 5

02-3010 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 伽藍 東院 境内 1982年 5

02-3011 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 鐘桜 1982年 4

02-3012 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 金堂 1982年 3

02-3013 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 金堂 薬師如来像 1982年 10

02-3014 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 五重塔 1982年 11

02-3015 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 御影堂 1982年 8

02-3016 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 御影堂 内陣 1982年 3

02-3017 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 御影堂 八大僧図 1982年 10

02-3018 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 御影堂 奥殿弘法大師像 1982年 4

02-3019 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 御影堂 奥殿宝物像 1982年 29

02-3020 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 宝物館 仏像 1982年 42

02-3021 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 宝物館 吉祥天立像 1982年 2

02-3022 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 宝物館 地蔵菩薩立像 1982年 2

02-3023 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 一字一仏法華経序品 1982年 16

02-3024 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 金剛界曼荼羅 1982年 23

02-3025 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 胎蔵界曼荼羅 1982年 35

02-3026 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 両部法曼荼羅之胎界種子曼荼羅 1982年 7

02-3027 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 仁王曼荼羅 1982年 12

02-3028 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 八字文殊曼荼羅 1982年 22

02-3029 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 妙法蓮華経 1982年 12

02-3030 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 軸 1982年 28

02-3031 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 書 1982年 29

02-3032 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 古地図 1982年 9

02-3033 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 仏具 工芸 1982年 47
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02-3034 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 石像 1982年 1

02-3035 香川県 善通寺市 善通寺町 善通寺 不明 1982年 340

02-3101 香川県 坂出市 神谷町 神谷神社 本殿 1982年 4

02-3102 香川県 坂出市 神谷町 神谷神社 隨神立像 1982年 10

02-3103 香川県 坂出市 神谷町 神谷神社 舞楽面 1982年 10

02-3104 香川県 坂出市 神谷町 清立寺 1982年 4

02-3201 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 琴弾宮絵巻 1982年 16

02-3202 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 琴弾宮絵縁起図 1982年 7

02-3203 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 不動二童子像図 1982年 7

02-3204 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 琴弾八幡本地仏図 1982年 5

02-3205 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 天台大師像図 1982年 1

02-3206 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 琴弾八幡三尊種子図 1982年 1

02-3207 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 涅槃図 1982年 1

02-3208 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 十王尊像図 1982年 2

02-3209 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 涅槃像 1982年 4

02-3210 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 薬師如来坐像 1982年 4

02-3211 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 釈迦如来坐像 1982年 3

02-3212 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 曼荼羅図 1982年 23

02-3213 香川県 観音寺市 観音寺町 観音寺 不明 1982年 2

02-3301 香川県 三豊市 詫間町 長寿院 1982年 18

02-3302 香川県 三豊市 仁尾町 吉祥院 1982年 23

02-3303 香川県 三豊市 仁尾町 常徳寺 1982年 13

02-3304 香川県 三豊市 山本町 大興寺 1982年 57

02-3305 香川県 三豊郡 大興寺 近辺 1982年 11

02-3306 香川県 三豊市 豊中町 長林寺 1982年 7

02-3307 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 外観 1982年 18

02-3308 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 曼陀羅図 1982年 11

02-3309 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 屏風 1982年 22

02-3310 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 画 1982年 42

02-3311 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 書 1982年 16

02-3312 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 仏像 1982年 9

02-3313 香川県 観音寺市 大野原町 萩原寺 版木 1982年 1

02-3314 香川県 三豊市 高瀬町 法蓮寺 1982年 6

02-3315 香川県 三豊市 豊中町 本山寺 1982年 26

02-3316 香川県 三豊市 高瀬町 威徳院 1982年 20

02-3317 香川県 三豊市 仁尾町 覚城院 1982年 8

02-3318 香川県 三豊市 三野町 弥谷寺 1984年 4

02-3319 香川県 三豊市 豊中町 妙音寺 1984年 4

02-3320 香川県 三豊市 豊中町 萬福院 1984年 6

02-3401 香川県 東かがわ市 水主神社 1982年 29

02-3402 香川県 さぬき市 極楽寺 1982年 5

02-3403 香川県 さぬき市 志度寺 1982年 38

02-3404 香川県 東かがわ市 釈王寺 1982年 37

02-3405 香川県 東かがわ市 積善坊 1982年 47

02-3406 香川県 さぬき市 浄土寺 1982年 8

02-3407 香川県 さぬき市 長福寺 1982年 2

02-3408 香川県 東かがわ市 與田寺 1982年 53

02-3409 香川県 さぬき市 長尾町 願興寺 1982年 5

02-3410 香川県 東かがわ市 千光寺 1984年 15

02-3411 香川県 さぬき市 長尾寺 1982年 2

02-3412 香川県 さぬき市 大窪寺 1982年 325
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02-3413 香川県 東かがわ市 白鳥町 民家 猪熊家住宅 1982年 33

02-3414 香川県 さぬき市 大川町 大川町 民家 旧恵利家住宅 1982年 13

02-3415 香川県 さぬき市 長尾町 長尾町 民家 細川正治家住宅 1982年 14

02-3416 香川県 東かがわ市 與田寺 不明 2

02-3501 香川県 丸亀市 飯山町 三谷寺 1982年 17

02-3502 香川県 綾歌郡 宇多津町 円通寺 絹本著色 1982年 19

02-3503 香川県 綾歌郡 宇多津町 円通寺 墨画 1982年 7

02-3504 香川県 綾歌郡 宇多津町 円通寺 坐像 1982年 3

02-3505 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 仏像 1982年 17

02-3506 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 曼荼羅図 1982年 29

02-3507 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 絹本著色 1982年 4

02-3508 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 紙本著色 1982年 2

02-3509 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 紙本墨書 1982年 2

02-3510 香川県 綾歌郡 宇多津町 聖通寺 紙本墨画 1982年 4

02-3511 香川県 高松市 国分町 鷲峰寺 建物 1982年 1

02-3512 香川県 高松市 国分町 鷲峰寺 四天王立像 1982年 14

02-3513 香川県 高松市 国分町 鷲峰寺 十一面観音立像 1982年 3

02-3514 香川県 綾歌郡 綾川町 法道寺 1982年 3

02-3515 香川県 高松市 国分寺町 国分寺 1982年 19

02-3516 香川県 綾歌郡 綾川町 滝宮天満宮 十一面観音立像 1982年 4

02-3601 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 護摩堂 1982年 1

02-3602 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 仏像 1982年 9

02-3603 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 絹本著色 1982年 45

02-3604 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 麻本著色 1982年 5

02-3605 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 紙本著色 1982年 1

02-3606 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 紙本墨書 1982年 1

02-3607 香川県 仲多度郡 多度津町 道隆寺 不明 1982年 77

02-3608 香川県 丸亀市 本島町 東光寺 1982年 2

02-3609 香川県 仲多度郡 仲南町 恵光寺 1984年 3

02-3701 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 風景 1982年 192

02-3702 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 蹴鞠 1982年 274

02-3703 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 1982年 18

02-3704 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 扁相鷲図 1982年 4

02-3705 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 鶴の間 1982年 6

02-3706 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 虎の間 1982年 9

02-3707 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 七賢の間 1982年 6

02-3708 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 山水の間 1982年 5

02-3709 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 瀧の間 1982年 7

02-3710 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 表書院 富士一､ 二の間 1982年 16

02-3711 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 1982年 10

02-3712 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 柳の間 1982年 15

02-3713 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 菖蒲の間 1982年 31

02-3714 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 春の間 1982年 13

02-3715 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 上段の間 1982年 82

02-3716 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 杉戸 1982年 4

02-3717 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 奥書院 新書院天井 龍図 1982年 2

02-3718 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 屏風 源氏物語図 1982年 10

02-3719 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 西湖図 1982年 12

02-3720 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 金毘羅祭礼図 1982年 14

02-3721 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 芦に船図 1982年 3

02-3722 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 富嶽図 1982年 2
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02-3723 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 山水図 1982年 2

02-3724 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 西湖図 1982年 3

02-3725 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 花鳥図 1982年 5

02-3726 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 秋景群鹿図 1982年 5

02-3727 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 襖 鹿図 1982年 2

02-3728 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 襖 群雀図 1982年 5

02-3729 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 襖 琴棋書画図 1982年 7

02-3730 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 賀茂祭絵巻 1982年 14

02-3731 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 奈与竹物語絵巻 1982年 9

02-3732 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 蒙古来襲絵詞 1982年 16

02-3733 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 親鸞上人絵伝 1982年 17

02-3734 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 信貴山緑起巻 1982年 2

02-3735 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 放屁論絵巻 1982年 6

02-3736 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 伏見天皇御歌集 1982年 4

02-3737 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 幅物 1982年 109

02-3738 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 甲冑 1982年 1

02-3739 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 不道明王立像 1982年 2

02-3740 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 十一面観音立像 1982年 8

02-3741 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 平形銅剣 1982年 1

02-3742 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 銅鐸 1982年 4

02-3743 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 経筒 1982年 1

02-3744 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 御鍔 1982年 2

02-3745 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 鍔口 1982年 1

02-3746 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 浮彫 1982年 1

02-3747 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 手鑑 1982年 14

02-3748 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 三十六人歌仙額 1982年 7

02-3749 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 賀茂競馬図 1982年 1

02-3750 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 舞楽蘭陵王図 1982年 3

02-3751 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 絵馬 1982年 11

02-3752 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 油絵 1982年 8

02-3753 香川県 仲多度郡 琴平町 金刀比羅宮 宝物館 刀 1982年 4

02-3801 香川県 高松市 牟礼町 開法寺 1982年 4

02-3802 香川県 木田郡 三木町 浄土寺 1984年 10

02-3901 香川県 小豆郡 小豆島町 長勝寺 1984年 8

02-3902 香川県 小豆郡 小豆島町 正法寺 1984年 3

02-3903 香川県 小豆郡 小豆島町 遠藤家 絵画 1984年 6

02-3904 香川県 小豆郡 小豆島町 高橋家 絵画 1984年 4

02-3905 香川県 小豆郡 土庄町 土庄教育委員会 1984年 1

02-3906 香川県 小豆郡 小豆島町 小豆島 不明 1982年 59

02-4000 香川県 坂出市 青海町 白峯寺 1982年 12

02-4100 香川県 多度津町 高見島 高見島の民家 1982年 78

02-4200 香川県 仲多度郡 まんのう町 善性寺 1984年 1

02-4300 香川県 旧観音寺 1984年 1

02-4400 香川県 小豆郡 小豆島町 内海八幡神社 1984年 1

02-4500 香川県 瀬戸大橋 瀬戸大橋 不明 15

02-4600 香川県 瀬戸内海 瀬戸内海 1982､
1984年 394

02-4700 香川県 夕日 1982年 95

02-4800 香川県 漁 1982年 323

02-4900 香川県 不明 不明 49

02-5000 徳島県 阿波踊 不明 37

○ 02-5100 福岡県 宗像市 宗像神社 宝物 1968年 9
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02-5200 福岡県 太宰府市 大宰府政庁跡 1968年 4

○ 02-5301 長崎県 長崎市 大浦天主堂 1968年 3

○ 02-5302 長崎県 長崎市 大浦天主堂全景 鍋冠山より 1968年 3

02-5400 長崎県 平戸市 鏡川町 平戸島 聖フランシスコザビエル記念教会 1968年 8

02-5500 長崎県 長崎市 オランダ塀 1968年 2

02-5600 熊本県 熊本市 熊本城 1968年 12

02-5700 大分県 豊後高田市 富貴寺 1968年 23

02-5800 大分県 臼杵市 臼杵磨崖仏 1968年 8

02-5901 大分県 豊後高田市 熊野磨崖仏 1968年 4

02-5902 大分県 豊後高田市 元宮磨崖仏 1968年 5

02-6000 大分県 国東半島 国東半島 民家 1968年 7

02-0000 日本 不明 1968年 177

02-6101 島根県 安来市 清水寺 仏像 1968､92年 26

02-6102 島根県 安来市 清水寺 1968､84､
92年 14

02-6103 島根県 安来市 清水寺 落慶奉祝散餅祭､御本尊正遷座式 1992年 12

02-6104 島根県 安来市 臼コクリ遺跡 1991年 12

02-6105 島根県 安来市 雲樹寺 1984､91年 2

02-6201 島根県 安来市 広瀬町 牛供養花田植 1992年 2

02-6301 島根県 松江市 美保関町 七類港 1991年 8

02-6302 島根県 松江市 美保関町 美保神社 1991年 8

02-6303 島根県 松江市 美保関町 美保神社 宝物 1991年 86

02-6304 島根県 松江市 美保関町 美保神社 恵比寿音曲祭 1992年 7

02-6305 島根県 松江市 美保関町 美保神社 頭屋 1991年 1

02-6306 島根県 松江市 美保関町 美保神社 諸手船神事 1991年 10

02-6307 島根県 松江市 美保関町 美保神社 青柴垣神事 1991年 29

02-6308 島根県 松江市 美保関町 千酌とんどさん 1993年 5

02-6309 島根県 松江市 美保関町 仏谷寺 仏像 1991年 9

02-6310 島根県 松江市 美保関町 爾佐神社 お田植え神事 1993年 9

02-6311 島根県 松江市 美保関町 とんどさん 1991年 1

02-6312 島根県 松江市 美保関町 森山神社 ハンボカベリ神事 1993年 8

02-6313 島根県 松江市 美保関町 伊奈頭美神社 1991また
は92年 3

02-6314 島根県 松江市 美保関町 海崎神社 1992年 1

02-6315 島根県 松江市 美保関町 雲津 1991年 3

02-6316 島根県 松江市 美保関町 諏訪神社 1991年 1

02-6317 島根県 松江市 美保関町 大敷網 1991年 2

02-6401 島根県 松江市 鹿島町 佐太神社 佐陀神能 1991～
1995年 7

02-6402 島根県 松江市 鹿島町 佐太神社 御座替之神事 1991また
は92年 1

02-6403 島根県 松江市 鹿島町 佐太神社 1991また
は92年 7

02-6404 島根県 松江市 鹿島町 蓮華畑 1992年 1

02-6501 島根県 松江市 宍道町 邪視文銅鐸 一般財団法人八雲本陣
記念財団 1992年 11

02-6502 島根県 松江市 宍道町 佐々布 妙岩寺 木造歯吹阿弥陀如来 1994年 3

02-6601 島根県 松江市 八雲町 熊野大社 1993年 1

02-6602 島根県 松江市 八雲町 意宇川 切り通し 1993年 1

02-6701 島根県 松江市 松江市埋蔵物調査資料室 土器・勾玉・管玉・
和鏡・土鈴ほか 1992年 59

02-6702 島根県 松江市 打出町 島根県埋蔵文化財調査
センター

勾玉・金環・管玉・
双頭環頭大刀ほか 1992年 19

02-6703 島根県 松江市 殿町 島根県立博物館 銅鐸・銅矛・神楽面・
獅子頭・能面ほか 1992年 37

02-6704 島根県 松江市 大庭町 島根県立八雲立つ風土
記の丘資料館

獅噛環頭大刀・銀錯銘銀装円頭大
刀・見返り鹿・三角縁神獣鏡ほか 1993年 48

02-6705 島根県 松江市 古曽志町 古曽志大谷１号墳 1994年 2

02-6706 島根県 松江市 東長江町 金剛寺 木造馬頭観世音菩薩坐像 1994年 1

02-6707 島根県 松江市 殿町 城山稲荷神社 1994年 1

02-6708 島根県 松江市 大庭町 神魂神社 1994年 2

日本国



����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮影地(国名以外) 被写体名称 博物館名称 被写体名称(博物館) 撮影年 枚数

02-6709 島根県 松江市 大庭町 神魂神社 御頭神事 1993年 26

02-6710 島根県 松江市 荘成町 成相寺 木造神像 1994年 24

02-6711 島根県 松江市 佐草町 八重垣神社 1992年 1

02-6712 島根県 松江市 佐草町 八重垣神社 壁画板絵 1992年 13

02-6713 島根県 松江市 中海と枕木山周辺 1994年 1

02-6714 島根県 松江市 鼕行列 1992年 2

02-6715 島根県 松江市 大庭町 浄音寺 木造十一面観音菩薩立像 1994年 7

02-6716 島根県 松江市 魚瀬 魚瀬とんどさん 1994年 18

02-6717 島根県 松江市 大草町 岡田山古墳群 一号墳 1994年 4

02-6718 島根県 松江市 殿町 松江城 1994年 3

02-6719 島根県 松江市 上宇部尾町 多気神社 とんどさん 1994年 3

02-6720 島根県 松江市 秋鹿町 秋鹿町 民家 1994年 1

02-6721 島根県 松江市 西持田町 持田神社 亀尾神能 1992年 11

02-6722 島根県 松江市 西持田町 持田神社 仮面 1992年 30

02-6723 島根県 松江市 野原町 弁慶島 1994年 1

02-6724 島根県 松江市 ホーランエンヤ 渡御祭 1997年 7

02-6725 島根県 松江市 ホーランエンヤ 中日祭 1997年 6

02-6726 島根県 松江市 ホーランエンヤ 還御祭 1997年 5

02-6801 島根県 出雲市 別所町 鰐淵寺 1993年 14

02-6802 島根県 出雲市 西林木町 伊努神社 例祭 1993年 7

02-6803 島根県 出雲市 坂浦町 坂浦とんどさん 1993年 7

02-6804 島根県 出雲市 築地松 1993年 2

02-6805 島根県 出雲市 十六島町 岩海苔漁 1994年 11

02-6806 島根県 出雲市 十六島町 十六島鼻 1994年 2

02-6807 島根県 出雲市 西代町 若宮神社 獅子舞 1992年 8

02-6808 島根県 出雲市 久多見町 玖潭神社 お田植え神事 1992年 1

02-6809 島根県 出雲市 園町 埼田神社 獅子舞 1992年 1

02-6810 島根県 出雲市 本木佐家 彼岸神事 1994年 7

02-6901 島根県 出雲市 野尻町 大歳神社 獅子舞 1992年 10

02-6902 島根県 出雲市 野尻町 法王寺 金銅聖観音菩薩立像 1994年 5

02-6903 島根県 出雲市 芦渡町 極楽寺 木造阿弥陀如来坐像 1994年 4

02-6904 島根県 出雲市 神戸川遺跡 1991年 6

02-6905 島根県 出雲市 東林木町 萬福寺 仏像 1992年 25

02-7001 島根県 出雲市 斐川町 万九千神社 神等去出祭 1993年 3

02-7002 島根県 出雲市 斐川町 荘厳寺 木造薬師如来坐像 1994年 2

02-7003 島根県 出雲市 斐川町 後谷遺跡 後谷Ⅴ遺跡 1992年 6

02-7101 島根県 出雲市 大社町 出雲大社宝物 1991年 36

02-7102 島根県 出雲市 大社町 出雲大社外観 1968､91年 21

02-7103 島根県 出雲市 大社町 北島国造家 宝物 1993年 30

02-7104 島根県 出雲市 大社町 北島国造家 1993年 5

02-7105 島根県 出雲市 大社町 北島国造家 神事 1993年 13

02-7106 島根県 出雲市 大社町 北島国造家 注連縄の掛け替え 1993年 22

02-7107 島根県 出雲市 大社町 日御碕神社 大祭 1993年 14

02-7108 島根県 出雲市 大社町 日御碕神社 1991年 9

02-7109 島根県 出雲市 大社町 日御碕神社 宝物 1991年 16

02-7110 島根県 出雲市 大社町 鷺浦 仮面 シャギリ 1992年 11

02-7111 島根県 出雲市 大社町 鷺浦 伊奈西波岐神社 1991年 3

02-7112 島根県 出雲市 大社町 鷺浦 町並み 1991年 5

02-7113 島根県 出雲市 大社町 鷺浦 権現祭 1992年 8

02-7114 島根県 出雲市 大社町 鷺浦 その他 1992年 5

02-7115 島根県 出雲市 大社町 稲佐の浜 1984年 2

日本国
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02-7201 島根県 出雲市 佐田町 風土神社 原田神楽 1994年 9

02-7202 島根県 出雲市 佐田町 三又の収穫 1994年 8

02-7203 島根県 出雲市 佐田町 須佐神社 念仏踊り 1992年 11

02-7301 島根県 出雲市 多伎町 多伎藝神社 例祭 1995年 7

02-7401 島根県 出雲市 湖陵町 佐志武神社 例祭 1995年 28

02-7501 島根県 大田市 大森町 勝源寺 仏像 1994年 13

○ 02-7502 島根県 大田市 大森町 勝源寺 本堂 1994年 1

02-7503 島根県 大田市 大森町 佐比売山神社 1993年 3

02-7504 島根県 大田市 大森町 大森 町並み 1992年 7

02-7601 島根県 雲南市 大東町 田中 萬福寺 木造大日如来坐像 1994年 8

02-7602 島根県 雲南市 大東町 山王寺 山地神社 海潮山王寺神楽 1995年 9

02-7603 島根県 雲南市 大東町 北村 船林神社 1992年 1

02-7604 島根県 雲南市 大東町 七夕祭り 1992年 1

02-7605 島根県 雲南市 大東町 海潮神代神楽社中(本郷) ｢畝傍山｣ 1992年 5

02-7606 島根県 雲南市 大東町 海潮神代神楽社中(小河内) ｢国譲｣ 1992年 3

02-7607 島根県 雲南市 大東町 海潮神代神楽社中(和野) ｢大和武｣ 1992年 4

02-7608 島根県 雲南市 大東町 佐世神楽社中 ｢香具山｣ 1992年 3

02-7609 島根県 雲南市 大東町 藤原家屋根ふきかえ 1994年 8

02-7610 島根県 雲南市 大東町 田植え 1995年 2

02-7611 島根県 雲南市 大東町 須賀 須賀神社 大祭前夜祭 鹿食神事 1992､95年 8

02-7701 島根県 雲南市 加茂町 砂子原 富貴寺 木造薬師如来坐像 1994年 6

02-7702 島根県 雲南市 加茂町 大竹 光明寺 1992年 3

02-7703 島根県 雲南市 加茂町 大竹 光明寺 朝鮮鐘 1992年 4

02-7704 島根県 雲南市 加茂町 大竹 光明寺 木造十一面観音菩薩立像 1994年 2

02-7801 島根県 雲南市 木次町 お盆 福蝋燭 1992年 3

02-7802 島根県 雲南市 木次町 斐伊川 民家 1990年代 3

02-7803 島根県 雲南市 木次町 島根どう太鼓フェスティバル 1993年 18

02-7901 島根県 仁多郡 奥出雲町 餅つき 1994年 7

02-7902 島根県 仁多郡 奥出雲町 阿井八幡宮 押輿神事 1995年 12

02-8001 島根県 雲南市 三刀屋町 乙加宮 禅定寺 仏像 1994年 11

02-8002 島根県 雲南市 三刀屋町 給下 峯寺 火祭り 1991年 1

02-8003 島根県 雲南市 三刀屋町 寿福寺 堂餅行事奉散会 1995年 11

02-8004 島根県 雲南市 三刀屋町 民家 1990年代 1

02-8101 島根県 雲南市 吉田町 田部家 雪景 1994年 6

02-8102 島根県 雲南市 吉田町 田部家 餅つき 1993年 24

02-8103 島根県 雲南市 吉田町 菅谷たたら火入れ 1991年 25

02-8201 島根県 飯石郡 飯南町 角井 角井八幡宮 お田植え神事 1992年 9

02-8202 島根県 飯石郡 飯南町 角井 角井八幡宮 面 1992年 23

02-8301 島根県 飯石郡 飯南町 上赤名 赤穴八幡宮 仏像 1995年 7

02-8401 島根県 江津市 松川町 清泰寺 1994年 3

02-8501 島根県 浜田市 松原町 心覚院 1994年 8

02-8601 島根県 浜田市 三隅町 正法寺 1994年 4

02-8701 島根県 益田市 乙吉町 大喜庵 1994年 2

02-8801 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 西村神社 1992年 3

02-8901 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 都万 壇鏡の滝 1993年 1

02-9001 島根県 隠岐郡 隠岐の島町 布施 山祭 1994年 1

02-9101 島根県 隠岐郡 知夫村 松養寺 1994年 2

02-9201 島根県 隠岐郡 西ノ島町 島前神楽 1995年 1

02-9301 島根県 隠岐郡 海士町 清水寺 1994年 1

02-9401 島根県 隠岐郡 墓参り(知夫村松養寺墓地) 1994年 2

02-9501 島根県 宍道湖 宍道湖 1990年代 52
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02-9502 島根県 宍道湖 嫁が島 1990年代 6

02-9503 島根県 宍道湖 エビ漁 1995年 2

02-9601 島根県 宍道湖 宍道湖と北山 1990年代 2

02-9701 島根県 斐伊川 斐伊川 1993年 3

02-9801 島根県 島根半島空撮 島根半島空撮 1990年代 24

02-9802 島根県 奥出雲 奥出雲空撮 1990年代 28

02-9901 島根県 石神 1991年 2

02-9902 島根県 炎 1990年代 8

02-9903 島根県 仮面と美保神社 1990年代 1

02-9904 島根県 雲南市大東町・吉田村 農村の人々 1990年代 7

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 3,061

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 3,061

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 20,400

Ｃ／Ｄ(％) 15％

日本国
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○ 03-0101 慶尚北道 金泉市 金泉 直指寺 1969年 10 国指定文化財

○ 03-0102 慶尚北道 金泉市 金泉 顕忠詞 1969年 4 国指定文化財

○ ○ 03-0200 忠清北道 報恩郡 尚州 法住寺 1969年 12 国宝

○ ○ 03-0301 慶尚北道 慶州市 慶州 全景 1969年 6

○ ○ 03-0302 慶尚北道 慶州市(大陵苑地区) 慶州 五陵 1969年 8

○ ○ 03-0303 慶尚北道 慶州市 慶州 仏国寺 1969年 43

○ ○ 03-0304 慶尚北道 慶州市(月城地区) 慶州 半月城(月城) 1969年 16

03-0305 慶尚北道 慶州市 慶州 掛陵(元聖王墓) 1969年 18

○ ○ 03-0306 慶尚北道 慶州市(月城地区) 慶州 瞻星台 1969年 1 国宝

○ ○ 03-0307 慶尚北道 慶州市 慶州 石窟庵 1969年 19

○ ○ 03-0308 慶尚北道 慶州市(皇竜寺地区) 慶州 芬皇寺 1969年 4

○ ○ 03-0309 慶尚北道 慶州市(大陵苑地区) 慶州 崇聖閣と象賢斉 1969年 1 五陵の指定範囲の中に
含まれる｡ 1759年建立｡
国史跡指定172号○ ○ 03-0310 慶尚北道 慶州市(大陵苑地区) 慶州 象賢斉 1969年 1

○ ○ 03-0311 慶尚北道 慶州市(皇龍寺地区) 慶州 皇龍寺 1969年 2

○ ○ 03-0312 慶尚北道 慶州市(南山地区) 慶州 鮑石亭 1969年 2

○ ○ 03-0313 慶尚北道 慶州市(月城地区) 慶州 雁鴨池と臨海殿 1969年 2

03-0314 慶尚北道 慶州市 慶州 方形墳 1969年 4

○ ○ 03-0315 慶尚北道 慶州市(南山地区) 慶州 弥勒谷 1969年 17 国指定文化財126号に指定｡ 南
山村に所在｡ 数百体の石仏坐像
群がある｡ 双塔があり一つは国
宝に指定｡ 土地は国史跡指定○ ○ 03-0316 慶尚北道 慶州市(南山地区) 慶州 感恩寺址 1969年 7

03-0317 慶尚北道 慶州市 慶州 町並み 1969年 1

03-0318 慶尚北道 慶州市 慶州盆地 1969年 1

○ ○ 03-0319 慶尚北道 慶州市(南山地区) 慶州 南山の村 1969年 6 弥勒谷などが存在

○ ○ 03-0400 慶尚南道 梁山市 通度寺 1969年 16 国宝指定された寺院

○ 03-0501 京畿道 ソウル特別市 鍾路区 景福宮 1969年 9 元皇帝の宮殿

○ ○ 03-0502 京畿道 ソウル特別市 鍾路区 昌徳宮 1969年 3

○ 03-0503 京畿道 ソウル特別市 中区 貞洞 徳寿宮 1969年 7 国指定史跡124号｡元皇帝の宮殿

03-0504 京畿道 ソウル ソウル 夕景 1969年 1

03-0505 京畿道 ソウル ソウル 釜山までの高速道路 1969年 1

○ 03-0606 京畿道 ソウル特別市 龍山区 韓国国立中央博物館 外観 1969年 1

○ ○ 03-0700 京畿道 水原市 八達区 水原華城 八達門 1969年 1

03-0800 慶尚北道 慶州市 大鐘川 1969年 1

03-0900 慶尚北道 慶州市 日本海岸 1969年 2

○ 03-1000 慶尚北道 慶州市 海中王陵(文武王海中陵) 1969年 24

○ 03-1100 慶尚北道 慶州市 九政洞 九政洞方形墳 十二支神像 辰神 1969年 1

03-1200 不明 王龍庵 1969年 13

03-0000 不明 不明 1969年 34

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 223 認定者：写真文化事業室

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 56

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 167

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 223

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 299

Ｃ／Ｄ(％) 75％

大韓民国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 04-0101 北京市 北京 白雲観 1980年代 20

○ 04-0102 北京市 東城区 北京 雍和宮 1982年 39

○ 04-0103 北京市 海淀区 北京 大鐘寺 1980年代 8

○ 04-0104 北京市 北京 孔子学舎 1980年代 11

○ 04-0105 北京市 東城区 北京 天安門 1980年代 18

04-0106 北京市 西城区 北京 大観園 1980年代 11

○ ○ 04-0107 北京市 昌平区 北京 明十三陵皇帝立陵 1982年 35

○ ○ 04-0200 北京市 故宮博物院 北京 故宮(紫禁城) 1982年 33

○ ○ 04-0301 山西省 忻州市 五台県 五台山 南山寺 1980年代 33

○ ○ 04-0302 山西省 忻州市 五台県 五台山 南禅寺 1980年代 19

○ ○ 04-0303 山西省 忻州市 五台県 五台山 台懐鎮 1980年代 29

○ ○ 04-0304 山西省 忻州市 五台県 五台山 金閣寺 1980年代 18

○ ○ 04-0305 山西省 忻州市 五台県 五台山 普化禅寺 1980年代 20

○ ○ 04-0401 山西省 大同市 雲崗石窟 全景 1980年代 2

○ ○ 04-0402 山西省 大同市 雲崗石窟 正面楼門 1980年代 19

○ ○ 04-0403 山西省 大同市 雲崗石窟 第10窟 1980年代 7

○ ○ 04-0404 山西省 大同市 雲崗石窟 第11窟 1980年代 13

○ ○ 04-0405 山西省 大同市 雲崗石窟 第12窟 1980年代 8

○ ○ 04-0406 山西省 大同市 雲崗石窟 第13窟 1980年代 6

○ ○ 04-0407 山西省 大同市 雲崗石窟 第15窟 1980年代 3

○ ○ 04-0408 山西省 大同市 雲崗石窟 第17窟 1980年代 8

○ ○ 04-0409 山西省 大同市 雲崗石窟 第19窟 1980年代 31

○ ○ 04-0410 山西省 大同市 雲崗石窟 第20窟 1980年代 48

○ ○ 04-0411 山西省 大同市 雲崗石窟 第43窟 1980年代 11

○ ○ 04-0412 山西省 大同市 雲崗石窟 第50窟 1980年代 3

○ ○ 04-0413 山西省 大同市 雲崗石窟 側壁(西・正面) 1980年代 3

○ ○ 04-0414 山西省 大同市 雲崗石窟 1980年代 5

○ 04-0415 山西省 大同市 上華厳寺 1980年代 11

○ 04-0416 山西省 大同市 善化寺 1980年代 27

○ 04-0417 山西省 大同市 九龍壁 1980年代 6

04-0418 山西省 大同市 大同 町並み 1980年代 5

○ 04-0500 山西省 朔州市 応県 応県木塔(仏宮寺釈迦塔) 1980年代 28

○ ○ 04-0601 江蘇省 蘇州市 姑蘇区 蘇州 留園 1980年 17

○ 04-0602 江蘇省 蘇州市 姑蘇区 蘇州 町並み 1980年 75

○ 04-0700 上海市 上海 町並み 1980,82年 9

○ 04-0801 福建省 泉州市 鯉城区 開元寺 1980年代 17

○ 04-0802 福建省 泉州市 鯉城区 承天寺 1980年代 10

○ 04-0803 福建省 泉州市 泉州 春節 1980年代 54

○ 04-0901 広東省 広州市 光孝寺 1980年代 23

○ 04-0902 広東省 広州市 広州 清平市場 1980年代 11

○ 04-1000 甘粛省 嘉峪関市 嘉峪関 1980年 33

○ 04-1100 甘粛省 安西市 安西故城 1980年 6

○ 04-1200 甘粛省 敦煌市 陽関 陽関 1980年 10

○ ○ 04-1301 甘粛省 敦煌市 莫高窟 1980年 78

○ 04-1302 甘粛省 敦煌市 敦煌の古都 1980年 12

○ 04-1303 甘粛省 敦煌市 敦煌 鳴沙山 1980年 26

○ 04-1400 甘粛省 橋湾故城 橋湾故城 1980年 16

○ 04-1500 甘粛省 烽火台 烽火台 1980年 10

中華人民共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 04-1600 甘粛省 蘭州市 白塔山公園 1980年 15

○ 04-1700 甘粛省 蘭州市 五泉山公園 1980年 22

○ 04-1800 甘粛省 酒泉市 酒泉 町並み 1980年 3

○ 04-1901 新彊ウイグル自治区
トルファン市 高昌区 ベゼクリク千仏洞 1980､82年 36

○ ○ 04-1902 新彊ウイグル自治区
トルファン市 高昌故城 1980､82年 65

○ ○ 04-1903 新彊ウイグル自治区
トルファン市 高昌区 交河故城 1980､82年 49

04-1904 新彊ウイグル自治区
トルファン市 トルファン 国営工芸公社 1982年 9

○ 04-1905 新彊ウイグル自治区
トルファン市 トルファン 三工河流域 人民公社 1980年 32

○ 04-1906 新彊ウイグル自治区
トルファン市 トルファン 三工河流域 町並み 1980年 59

○ 04-1907 新彊ウイグル自治区
トルファン市 高昌区 アスターナ古墳 1980年 12

○ 04-1908 新彊ウイグル自治区
トルファン市 高昌区 蘇公塔(エミン塔) 1980年 8

○ 04-2001 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ バザール 1988年 11

○ 04-2002 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ 段通工房 1980年 13

○ 04-2003 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチの朝 1980､82年 19

04-2004 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ 町並み 1980､82年 14

04-2005 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ 集団農場 1982年 132

○ 04-2006 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ 天池 1980､82､88 36

04-2007 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ パウ 1988年 18

○ 04-2008 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチからトルファンへの峠 1980年 19

04-2009 新彊ウイグル自治区 ウルムチ市 ウルムチ郊外 1988年 3

○ 04-2101 新彊ウイグル自治区 カシュガル カシュガル 三仙洞(エルミチアン) 1980年 36

○ 04-2102 新彊ウイグル自治区 カシュガル カシュガル カラ汗遺跡 1980年 27

04-2103 新彊ウイグル自治区 カシュガル カシュガル カラ汗遺跡 民族 1980年 4

○ 04-2104 新彊ウイグル自治区
カシュガル市 アパク・ホージャ霊廟 1980年 126

04-2105 新彊ウイグル自治区
カシュガル市 カシュガル 町並み 1980年 291

○ 04-2106 新彊ウイグル自治区
カシュガル市 カシュガル レンガ工場 1980年 21

04-2107 新彊ウイグル自治区
カシュガル市 カシュガル 公営公社 1980年 11

○ 04-2108 新彊ウイグル自治区
カシュガル市 カシュガル 花 1980年 14

○ 04-2200 新彊ウイグル自治区 アクス市 アクス 町並み 1980年 14

○ 04-2300 新彊ウイグル自治区 ウイグル族・カザフ族 1980年 23

○ 04-2401 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ヨートカン村 ヨートカン遺跡 1988年 10

○ 04-2402 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン ヨ－トカン遺跡の近く 1988年 22

○ 04-2501 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 過街塔 1982年 25

◎ 04-2502 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 大バザール 1988年 262

○ 04-2503 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 小バザール 1988年 50

04-2504 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 旧市街 1988年 12

○ 04-2505 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 楽器演奏 1988年 65

○ 04-2506 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 楽器製作 1988年 37

○ 04-2507 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン 町並み 1988年 77

04-2508 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン空港 1988年 8

○ 04-2509 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータンへの道(ベシュクラム街道) 1982年 81

04-2510 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータン マザルタークへの準備 1988年 3

04-2511 新彊ウイグル自治区 ホータン市 ホータンからチンシンへ 1988年 7

○ 04-2601 新彊ウイグル自治区
ペイザーワート ペイザーワート 遺跡 1988年 21

04-2602 新彊ウイグル自治区
ペイザーワート ペイザーワート 取材風景 1988年 20

○ 04-2603 新彊ウイグル自治区
ペイザーワート ペイザーワート フライト準備 1988年 99

○ 04-2700 新彊ウイグル自治区 チンシン チンシン 町並み 1988年 37

○ 04-2801 新彊ウイグル自治区 ムズターグ ムズターグ(木孜塔格)山へ 1988年 164

中華人民共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 04-2802 新彊ウイグル自治区 ムズターグ ムズターグ 朝日 1988年 9

○ 04-2803 新彊ウイグル自治区 ムズターグ ムズターグ 風景 1988年 38

○ 04-2804 新彊ウイグル自治区 ムズターグ ムズターグ 空撮 1988年 160

○ 04-2805 新彊ウイグル自治区 ムズターグ ムズターグ 故城跡(空撮) 1988年 44

04-2900 新彊ウイグル自治区 ハミ地区 ハミ 砂嵐 1980年代 1

○ 04-3000 新彊ウイグル自治区 パミールへの道 1982年 9

○ 04-3100 新彊ウイグル自治区 ユルンカシュ河 1988年 4

○ ○ 04-3200 万里の長城 万里の長城 1980､82年 35

○ 04-3300 天山北路 天山北路 1980年代 2

○ 04-3400 祁連山脈 祁連山脈 1982年 8

04-3501 ゴビ砂漠 ゴビ砂漠 1980年 7

○ 04-3502 ゴビ砂漠 ゴビ砂漠 オアシス 1980年 16

○ 04-3600 河西鉄道 河西鉄道 1980年 2

○ 04-3700 新彊ウイグル自治区
ホータン地区 カラカシュ 町並み 1988年 60

○ 04-3800 トゥングズルック トゥングズルックの町並み 1988年 113

○ 04-3900 カナート カナート 1982年 6

○ 04-4000 ミリカワティ遺跡 ミリカワティ遺跡 1988年 16

04-4100 不明 江青女史の家 1982年 1

04-4300 不明 ジア・バザール 1988年 61

04-4401 不明 ツァラ・バザールへ 1988年 20

04-4402 不明 ツァラ・バザール 1988年 27

04-4403 不明 ツァラ・バザールの帰り 1988年 14

04-0000 不明 不明 1980年代 63

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 3,061 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 2,632

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 598

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 3,230

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 3,803

Ｃ／Ｄ(％) 85％

中華人民共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

05-0101 メコン川 メコン川の夕景・日の出 1980～
90年代 9

05-0102 メコン川中流域 メコン川中流域の川岸の人々 1980～
90年代 18

05-0103 メコン川流域 メコン川流域の沼沢地 1980～
90年代 2

05-0201 ホー・チ・ミン(サイゴン) ホー・チ・ミン(サイゴン)の市内を
流れるサイゴン川

1980～
90年代 12

05-0202 ホー・チ・ミン(サイゴン) ホー・チ・ミン(サイゴン)の人々 1980～
90年代 3

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0 認定者：写真文化事業室

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 0

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 44

Ｃ／Ｄ(％) 0

ベトナム社会主義共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

06-0100 シエムレアプ州
シエムレアプ村近く シエムレアプ村近く 祭り 1990年 227

○ ○ 06-0201 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・ワット遺跡 空撮 1990年 118

危機遺産(’04除外)
すべて至高の歴史遺産

○ ○ 06-0202 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・ワット遺跡 1990年 644

○ ○ 06-0203 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・ワット遺跡近く 子供
たち 1990年 1

○ ○ 06-0204 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・トム遺跡 空撮 1990年 47

○ ○ 06-0205 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・トム遺跡 バイヨン寺院 1990年 488

○ ○ 06-0206 シエムレアプ州 シエムレアプ アンコール・トム遺跡 パプーオン
寺院 1990年 9

06-0301 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖 トンレ・サップ湖 湖上風景 1990年 13

06-0302 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖 トンレ・サップ湖 舟・漁ほか 1990年 36

06-0303 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖畔 トンレ・サップ湖畔 漁港・市場 1990年 79

06-0304 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖畔 トンレ・サップ湖畔 町村風景 1990年 23

06-0305 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖畔 トンレ・サップ湖近く 人々 1990年 1

06-0306 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖周辺 トンレ・サップ湖周辺 沼沢地帯 1990年 5

06-0307 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖南部

トンレ・サップ湖南部 沼沢地帯
空撮 1990年 10

06-0308 シエムレアプ州
トンレ・サップ湖南部

トンレ・サップ湖南部 田園地帯
空撮 1990年 6

○ 06-0401 プノンペン特別州 プノンペン 王宮 1990年 5 カンボジア王家の象徴､ とて
も美しい｡ 付属の寺院もよい

06-0402 プノンペン特別州 プノンペン 町並み・人々 1990年 28

06-0403 プノンペン特別州 プノンペン 市場 1990年 70

06-0404 プノンペン近郊 プノンペン近郊 田園地帯 空撮 1990年 1

06-0501 メコン川 メコン川 夕景・日の出ほか 1990年 9

06-0502 メコン川 メコン川 フェリー 1990年 8

06-0503 メコン川流域 メコン川流域 村の子供たち 1990年 3

06-0504 メコン川南部 メコン川南部 沼沢地帯 空撮 1990年 5

06-0600 ベトナム・カンボジア国境周辺 ベトナム・カンボジア国境周辺 空撮 おそらく
1990年 3

06-0700 不明 ポルポト軍本拠地 空撮 おそらく
1990年 2

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,312 認定者：新田栄治

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 5

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,307

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,312

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,841

Ｃ／Ｄ(％) 71％

カンボジア王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

07-0101 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ ドイステープ寺院 1982年 37

○ 07-0102 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ ドイステープ寺院 不明 41 チェンマイの代表的寺院の
一つ｡ 山頂の美しい寺院

07-0103 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ ドイステープ付近 1986年 1

○ 07-0104 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ チェディーリアム寺院 1982年 12

○ 07-0105 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ チェディ・ルアン寺院 1982年 49

○ 07-0106 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ チェット・ヨート寺院 1986年 62

07-0107 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ ク・タオ寺院 1982年 34

07-0108 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ パン・タオ寺院 1982年 13

07-0109 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ スアンドーク寺院 1982年頃 65

07-0110 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ 町並み 1986年 39

07-0111 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ 市場 不明 39

07-0112 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ 植物 1982年 16

07-0113 チェンマイ県 チェンマイ北部 チェンマイ 北部の生活風景 不明 3

07-0114 チェンマイ県 チェンマイ北部 チェンマイ 北部の建築・神像ほか 1986年 6

07-0115 チェンマイ県 チェンマイ付近 チェンマイ付近の象 1986年 2

○ 07-0201 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 彫刻 1986年 43

○ 07-0202 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 奉納板 1986年 1

○ 07-0203 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 磚 1986年 2

○ 07-0204 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 遺物入れ 1986年 2

○ 07-0205 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 螺鈿工芸・仏足跡 1986年 4

○ 07-0206 チェンマイ県 チェンマイ チェンマイ国立博物
館 仏画 1986年 1

○ 07-0301 ランプーン県 ランプーン ハリプンチャイ寺院 1982年 84 ハリプンチャイ王国のなごり｡ ラ
ンプンはハリプンチャイの王都

○ 07-0302 ランプーン県 ランプーン チャーマテーウィー寺院(クークット
寺院) 1982年 23 ハリプンチャイの美しい仏塔が残る

07-0401 ランパーン県 ランパーン地方 プラタート・ランパーン・ルアン寺院 1982年 72

07-0402 ランパーン県 ランパーン地方 プラケオ・ドーン・タオ寺院 1986年 27

07-0403 ランパーン県 ランパーン地域 ランパーン地域の自然 1982年 4

○ ○ 07-0501 スコータイ県 シーサッチャナライ チャン・ロム寺院 1982年 19

シーサッチャナーライ
はすべて重要｡ スコー
タイの副都

○ ○ 07-0502 スコータイ県 シーサッチャナライ チェディ・チェッテオ寺院 1982年 26

○ ○ 07-0503 スコータイ県 シーサッチャナライ カオ・パノム・プルアン寺院 1982年 12

○ ○ 07-0504 スコータイ県 シーサッチャナライ クディライ寺院 1982年 13

○ ○ 07-0505 スコータイ県 シーサッチャナライ ナーン・パヤー寺院 1982年 2

○ ○ 07-0506 スコータイ県 シーサッチャナライ プラ・シー・ラタナー・マハータート・
チャリエン寺院 1982年 8

○ ○ 07-0507 スコータイ県 シーサッチャナライ プラシー・ラターナ・マハタート寺院 1982年 2

○ ○ 07-0508 スコータイ県 シーサッチャナライ スアン・ケウ・ウタヤン・ヤイ寺院 1982年 4

○ ○ 07-0509 スコータイ県 シーサッチャナライ カオ・スワンキリ寺院 1982年 2

07-0510 スコータイ県 シーサッチャナライ シーサッチャナライ 1982年 3

07-0511 スコータイ県 シーサッチャナライ シーサッチャナライ 地図(Old Town) 1982年 11

07-0512 スコータイ県 シーサッチャナライ シーサッチャナライ 綿畑 1982年 5

○ 07-0601 スコータイ県 サワンカローク サワンカロークの窯跡 1982年 29 タイの代表的古窯跡｡一応保存されている

○ ○ 07-0701 スコータイ県 スコータイ チャナソンクラーム寺院 1982年 2

スコータイはすべて重
要｡ タイ族の初めての
国家

○ ○ 07-0702 スコータイ県 スコータイ マハタート寺院 1982,86年 310

○ ○ 07-0703 スコータイ県 スコータイ ソーラサック寺院 1982年 4

○ ○ 07-0704 スコータイ県 スコータイ ソーンカーオ寺院 1982年 4

○ ○ 07-0705 スコータイ県 スコータイ シーサワーイ寺院 不明 32

○ ○ 07-0706 スコータイ県 スコータイ サシー寺院 1982年 23

○ ○ 07-0707 スコータイ県 スコータイ トラパングーン寺院 1982年 9

○ ○ 07-0708 スコータイ県 スコータイ チャン・ロム寺院 1982年 11

タイ王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 07-0709 スコータイ県 スコータイ プラパーイルアン寺院 1982年 51

スコータイはすべて重
要｡ タイ族の初めての
国家

○ ○ 07-0710 スコータイ県 スコータイ シーチュム寺院 1982年 34

○ ○ 07-0711 スコータイ県 スコータイ スコータイ マハタート寺院 1986年 30

○ ○ 07-0712 スコータイ県 スコータイ スコータイ 城壁 1982年 6

○ ○ 07-0713 スコータイ県 スコータイ スコータイ 魚採り 1982年 15

○ ○ 07-0714 スコータイ県 スコータイ スコータイ 自然 不明 19

○ 07-0801 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 仏像 1986年 39

○ 07-0802 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 奉納板 1986年 6

○ 07-0803 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 建築装飾用品 1986年 3

○ 07-0804 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 建築部材 1986年 2

○ 07-0805 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 石碑 1986年 5

○ 07-0806 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 陶製品(スワンカロク窯)建築装飾用品 1986年 2

○ 07-0807 スコータイ県 スコータイ スコータイ国立博物
館 彫金工芸 ブッダ像 1986年 2

07-0900 ピッサヌローク県 ピッサヌローク ピッサヌロークの朝市 1982年 24

07-1000 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーンの自然 1986年 4

○ 07-1101 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 彫刻 1986年 30

○ 07-1102 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 奉納板 1986年 6

○ 07-1103 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 建築部材 1986年 1

○ 07-1104 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 境界石 1986年 13 東北タイの仏教遺産｡ セーマの

美しいレリーフはすばらしい

○ 07-1105 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 石碑 1986年 1

○ 07-1106 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 彫金工芸 奉納板 1986年 1

○ 07-1107 コーンケーン県 コーンケーン コーンケーン国立博
物館 彫金工芸 1986年 2

07-1201 カーラシン県 カーラシン付近 カーラシン付近の建築物 1986年 3

07-1202 カーラシン県 カーラシン付近 カーラシン付近 1986年 10

07-1301 ロイエット県 ロイエット ブーラバーピラーム寺院 1986年 25

07-1302 ロイエット県 ロイエット ロイエット 町並み 1986年 2

○ 07-1400 ナコーンラーチャシーマ県 ピマイ プラサート・ヒン・ピマイ 寺院 1986年 65 タイを代表するクメール都市｡ 宗教遺跡

○ 07-1501 ナコーンラーチャシーマ県 ピマイ ピマイ国立博物館 ブッタ彫刻 1986年 4

○ 07-1502 ナコーンラーチャシーマ県 ピマイ ピマイ国立博物館 建築部材 1986年 3

○ 07-1601 ロッブリー県 ロッブリー ライ寺院 1982年 75

タイ中部のドヴァーラ
ヴァティーからクメー
ル､ アユタヤと続く最
重要都市である｡ ここ
の遺跡はすべて重要

○ 07-1602 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー クライソン・シハラット 1982年 21

○ 07-1603 ロッブリー県 ロッブリー ナコーン・コサ寺院 不明 5

○ 07-1604 ロッブリー県 ロッブリー プラシー・ラッタナ・マハタート寺院 不明 96

○ 07-1605 ロッブリー県 ロッブリー プラ・プラーン・サーム・ヨート 不明 23

○ 07-1606 ロッブリー県 ロッブリー サン・パオ・ロー寺院 1982年 5

○ 07-1607 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー ザブレック 1986年 6

07-1608 ロッブリー県 ロッブリー ストーンワサ寺院 遺構 1986年 1

○ 07-1609 ロッブリー県 ロッブリー ヒンドゥー教廟 クメール美術 1986年 2

07-1610 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー 寺院 1986年 28

07-1611 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリーの自然 1986年 11

○ 07-1701 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー国立博物
館 博物館外観 1986年 2

○ 07-1702 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー国立博物
館 ブッダ像 1986年 25

○ 07-1703 ロッブリー県 ロッブリー ロッブリー国立博物
館 金彩工芸 経典箱 1986年 1

○ 07-1801 スパンブリー県 ウートン地区 ウートン地区 チェディー・ウートン 1986年 19 ドヴァーラヴァティー
の重要都市｡ 極めて重
要○ 07-1802 スパンブリー県 ウートン ウートン 涅槃像 1986年 5

07-1803 スパンブリー県 ウートン ウートン 建物内部 1986年 1

○ 07-1901 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 ブッダ像 1986年 50

タイ王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 07-1902 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 奉献板 1986年 15

○ 07-1903 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 石碑 1986年 2

○ 07-1904 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 法輪 1986年 5

○ 07-1905 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 遺物入れ 1986年 1

○ 07-1906 スパンブリー県 ウートン ウートン国立博物館 彫金工芸 ブッダ像 1986年 4

○ ○ 07-2001 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ 遠景 不明 20

○ ○ 07-2002 アユタヤ県 アユタヤ ロカヤスタ寺院 ブッダ涅槃像 不明 14 建物は残っている

○ ○ 07-2003 アユタヤ県 アユタヤ マハタート寺院 1986年 31 最大の寺

○ ○ 07-2004 アユタヤ県 アユタヤ パナンチェン寺院 1982年 4 中国人街の寺

○ ○ 07-2005 アユタヤ県 アユタヤ プラシーサンペット寺院 不明 47 ３つの塔が在る王宮付属寺院

○ ○ 07-2006 アユタヤ県 アユタヤ プララム寺院 不明 55

○ ○ 07-2007 アユタヤ県 アユタヤ プー・カオ・トン寺院 不明 9 アユタヤ郊外にある高くて美しい仏塔

○ ○ 07-2008 アユタヤ県 アユタヤ ラチャブラナ寺院 1986年 34 クメール様式の仏塔

○ ○ 07-2009 アユタヤ県 アユタヤ スワンナワート寺院 1986年 4

○ ○ 07-2010 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ 寺院 不明 84

○ 07-2011 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ 日本人町跡 1985年 9

○ 07-2012 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ 1986年 13

○ 07-2013 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ チャオプラヤ川 1982年 2

○ 07-2014 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤの自然 不明 17

○ 07-2101 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫刻 1986年 22

○ 07-2102 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 奉納板 1986年 1

○ 07-2103 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 建築部材 1986年 2

○ 07-2104 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 1986年 2

○ 07-2105 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 奉献板 1986年 54

○ 07-2106 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 奉納用品 1986年 10

○ 07-2107 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 遺物入れ 1986年 2

○ 07-2108 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 装身具 1986年 6

○ 07-2109 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 彫金工芸 1986年 4

○ 07-2110 アユタヤ県 アユタヤ アユタヤ国立博物館 仏画 1986年 1

○ 07-2201 カーンチャナブリー県
カーンチャナブリー

カーンチャナブリー プラサート
ムアン シン 1986年 29 最西にあるクメール都市

○ 07-2202 カーンチャナブリー県
カーンチャナブリー カーンチャナブリー橋 1986年 12 日本軍による泰緬鉄道の記念物

07-2203 カーンチャナブリー県
カーンチャナブリー

カーンチャナブリー付近のガソリン
スタンド 1986年 1

07-2204 カーンチャナブリー県
カーンチャナブリー カーンチャナブリー付近の渓流 不明 10

○ 07-2301 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク アルン寺院 1982年 1 バンコク､ トンブリにある美しい寺院

07-2302 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク ムアンボーラーン 不明 10

07-2303 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク 不明 19

07-2304 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク 建築物 1985年 5

07-2305 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク 水上市場 1982年 122

07-2306 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク 水上生活 1985年 22

07-2307 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク 町風景 1986年 1

07-2308 バンコク北部 バンコク北部 トラック 1986年 1

○ 07-2401 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 彫刻 不明 124

○ 07-2402 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 奉献板 1986年 7

○ 07-2403 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 建築部材 1986年 9

○ 07-2404 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 境界石 1986年 3

○ 07-2405 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 陶製品(スワンカロク窯) 法輪 1986年 4

○ 07-2406 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 陶製品(スワンカロク窯) ブッダ像 1986年 2

タイ王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 07-2407 バンコク
(クルンテープ・マハーナコーン) バンコク国立博物館 彫金工芸 ブッダ像 1986年 5

07-2500 チュムポーン県 チュムポーン付近 チュムポーン付近 1986年 4

07-2600 クラ地峡付近 クラ地峡付近の風景 1986年 1

○ 07-2701 スラータニー県 チャイヤー チャイヤー カウ寺院 1986年 10 チャイヤーはシェリー
ビシャヤリ北部の代表
的な港市｡ そこに多く
の大乗仏教遺跡が残る｡
タイ南部の重要遺跡

○ 07-2702 スラータニー県 チャイヤー チャイヤー ポー寺院 不明 10

○ 07-2703 スラータニー県 チャイヤー ブラボーロ・マハタート寺院 1986年 9

07-2704 スラータニー県 チャイヤー チャイヤー 夕景・日の出風景 1986年 12

07-2800 スラータニー県 スラータニー付近 漁船・漁風景 1986年 34

07-2900 スラータニー県 サムイ島 サムイ島のビーチ 1986年 48

○ 07-3001 パンガー県 パンガー スワンクーハ石窟寺院 涅槃像 1986年 8
タイ・マレー半島西岸
の重要遺跡

○ 07-3002 パンガー県 パンガー パンガー石窟 壁画 1986年 10

○ 07-3100 ナコンシータマラート県
ナコンシータマラート

ナコンシータマラート プラ・マハ
タート寺院 1986年 22 南タイの最重要都市である｡ ナコ

ンシータマラートの代表的寺院

○ 07-3201 パッタルン県 パッタルン パッタルン クーハーサワン寺院 1986年 4 南タイの代表的寺院

07-3202 パッタルン県 パッタルン パッタルン 洞窟の坐仏像 1986年 1

○ 07-3300 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー マチマーワート寺院 1986年 11 マレー半島東岸のタイ仏教寺院

○ 07-3401 ソンクラー県 ソンクラー マチマーワート(クラ
ン寺院)寺院博物館 仏像 1986年 37

○ 07-3402 ソンクラー県 ソンクラー マチマーワート(クラ
ン寺院)寺院博物館 奉献板 1986年 5

○ 07-3501 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー国立博物
館 仏像 1986年 24

○ 07-3502 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー国立博物
館 奉献板 1986年 1

○ 07-3503 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー国立博物
館 石碑 1986年 1

07-3601 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー 寺院・遺跡 不明 49

07-3602 ソンクラー県 ソンクラー ソンクラー 1986年 3

07-3603 ソンクラー県 ソンクラー付近 ソンクラー付近 遺跡 不明 13

07-3604 ソンクラー県 ソンクラー付近 ソンクラー付近 自然 1986年 5

07-3701 ソンクラー県 ソンクラー湖 ソンクラー湖 湖岸・湖上風景 1986年 23

07-3702 ソンクラー県 ソンクラー湖 ソンクラー湖 1986年 3

07-3703 ソンクラー県 ソンクラー湖 ソンクラー湖 自然 不明 3

07-3704 スラータニー県 パンガン島
マー島 マー島 仏塔 1986年 4

07-3705 ソンクラー県 ソンクラー湖
ヨー島 ヨー島 仏塔 1986年 16

07-3800 チェンマイ県 メオ・トライバル・
ビレッジ

メオ・トライバル・ビレッジ ドイ・
プイ村 生活風景・民族衣装 1982年 149

07-3900 タイ北東部 タイ北東部の民族衣装を着た女性 1986年 10

07-4001 タイ南部 タイ南部 寺院 不明 24

07-4002 タイ南部 タイ南部 寺院内部・僧侶 不明 5

07-4003 タイ南部 タイ南部 舟 1986年 2

07-4100 タイ・ビルマ国境 タイ・ビルマ国境の町・村風景 不明 9

07-4201 不明 メオ族 生活風景・民族衣装 不明 30

07-4202 不明 メオ族 子豚 不明 6

07-4300 不明 リソ族(リス族) 生活風景・民族衣
装 1986年 39

07-4400 不明 寺院(チェット・ヨート寺院) 不明 6

07-4500 不明 汽車 1982年 3

07-4600 不明 ラジャブラナ寺院 不明 1

07-4700 不明 町村風景 1986年 34

07-4800 不明 寺院など 不明 44

07-4900 不明 建物内部 不明 1

07-5000 不明 雲 不明 1

○ 07-5100 不明 博物館 彫刻 仏像 不明 1

タイ王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 2,334 認定者：新田栄治

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 1,482

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 981

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 2,463

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 3,594

Ｃ／Ｄ(％) 69％

タイ王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

08-0100 ケダ州 アロースター特別市 ケダ海岸 1980～
90年代 7

○ 08-0200 ケダ州 アロースター特別市
プジャン・バレー プジャン・バレー 仏教寺院跡 1980～

90年代 3 マレー半島へヒンドゥー教､ 仏教が
伝えてきたマレーシアで最重要遺跡

○ 08-0301 ムラカ州
ムラカ・ブルセジャラ特別市 ムラカ 町並み 1980～

90年代 2 ムラカ王国およびその
他のポルトガル､ オラ
ンダ､ イギリスの交易
都市｡ ブキット・チナ
といわれ､ 当地への中
国人移住の重要遺跡

○ 08-0302 ムラカ州
ムラカ・ブルセジャラ特別市 ムラカ 中華街 1980～

90年代 2

○ 08-0303 ムラカ州
ムラカ・ブルセジャラ特別市 ムラカ 中国人墓地 1980～

90年代 3

08-0304 ムラカ 仏塔 1980～
90年代 2

08-0305 ムラカ 遺跡 1980～
90年代 1

08-0400 不明 ユネスコ 海のシルクロード式典 1980～
90年代 3

08-0500 不明 市場・生活風景 1980～
90年代 19

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 10 認定者：新田栄治

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 10

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 10

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 42

Ｃ／Ｄ(％) 24％

マレーシア
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 09-0101 マニラ マニラ大聖堂 1980～
90年代 4

09-0102 マニラ 学校・町並みほか 1980～
90年代 70

○ 09-0001 不明 市場ほか 1980～
90年代 13

○ 09-0002 不明 建築物ほか 1980～
90年代 19

○ 09-0003 不明 海のシルクロード式典ほか 1980～
90年代 2

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 38 認定者：新田栄治

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 38

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 38

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 108

Ｃ／Ｄ(％) 35％

フィリピン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 10-0101 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 遠景 1968､89年 40

ジャワを代表するヒン
ドゥー・ジャワ文化の
遺跡｡ シャイレンドラ
期が建立した大乗仏教
の大モニュメント

○ ○ 10-0102 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 雨 1989年 9

○ ○ 10-0103 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 夕景 1989年 78

○ ○ 10-0104 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 外観 東・東北面 1968､89年 95

○ ○ 10-0105 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 外観 南面 1968､89年 16

○ ○ 10-0106 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 外観 西面 1968､89年 6

○ ○ 10-0107 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 外観 北面 1968､89年 14

○ ○ 10-0108 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 地下旧基壇 1968､89年 16

○ ○ 10-0109 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 現基壇 1968､89年 53

○ ○ 10-0110 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第一回廊欄楯上段 1968､89年 511

○ ○ 10-0111 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第一回廊欄楯下段 1968､89年 43

○ ○ 10-0112 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第一回廊欄楯 1968､89年 15

○ ○ 10-0113 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第一回廊主壁 1968､89年 398

○ ○ 10-0114 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第一回廊 1968､89年 35

○ ○ 10-0115 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第二回廊欄楯 1968､89年 141

○ ○ 10-0116 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第二回廊主壁 1968､89年 218

○ ○ 10-0117 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第二回廊 1968､89年 31

○ ○ 10-0118 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第三回廊欄楯 1968､89年 143

○ ○ 10-0119 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第三回廊主壁 1968､89年 221

○ ○ 10-0120 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第三回廊 1968､89年 20

○ ○ 10-0121 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第四回廊欄楯 1968､89年 124

○ ○ 10-0122 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第四回廊主壁 1968､89年 159

○ ○ 10-0123 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 第四回廊 1968､89年 13

○ ○ 10-0124 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール

ボロブドゥール 第六層～中心ストゥー
パ 1968､89年 133

○ ○ 10-0125 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 不明 1968､89年 263

○ ○ 10-0126 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 修復風景 1968､89年 157

10-0127 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール

ボロブドゥール 式典(スハルト大統
領､ エムポンユネスコ総長)

1960～
80年代 100

10-0128 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール ボロブドゥール 周辺の村より遠景 1960～

80年代 111

10-0129 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 ボロブドゥール

ボロブドゥール ブミセゴロ(ボロブ
ドゥール周辺の村)

1960～
80年代 179

○ ○ 10-0201 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン サンビサリ寺院 1968､89年 14

ジョクジャカルタ東側
にある｡ ジャワ・ヒン
ドゥー文化の代表的遺
跡

○ ○ 10-0202 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン カラサン寺院 1968､89年 56

○ ○ 10-0203 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン カラサン寺院付近 1968､89年 1

○ ○ 10-0204 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン サリ寺院 1968､89年 18

○ ○ 10-0205 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン セウ寺院 1968､89年 120

○ ○ 10-0206 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン プラオサン寺院 1968､89年 66 ジョクジャカルタ東側

にある｡ ジャワ・ヒン
ドゥー文化の代表的遺
跡｡ 地震によるロロ・
ジョングラン被害

○ ○ 10-0207 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン

プランバナン ロロ・ジョングラン
(チャンディ・プランバナン)

1968､74､
89年 257

10-0208 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン 町 おそらく

1968年 193

10-0209 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン ジョクジャカルタ付近 おそらく

1968年 1

10-0210 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン ルンブン寺院 おそらく

1968年 6

○ 10-0211 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン ラトウ・ボコ寺院 おそらく

1968年 21 プランバナンの南にある王宮遺跡

○ 10-0212 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン バニュニボ寺院 おそらく

1968年 3

○ 10-0213 中部ジャワ ジョグジャカルタ
特別州 プランバナン プランバナン サジワン寺院 おそらく

1968年 9

10-0300 中部ジャワ ジョグジャカルタ特別
州 メラピ山 メラピ山 おそらく

1968年 62

10-0400 中部ジャワ ジョグジャカルタ特別
州 ムルバブ山とメラピ山 ムルバブ山とメラピ山 おそらく

1968年 13

10-0500 中部ジャワ ウンガラン山 ウンガラン山 おそらく
1968年 2

10-0601 中部ジャワ スンビン山(左)､
スンドロ山(右) スンビン山(左) スンドロ山(右) おそらく

1968年 2

10-0602 中部ジャワ スンドロ山 スンドロ山 おそらく
1968年 1

10-0603 中部ジャワ スンドロ山 スンビン山 おそらく
1968年 4

インドネシア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

10-0701 中部ジャワ スラカルタ(ソロ)市 スラカルタ(ソロ) スクー寺院 おそらく
1968年 31

10-0702 中部ジャワ スラカルタ(ソロ)市 スラカルタ(ソロ) 町 おそらく
1968年 61

○ 10-0801 中部ジャワ スマラン市 スマラン グドン・ソンゴ遺跡群
遠景 1989 13

○ 10-0802 中部ジャワ スマラン市 スマラン グドン・ソンゴ遺跡群 ２ 1989 3

ヒンドゥー・ジャワ文
化の代表的遺跡

○ 10-0803 中部ジャワ スマラン市 スマラン グドン・ソンゴ遺跡群 ３ 1989 5

○ 10-0804 中部ジャワ スマラン市 スマラン グドン・ソンゴ遺跡群 ５ 1989 16

○ 10-0805 中部ジャワ スマラン市 グドン・
ソンゴ

スマラン グドン・ソンゴ グドン
寺院

おそらく
1968年 12

10-0806 中部ジャワ スマラン ラワ・
ペニン湖 スマラン ラワ・ペニン湖 1968､89年 21

10-0807 中部ジャワ スマラン スマラン 町 1960～
80年代 205

○ ○ 10-0900 中部ジャワ マグラン県 パウォン寺院 おそらく
1968年 21 ヒンドゥー・ジャワ文化の代表的遺跡の一つ

○ ○ 10-1000 中部ジャワ ムンギッド ムンドゥット寺院 1968､89年 56 ボロブドゥールと一緒
にある大乗仏教寺院○ ○ 10-1100 中部ジャワ ムンギッド ムンドゥット寺院周辺 仏像 1960～

80年代 1

○ 10-1200 中部ジャワ プリンガプス寺院 おそらく
1968年 4 ヒンドゥー・ジャワ文化の好例

○ 10-1301 中部ジャワ ディエン高地 ビマ寺院 おそらく
1968年 33 最初期のヒンドゥー寺院

○ 10-1302 中部ジャワ ディエン高地 ディエン高地 1960～
80年代 6 火山のカルデラのなかにある｡ 最初

期ヒンドゥー・ジャワ文化の中心地

10-1303 中部ジャワ ディエン高地 七色
湖(ワルナ湖) ディエン高地 七色湖(ワルナ湖) 1960～

80年代 6

○ 10-1400 中部ジャワ ディエン高原 ガトゥカチャ寺院 おそらく
1968年 35 ヒンドゥー・ジャワ文化の代表的遺跡

○ 10-1500 中部ジャワ ジョグジャカルタ ブブラ寺院 おそらく
1968年 8

10-1600 中部ジャワ ナウェン寺院(ヌガウェン) おそらく
1968年 9

10-1700 中部ジャワ マグラン県 エムビ
火山 エムビ火山 1960～

80年代 12

10-1800 中部ジャワ ムレノ山 ムレノ山 1960～
80年代 3

○ 10-1901 東部ジャワ マラン県 キダル寺院 おそらく
1968年 12

９世紀以降中部ジャワ
から政治の中心が東ジャ
ワに移り､ 各地に多く
のヒンドゥー文化遺跡
を残している｡ すべて
重要｡ 日本ではほとん
ど知られていない｡

○ 10-1902 東部ジャワ マラン県 シンガサリ寺院 おそらく
1968年 24

○ 10-1903 東部ジャワ パスルアン県 ジャウィ寺院 おそらく
1968年 12

○ 10-1904 東部ジャワ モジョグルト県
トロウラン ティクス寺院 おそらく

1968年 8

○ 10-1905 東部ジャワ モジョグルト県
トロウラン ブラウ(ブラフ)寺院 おそらく

1968年 14

○ 10-1906 東部ジャワ モジョグルト県
トロウラン パジャン・ラトゥ寺院 おそらく

1968年 11

○ 10-1907 東部ジャワ ブリタル県
ブリタール パナタラン寺院 おそらく

1968年 94

○ 10-1908 東部ジャワ クディリ県 パレ ティゴワンギ寺院 おそらく
1968年 22

○ 10-1909 東部ジャワ パリ寺院 おそらく
1968年 7

○ 10-1910 東部ジャワ スラマングラン寺院(ゴア・セロマン
グレン寺院)

おそらく
1968年 4

○ 10-1911 東部ジャワ ソンゴリティ寺院 おそらく
1968年 2

○ 10-1912 東部ジャワ パレ寺院 おそらく
1968年 2

○ 10-1913 東部ジャワ リンビ寺院 おそらく
1968年 4

○ 10-1914 東部ジャワ モジョグルト県
トロウラン ウリンギン・ラワン寺院 おそらく

1968年 9

○ 10-1915 東部ジャワ ケディリ ケディリ寺院(ケディリ植物園内) おそらく
1968年 7

○ 10-1916 東部ジャワ モジョグルト県 スロウォノ寺院 おそらく
1968年 24

○ 10-1917 東部ジャワ ブロボリンゴ ジャブン寺院 おそらく
1968年 35

○ 10-1918 東部ジャワ マラン ジャゴ寺院 おそらく
1968年 36

10-2001 東ジャワ スラバヤ ユネスコ海のシルクロード調査隊式典 おそらく
1968年 5

10-2002 東ジャワ スラバヤ スラバヤ 港 おそらく
1968年 13

10-2100 東部ジャワ ガンジュク ンゲトス寺院 おそらく
1968年 12

10-2200 東部ジャワ プルパサール寺院 おそらく
1968年 2

○ 10-2301 西部ジャワ
ジャカルタ首都特別州 国立博物館 外観・館内 おそらく

1968年 3

○ 10-2302 西部ジャワ
ジャカルタ首都特別州 国立博物館 彫刻 おそらく

1968年 98

○ 10-2303 西部ジャワ
ジャカルタ首都特別州 国立博物館 不明 地図・中庭ほか 1960～

80年代 27

○ 10-2401 バリ島 ウブド ゴア・ガジャ寺院 1960～
80年代 31 バリ・ヒンドゥーの代表的寺院｡ 観光地化

10-2402 バリ島 バリ 儀式 1960～
80年代 32

インドネシア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

10-2403 バリ島 バリ 踊り 1960～
80年代 19

10-2404 バリ島 バリ 葬式 1960～
80年代 43

10-2500 バリ島 ウブド ムンティラン ムンティラン 町並み 1960～
80年代 10

10-2600 カリプロゴ カリプロゴ 1960～
80年代 187

10-2700 カリオ・パク カリオ・パク 1960～
80年代 21

10-2800 不明 ダワン寺院 おそらく
1968年 3

10-2900 不明 デサ・ブルンブン寺院 おそらく
1968年 7

10-3001 不明 ジェドン寺院 1960～
80年代 7

10-3002 不明 ジェドン寺院 畑仕事 1960～
80年代 16

10-3100 不明 農耕 1960～
80年代 1

10-3201 不明 ジャワダンス ラーマーヤナ 1960～
80年代 10

10-3202 不明 ジャワダンス 1960～
80年代 41

10-3300 不明 踊り ボロブドゥール火祭り 1960～
80年代 203

10-3400 不明 結婚式 1960～
80年代 80

10-3500 不明 葬式 1960～
80年代 2

10-3600 不明 工芸品製作風景 1960～
80年代 57

10-3700 不明 パピルス 1960～
80年代 2

10-3800 不明 サルダ家 1960～
80年代 2

10-0000 不明 不明 1960～
80年代 179

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 4,118 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 712

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 3,582

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 4,294

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 6,192

Ｃ／Ｄ(％) 69％

インドネシア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

11-0101 チュカ県 プンツォリン プンツォリング 風景 1980～
90年代 1

○ 11-0102 チュカ県 プンツォリン 国境の門 1980～
90年代 9

○ 11-0103 チュカ県 プンツォリン カルバンディー僧院 1980～
90年代 9

○ 11-0104 チュカ県 プンツォリン サンドペルリ寺院 1980～
90年代 45

○ 11-0105 チュカ県 プンツォリン近郊 プンツォリン近郊 1980～
90年代 26

○ 11-0106 チュカ県 プンツォリン近郊 プンツォリン近郊 町風景 1980～
90年代 42

11-0200 チュカ県 チャプチャ村 チャプチャ村 町並み 1980～
90年代 2

○ 11-0300 チュカ県 チュリゾン町
ウォン川・パロ川

チュリゾン町 チョルテン(仏塔)
ウォン川・パロ川

1980～
90年代 13

11-0400 ティンプー県 チュゾン村 チュゾン村 人々 1980～
90年代 2

○ 11-0501 パロ県 パロ パロ 町並み 1980～
90年代 15

○ 11-0502 パロ県 パロ パロ 小学校運動会 1980～
90年代 64

○ 11-0503 パロ県 パロ パロ チョルテン(仏塔) 1980～
90年代 1

○ 11-0504 パロ県 パロ リンチェン・ポン・ゾン(パロ・ゾン) 1980～
90年代 98

11-0505 パロ県 パロ 国立博物館 タ・ゾン 1980～
90年代 5

○ 11-0506 パロ県 パロ ウゲン・ペルリ・パレス 1980～
90年代 11

○ 11-0507 パロ県 パロ ドゥンツェ・ラカン 1980～
90年代 10

○ 11-0508 パロ県 パロ近郊 パロ近郊 タチョ・ラカン 1980～
90年代 10

11-0601 パロ県 パロ谷 パロ谷 ロンダル 1980～
90年代 3

○ 11-0602 パロ県 パロ谷 パロ谷 風景 1980～
90年代 52

11-0603 パロ県 パロ谷 パロ谷 キチュ・ラカン 1980～
90年代 6

○ 11-0604 パロ県 パロ谷 パロ谷 タクツァン・ゾン 1980～
90年代 44

○ 11-0700 ダムチェ ダムチェ トルチ・ゾン 1980～
90年代 5

○ 11-0801 ティンプー県 ティンプー ティンプー 風景 1980～
90年代 12

○ 11-0802 ティンプー県 ティンプー ティンプー サンデーマーケット 1980～
90年代 29

○ 11-0803 ティンプー県 ティンプー ティンプー タシ・チョ・ゾン 1980～
90年代 21

11-0804 ティンプー県 ティンプー ティンプー シムトカ・ゾン 1980～
90年代 4

11-0805 ティンプー県 ティンプー ティンプー シムトカ・ラカン 1980～
90年代 6 ラマ教カルマ派チベット寺院

○ 11-0806 ティンプー県 ティンプー ティンプー メモリアル・チョルテン 1980～
90年代 12 前国王記念仏塔

11-0807 ティンプー県 ティンプー ティンプー 旗 1980～
90年代 12

○ 11-0808 ティンプー県 ティンプー近郊 ティンプー近郊 祭り 1980～
90年代 102 衣装､ 仮面をつけた人々

11-0901 ティンプー県とウォンディポダン
県の中間 ルビサ村 ルビサ村 風景 1980～

90年代 4

11-0902 ティンプー県とウォンディポダン
県の中間 ルビサ村 ルビサ村 チミ・ゴンパ(僧院) 1980～

90年代 4

○ 11-1001 ウォンディポダン県
ウォンディポダン ウォンディポダン 風景 1980～

90年代 6

○ 11-1002 ウォンディポダン県
ウォンディポダン ウォンディポダン・ゾン 1980～

90年代 45

○ 11-1101 ウォンディポダン県とプナカ県の
堺 ドチュ・ラ峠 ドチュ・ラ峠 チョルテン(仏塔) 1980～

90年代 7

11-1102 ウォンディポダン県とプナカ県の
堺 ドチュ・ラ峠 ドチュ・ラ峠 旗 1980～

90年代 13

○ 11-1201 プナカ県 プナカ プナカ・ゾン 1980～
90年代 40

○ 11-1202 プナカ県 プナカ プナカ・ゾン コスミック・マンダラ 1980～
90年代 9

11-1300 不明 ブータン国境の町プンツォリングと
インド国境の町ガントクを望む

1980～
90年代 2

11-1400 プナカ県 タロ村 タロ・ゾン 1980～
90年代 3

11-1500 不明 建築 1980～
90年代 1

○ 11-1600 不明 人々 1980～
90年代 25

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 762 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 762

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 762

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 830

Ｃ／Ｄ(％) 92％

ブータン王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 12-0101 バグマティ県 カトマンズ ブダニールカンタ寺院 おそらく
1982年 102

危機遺産

○ ○ 12-0102 バグマティ県 カトマンズ ボーダナート寺院 チャパヒール仏塔 1982年 17

○ ○ 12-0103 バグマティ県 カトマンズ ボーダナート寺院 朝景 夕景 おそらく
1982年 232

○ ○ 12-0104 バグマティ県 カトマンズ ボーダナート寺院 仏塔 おそらく
1982年 43

○ 12-0105 バグマティ県 カトマンズ パシュパティナート寺院 おそらく
1982年 1

○ ○ 12-0106 バグマティ県 カトマンズ パシュパティナート寺院 パシュパ
ティナート寺院群 1982年 65

○ ○ 12-0107 バグマティ県 カトマンズ スワヤンブーナット寺院(スワヤンブ
の丘) ハラティ寺院 1982年 20

○ 12-0108 バグマティ県 カトマンズ スワヤンブーナット寺院(スワヤンブの丘)
スワヤンブーナットより西方を見る 1982年 4

○ ○ 12-0109 バグマティ県 カトマンズ スワヤンブーナット寺院(スワヤンブ
の丘)

おそらく
1982年 101

○ ○ 12-0110 バグマティ県 カトマンズ セト・マチェンドラナート寺院 1982年 320

○ 12-0111 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ ダルバール広場 1982年 3

○ 12-0112 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ マジュ・デワル・シヴァ
寺院

おそらく
1982年 2

○ ○ 12-0113 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ バサントプル(レンガ敷
き広場) 1982年 62

○ ○ 12-0114 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ 旧王宮(ハヌマン・ドカ) おそらく1982年 17

○ 12-0115 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ ウマ・マヘスワル寺院 おそらく
1982年 1

○ ○ 12-0116 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ ジャガンナート寺院 おそらく
1982年 40

○ ○ 12-0117 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ クマリの館 1982年 7

○ 12-0118 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ カスタ・マンダプ寺院 おそらく
1982年 2

○ 12-0119 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ タレジュ寺院 1982年 2

○ 12-0120 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ デグタレ寺院 1982年 1

○ 12-0121 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ バグワティー寺院 おそらく
1982年 1

○ 12-0122 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ Shakya Muni Buddha､
Prasthan Mudra

おそらく
1982年 1

○ 12-0123 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ 足形 おそらく
1982年 1

○ ○ 12-0124 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ 町並み おそらく
1982年 190

○ ○ 12-0125 バグマティ県 カトマンズ カトマンズ・バレー 1982年 134

○ 12-0126 バグマティ県 カトマンズ ネパール国立博物館 彫刻 1980年代か 157

○ 12-0127 バグマティ県 カトマンズ ナショナル・アート
ギャラリー 仏画 1985年 126

12-0128 バグマティ県 カトマンズ ナショナル・アート
ギャラリー 絵画 1985年 10

○ 12-0201 バグマティ県 パタン アショカ・ストゥーパ 1982年 9

危機遺産

○ ○ 12-0202 バグマティ県 パタン クンベシュワール寺院 おそらく
1982年 10

○ 12-0203 バグマティ県 パタン ヒラニャ・ヴァルナ・マハヴィハール
(ゴールデンテンプル) 1982年 10

○ ○ 12-0204 バグマティ県 パタン パタン ミンナート寺院 1982年 15

○ ○ 12-0205 バグマティ県 パタン パタン ラト・マチェンドラナート
寺院

おそらく
1982年 15

○ ○ 12-0206 バグマティ県 パタン パタン マハブッダ寺院 おそらく
1982年 10

○ 12-0207 バグマティ県 パタン パタン ルドラ・バーナ・マハビハール 1982年 14

○ ○ 12-0208 バグマティ県 パタン パタン 町並み おそらく
1982年 40

○ ○ 12-0209 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 クリシュ
ナ寺院 1982年 53

○ ○ 12-0210 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 ガルーダ
神像

おそらく
1982年 1

○ ○ 12-0211 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 旧王宮 1982年 55

○ 12-0212 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 デグ・タ
レ寺院 1982年 15

○ ○ 12-0213 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 シヴァ寺院 1982年 3

○ 12-0214 バグマティ県 パタン パタン ダルバール広場 おそらく
1982年 4

○ 12-0301 バグマティ県 パナウティ パナウティ ブラーマヤニ寺院 1982年 32

12-0302 バグマティ県 パナウティ パナウティ クリシュナ寺院 おそらく
1982年 14

○ 12-0303 バグマティ県 パナウティ パナウティ シヴァ寺院 1982年 43

12-0304 バグマティ県 パナウティ パナウティ ポテ・デウァタ 1982年 1

12-0305 バグマティ県 パナウティ パナウティ 巡礼者の宿屋 おそらく
1982年 4

○ 12-0306 バグマティ県 パナウティ パナウティ 町並み 1988年 116

ネパール王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 12-0401 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 ヴァッ
サラ・デヴィ寺院

おそらく
1982年 19

危機遺産

○ 12-0402 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 バイ
ラワ神像 1982年 3

○ 12-0403 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 ナラ
シンハ神像

おそらく
1982年 1

○ 12-0404 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 ハヌ
マン神像

おそらく
1982年 1

○ 12-0405 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 マヒ
シャスラ像

おそらく
1982年 1

○ 12-0406 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 ライ
オン・ゲート 1982年 1

○ ○ 12-0407 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 旧王宮
ゴールデン・ゲート(旧王宮入り口) 1982年 4

○ ○ 12-0408 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ダルバール広場 旧王
宮 55窓の宮殿

おそらく
1982年 41

○ ○ 12-0409 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン トゥマディ広場 ニャタ
ポラ寺院入口階段上より広場を見る 1982年 4

○ ○ 12-0410 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン トゥマディ広場 バイ
ラブ寺院 1982年 11

○ ○ 12-0411 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン トゥマディ広場 ニャ
タポラ寺院 1982年 54

○ ○ 12-0412 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン タチュパル広場 プジャ
リ・マート 1982年 50

○ ○ 12-0413 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン タチュパル広場 ダッ
タトラヤ寺院 1982年 45

○ 12-0414 バグマティ県
バドガウン(バクタプール)

バドガウン ピーコックウィンドウ
通り 1982年 9

○ 12-0415 バグマティ県
バドガウン(バクタプール) バドガウン バハ・ワワティー寺院 1982年 2

○ ○ 12-0416 バグマティ県
バドガウン(バクタプール) バドガウン ドゥルガ寺院 1982年 18

○ ○ 12-0417 バグマティ県
バドガウン(バクタプール) バドガウン 町並み おそらく

1982年 38

12-0501 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン ヴィシュヌ・ヴィ
シュヴァルパ チャングナラヤン寺院

おそらく
1982年 1

12-0502 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン寺院 おそらく
1982年 6

12-0503 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン寺院 ヴィシュヌ・
シュリダラ

おそらく
1982年 2

12-0504 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン寺院 ガルーダ神像 おそらく
1982年 2

12-0505 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン寺院 石碑 おそらく
1982年 1

12-0506 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン寺院 神像 おそらく
1982年 8

○ 12-0507 バグマティ県 チャングナラヤン チャングナラヤン 町並み 1982年 75

12-0601 バグマティ県 キルティプル キルティプル チランチョ・ビハール 1982年 5

○ 12-0602 バグマティ県 キルティプル キルティプル 町並み おそらく
1982年 22

○ 12-0700 バグマティ県 トリスリ川 トリスリ川 ロープ渡し 1988年 73

12-0800 バグマティ県 ナガルコット ナガルコット 町並み 1985年 7

○ 12-0900 バグマティ県 コダリ コダリ 町並み 中国との国境友誼橋 1988年 14

○ 12-1000 ジャナクプル県 バラビゼ バラビゼ 町並み 1988年 54

○ 12-1100 カンダキ県 パーピン パーピン 町並み 1985年 31

○ 12-1201 ガンダキ県 ゴルカ ゴルカ宮殿 1988年 16

○ 12-1202 ガンダキ県 ゴルカ ゴルカ 町並み 1988年 200

12-1203 ガンダキ県 ゴルカ ゴルカから西方を望む 1988年 2

○ 12-1300 ガンダキ県 ポカラ ポカラ郊外・東方空撮 1988年 77

12-1401 ガンダキ県 ムクチナート ムクチナート 町並み 空撮 トロ
ン峰 1988年 11

12-1402 ガンダキ県 ムクチナート ムクチナート カトゥン・カン 空撮 1988年 3

12-1403 ガンダキ県 ムクチナート ムクチナートより西方 山 空撮 1988年 1

○ 12-1500 ガンダキ県 アンナプルナ アンナプルナ南峰 空撮 1988年 20

○ 12-1600 ダウラギリ県 タトパニ村 タトパニ村 町並み・人々 1988年 106

○ 12-1700 中央ネパール マレク マレク 町並み・人々 1988年 75

12-1800 バグマティー県 コダリ コダリからカーサを望む 1988年 6

12-1901 タウラギリ県 ルプラ村 ルプラ村 パンダ・コーラ 空撮 1988年 6

○ 12-1902 タウラギリ県 ルプラ村 ルプラ村 ルプラ・ゴンパ 空撮 1988年 3

○ 12-2001 タウラギリ県 ジョン・コーラの谷 ジョン・コーラの谷 ジャルコット
空撮 1988年 9

○ 12-2002 タウラギリ県 ジョン・コーラの谷 ジョン・コーラの谷 ジョン 空撮 1988年 8

12-2003 タウラギリ県 ジョン・コーラの谷
キンガー村

ジョン・コーラの谷 キンガー村
空撮 1988年 1

12-2101 タウラギリ県 カリガンダキの谷
ジョムソン村 ジョムソン村 空撮 1988年 2

ネパール王国
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12-2102 タウラギリ県 カリガンダキの谷
チャイロ村 チャイロ村 空撮 1988年 1

○ 12-2103 タウラギリ県 カリガンダキの谷
トクチェ村 トクチェ村 セルチャン家 1988年 10

○ 12-2104 タウラギリ県 カリガンダキの谷
トクチェ村 トクチェ村 町並み 1988年 161

○ 12-2105 タウラギリ県 カリガンダキの谷
トクチェ・ピーク(山頂) トクチェ・ピーク(山頂) 空撮 1988年 43

○ 12-2106 タウラギリ県 カリガンダキの谷
ニルギリ カリガンダキの谷 ニルギリ 空撮 1988年 20

12-2107 タウラギリ県 カリガンダキの谷
ムスタン方面

カリガンダキの谷 ムスタン方面
空撮 1988年 16

○ 12-2108 タウラギリ県 カリガンダキの谷 タウラギリ 空撮 1988年 39

○ 12-2109 タウラギリ県 カリガンダキの谷 カリガンダキの谷 空撮 1988年 286

○ 12-2200 中央ネパール
カリガンダキ～カトマンズ カリガンダキ～カトマンドゥ 空撮 1988年 122

○ 12-2300 中央ネパール ヒマラヤ ヒマラヤ 山並み 空撮 1982年 37

12-2400 中央ネパール マチャプチャレ山 マチャプチャレ 山並み 空撮 1988年 7

12-2500 バグマティー県 デュリケル デュリケル 山並み 1988年 1

12-2600 中央ネパール キャ・コーラ キャ・コーラ 空撮 1988年 2

12-2700 不明 月と金星 不明 11

○ 12-2800 不明 祭り 1980年代 24

12-0000 不明 不明 1988年 54

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 3,835 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 1,999

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,925

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 3,924

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 4,109

Ｃ／Ｄ(％) 95％

ネパール王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 13-0101 デリー州 デリー ニューデリー アラーイー・ダルワーザ 1965年 13 下記13-0111～0113のクトゥブモスクに付
属するドーム天井付きのダルワーザ(門)

○ ○ 13-0102 デリー州 デリー デリー アラーイー・ミナール 1965年 7 13世紀末に拡張時､ クトゥブミナールの倍の
高さのミナールが建造されようとしたが未完

○ 13-0103 デリー州 デリー デリー アルトマッシュ廟 1965年 7

○ ○ 13-0104 デリー州 デリー デリー イルトゥトミシュの廟 1965年 20 クトゥブモスクの南西にあり13世紀初めにモ
スクの拡張を行ったイレトゥミシュの霊廟

○ 13-0105 デリー州 デリー デリー ギャスウッドディントグルグ廟 1965年 7 ドゥグルグ朝創始者ギャース・ウッ
ディーンの霊廟｡ 1325年完成

○ 13-0106 デリー州 デリー デリー モーティー・マスジッド 1965年 7 下記13-0108ラール・キラ内の庭に建つモスク

○ 13-0107 デリー州 デリー デリー ローディ廟 1986年 6
ローディー朝(1451～1526年)の支配者
達の霊廟｡ シカンダル・ローディーや
イブラヒム・ローディーの廟が現存

○ ○ 13-0108 デリー州 デリー オールドデリー ラール・キラー(レッ
ド・フォート) ディーワーネ・カス 1965､86年 4

ムガール帝シャー・ジャハーンがデ
リーへ遷都時に建てる｡ ディーワー
ネ・カスはその内部の｢閲談の間｣

○ ○ 13-0109 デリー州 デリー ニューデリー フーマユーン廟 1965年､
不明 23

1565年完成の霊廟｡ 高さ21ｍ､
赤色砂岩と大理石で造られる｡
タージ・マハルの原型

○ 13-0110 デリー州 デリー デリー サフダル・ジャン廟 1960年代 6 サフ・ダルジャンの霊廟でムガール建築
最後のモニュメントの一つ｡ 1754年完成

○ ○ 13-0111 デリー州 デリー ニューデリー クトゥブ・ミナール(ク
ワットゥル・イスラーム・モスク)

1965､86年､
不明 48 12世紀末､ デリー・スルタン朝の創

始者クトゥブ・ウッディーン・アイ
バクによって建造されたインド最古
のモスクとそのミナレット｡ ミナー
ルは高さ72ｍで､ 下３段が赤色砂岩､
上２段が大理石で造られている

○ ○ 13-0112 デリー州 デリー ニューデリー クトゥブ・ミナール(クワッ
トゥル・イスラーム・モスク)中庭・回廊

1965年､
不明 79

○ ○ 13-0113 デリー州 デリー ニューデリー クトゥブ・ミナール(ク
ワットゥル・イスラーム・モスク)子供

1965年､
不明 9

○ 13-0114 デリー州 デリー デリー アショカ碑文 1986年頃 6 古代インド史ブラーフミー文字解明のきっ
かけとなったアショーカ王の石柱法勅

13-0115 デリー州 デリー デリー 町並み 朝 1986年 4

13-0116 デリー州 デリー デリー 町並み 1986年頃 23

13-0117 デリー州 デリー デリー 町並み 蛇使い 1965年 3

13-0118 デリー州 デリー オールド・デリー 1986年 3

13-0119 デリー州 デリー デリー郊外 1986年 23

○ 13-0201 デリー州 デリー 国立博物館 彫刻 1975年､
不明 14

特にグプタ朝期の作品
が重要

○ 13-0202 デリー州 デリー 国立博物館 仏像 1975年､
不明 22

○ 13-0203 デリー州 デリー 国立博物館 スタインコレクション 壁画 1975年 6 オーレル・スタインの中央アジア探検収集品に
関しては大英博蔵に次いで質､ 量ともに最大

○ 13-0204 デリー州 デリー 国立博物館 ペリオコレクション 敦煌､ 西域出
土品 1975年 17

○ 13-0205 デリー州 デリー 国立博物館 細密画 1986年 303

13-0301 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ イティマド・ウッダウラー廟 1965年 1

○ ○ 13-0302 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ城(レッドフォート) 1965年､

不明 47

○ ○ 13-0303 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ

アーグラ タージ・マハル廟墓 全
景・外観 1965年 85

○ ○ 13-0304 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ タージ・マハル廟墓 正門 1965､86年 22

○ ○ 13-0305 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ タージ・マハル廟墓 内部 1965､86年 5

○ ○ 13-0306 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ タージ・マハル廟墓 夕景 1965､86年 5

13-0307 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ 大理石細工職人 1965年､

不明 7

13-0308 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ アーグラ 風景 1986年 6

○ ○ 13-0400 ウッタル・プラデーシュ州 アーグ
ラ近郊 ファテープル・シークリー ファテープル・シークリー 1986年 12

アクバル帝によって建造された大
城塞｡ 16世紀後半の一時期にムガー
ル帝国の首都であった

13-0500 ウッタル・プラデーシュ州
アーグラ近郊 シカンドラの正門 1986年 2

○ 13-0600 ウッタル・プラデーシュ州
サルナート(サールナート) サルナート 建築修復中(サールナート) 1965～86年頃 18 古代インドの大都市｡ 釈尊

仏陀の初めての説法の地

13-0700 ウッタル・プラデーシュ州
ワーラーナシー(ベナレス) ワーラーナシー(ベナレス) 沐浴 1965～

86年頃 18

13-0800 ウッタル・プラデーシュ州
マトゥラー マトゥラー街道 1965年 7

○ 13-0900 ウッタル・プラデーシュ州
マトゥラー

マトゥラー州立博物
館 欄楯柱・仏像 1965～

86年頃 7 特にクシャン王彫像群やクシャ
ン朝期の仏教彫刻群は重要

○ 13-1001 シッキム州 ガントク ガントク エンチェイ寺院(ラマ教) 1965～
86年頃 13 チベット仏教(ラマ教)｡ニンマ派の名刹

13-1002 シッキム州 ガントク ガントク 町並み 1965～
86年頃 2

○ 13-1100 シッキム州 ガントク近郊 ガントク近郊 ルンテック寺院 1965～
86年頃 47 シッキムで最大のカギュ派の大寺院

13-1200 シッキム州 ランプー村 ランプー村 町並み 1965～
86年頃 13

13-1300 シッキム州 シッキム 風土 1965～
86年頃 34

13-1400 西ベンガル州とシッキム州の境 西ベンガルとシッキムの境 町並み 1965～
86年頃 8

13-1501 西ベンガル州 カルカッタ カルカッタ シータラナータ寺院(ジャ
イナ教)

1965～
86年頃 19

13-1502 西ベンガル州 カルカッタ カルカッタ 植物園 1975年 7

13-1503 西ベンガル州 カルカッタ カルカッタ 町並み 1965､75年 2

インド
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○ 13-1601 西ベンガル州 カルカッタ インド博物館 欄楯 1975年 27 バールフットとアスラー
ヴァティーから運ばれ
てきた仏教彫刻群が重
要○ 13-1602 西ベンガル州 カルカッタ インド博物館 仏像 1975年 4

13-1700 西ベンガル州 カルカッタ～
カーンヘーリー カルカッタ～カーンヘーリー 1965～

86年頃 1

13-1801 西ベンガル州 ダージリン ダージリン 町並み 1965～
86年頃 56

13-1802 西ベンガル州 ダージリン タイガー・ヒルからのカンチェンジュ
ンガ

1965～
86年頃 7

13-1803 西ベンガル州 ダージリン タイガー・ヒル 夕景 1965～
86年頃 10

13-1804 西ベンガル州 ダージリン グーム僧院(イガ・チョリン・ゴンパ) 1965～86年頃 7

13-1805 西ベンガル州 西ベンガル 並木道 1965～
86年頃 3

○ ○ 13-1901 マディヤ・プラデーシュ州
カジュラーホ カジュラーホ 建築 1986年､

不明 171

13-1902 マディヤ・プラデーシュ州
カジュラーホ カジュラーホ 町・風景 1965～

86年頃 16

○ ○ 13-2001 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー ストゥーパより遠景 1975年 1

○ ○ 13-2002 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 遠景 1975年 8

○ ○ 13-2003 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 1975年 3

○ ○ 13-2004 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 東門 1975年 45

○ ○ 13-2005 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 西門 1975年 37

○ ○ 13-2006 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 回廊 1975年 6

○ ○ 13-2007 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 北門 1975年 43

○ ○ 13-2008 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第１ストゥーパ 南門 1975年 7

○ ○ 13-2009 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第２ストゥーパ 1975年 4

○ ○ 13-2010 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 第３ストゥーパ 1975年 21

13-2011 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 1965～

86年頃 12

13-2012 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 町並み 1965～

86年頃 11

13-2013 マディヤ・プラデーシュ州
サーンチー サーンチー 花 1965～

86年頃 4

13-2100 オリッサ州 ベースナガル近郊
ウダヤギリ ウダヤギリ石窟 1975年､

不明 29

○ ○ 13-2201 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ石窟 全景 1975年 16

アジャンターをしのぐ
窟数(34)を誇る｡ 仏教､
ヒンドゥー教､ ジャイ
ナ教の一大石窟寺院

○ ○ 13-2202 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ石窟 第２洞窟 1975年 4

○ ○ 13-2203 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ石窟 第12洞窟 1975年 4

○ ○ 13-2204 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ石窟 カイラーサナータ寺
院(第16窟) 1975年 18

○ ○ 13-2205 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ石窟 1975年 52

13-2206 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラへの道 1975年頃 2

13-2207 マハーラーシュトラ州 エローラ エローラ 町並み 1975年頃 6

○ 13-2301 マハーラーシュトラ州
アウランガーバード アウランガーバード石窟寺院 1975年 17 １～７世紀の仏教石窟群｡ 特に第７窟が有名

13-2302 マハーラーシュトラ州
アウランガーバード

アウランガーバード ガジュマルの
並木道 1965年 2

13-2400 マハーラーシュトラ州 アウラン
ガーバードからアジャンターへ

アウランガーバードからアジャンター
へ 風景 1965年頃 1

13-2500 マハーラーシュトラ州
アジャンターへの途中 アジャンターへの途中 風景 1975年 2

○ ○ 13-2601 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター 全景 1975年 31

○ ○ 13-2602 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第１洞窟 1975年 20

○ ○ 13-2603 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第２洞窟 1975年 9

○ ○ 13-2604 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第９洞窟 1975年 8

○ ○ 13-2605 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第17洞窟 1975年 33

○ ○ 13-2606 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第19洞窟 1975年 58

○ ○ 13-2607 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 第26洞窟 1975年 8

○ ○ 13-2608 マハーラーシュトラ州
アジャンター アジャンター石窟 不明 1975年､

不明 65

○ 13-2701 マハーラーシュトラ州
カーンヘーリー カーンヘーリー石窟 1975年､

不明 103 インド最多の窟数(約
110)を誇る仏教石窟寺
院｡ 特に第３窟が重要○ 13-2702 マハーラーシュトラ州

カーンヘーリー
カーンヘーリー石窟 寺院の井戸で
洗濯する少女 1965年 6

13-2703 マハーラーシュトラ州
カーンヘーリー カーンヘーリー石窟 木 1965～

86年頃 6

○ ○ 13-2800 マハーラーシュトラ州
エレファンタ島 エレファンタ石窟 1965～

86年頃 20 第１窟(本尊｢三面のシヴァ｣)が特に重要

インド
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13-2901 マハーラーシュトラ州
プネー近郊 バージャー バージャーへの道 1965～

86年頃 3

○ 13-2902 マハーラーシュトラ州
プネー近郊 バージャー バージャー石窟 1965～

86年頃 3 インド最古の仏教石窟寺院の一
つ｡ 第19窟の太陽神浮彫も重要

○ ○ 13-3001 ゴア・ダマン・ディウ州
オールド・ゴア ボム・ジェズ教会 1965～

86年頃 4

ゴアは1510年から450年
以上もポルトガルの植
民地であった｡ ボム・
ジュマ教会にはフラン
シスコ・ザビエルの墓
もある

○ ○ 13-3002 ゴア・ダマン・ディウ州
オールド・ゴア

アッシジの聖フランシス修道院とそ
の聖堂

1965～
86年頃 3

○ ○ 13-3100 ゴア・ダマン・ディウ州 パナジ パナジ教会 1965～
86年頃 3

○ ○ 13-3201 ゴア・ダマン・ディウ州 聖アウグスチン教会 1965～
86年頃 18

○ ○ 13-3202 ゴア・ダマン・ディウ州 フランシス・ザ・ベリオ聖堂 1965～
86年頃 3

13-3203 ゴア・ダマン・ディウ州 聖カジェタン修道院､ 町並み 1965～
86年頃 7

○ 13-3301 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム ヴァイクンタペルマール寺院 1965～

86年頃 7
パッラヴァ朝ヒンドゥー
寺院建築の代表例(８世
紀)

○ 13-3302 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム ワラダラージャ寺院 1965～

86年頃 8

○ 13-3303 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム カイラーサナータ寺院 1965～

86年頃 14

○ 13-3304 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム エーカンバレシュワラ寺院 1965～

86年頃 11 パッラヴァ朝ヒンドゥー寺院建築の代表例(８世紀)

13-3305 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム カーンチープラム 夕景 1965～

86年頃 12

13-3306 タミル・ナードゥ州
カーンチープラム カーンチープラム 不明 1965～

86年頃 6

○ ○ 13-3401 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム) マハーバリプラム 町の遠景 1965～

86年頃 2

○ ○ 13-3402 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム) マハーバリプラム 海岸寺院 1965～

86年頃 24

○ ○ 13-3403 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム)

マハーバリプラム ５つの寺院(パン
チャ・ラタ) パンダヴァ寺院

1965～
86年頃 6

○ ○ 13-3404 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム) マハーバリプラム アルジュナの苦行 1965～

86年頃 9

○ ○ 13-3405 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム) マハーバリプラム ガネーシャラタ 1965～

86年頃 4

○ ○ 13-3406 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム)

マハーバリプラム マヒシャマルディ
ニー・マンダパ

1965～
86年頃 6

13-3407 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム) マハーバリプラム 不明 1965～

86年頃 35

13-3500 タミル・ナードゥ州 マハーバリ
プラム(ママラプラム)近郊 マハーバリプラムへ行く途中 町並み 1965～

86年頃 1

○ 13-3600 タミル・ナードゥ州
ポンディシェリー アリカメードゥ遺跡 1965～

86年頃 11 古代インドの港湾都市遺跡｡ ロー
マ等西洋との交易を示す遺物出土

○ 13-3701 タミル・ナードゥ州 マドラス マドラス ヴァラム洞窟 1965～
86年頃 6 下記13-3702ティルヴァンナマライ背

後の霊山ヴァラムには寺院や洞窟多数

○ 13-3702 タミル・ナードゥ州 マドラス マドラス ティルヴァンナマライ 1965～
86年頃 13 シヴァ信仰の聖地｡ 南インド最大

のヒンドゥー寺院の一つがある

13-3703 タミル・ナードゥ州 マドラス マドラス 南西部の町 1965～
86年頃 9

○ 13-3801 タミル・ナードゥ州 マドラス マドゥライ ティルマライ・ナーヤ
カ宮殿

1965～
86年頃 12 インド・サラセン様式の壮麗な宮殿｡ 17世紀

○ 13-3802 タミル・ナードゥ州 マドラス マドゥライ ミーナークシー寺院(ミー
ナークシー・スンダレーシュバラ寺)

1965～
86年頃 17 ドゥラヴィダ建築の代表

13-3901 デカン高原 デカン高原 祭り 1965～
86年頃 10

13-3902 デカン高原 デカン高原 自然 1965～
86年頃 5

13-3903 デカン高原周辺 デカン高原周辺 町並み 1965～
86年頃 1

13-4000 インダス川 インダス川 1965～
86年頃 1

13-4100 バージャへの道 バージャへの道 山車 1965～
86年頃 7

13-4200 不明 蛇使い 1965～
86年頃 6

13-0000 不明 不明 1965～
86年頃 136

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,860 認定者：藤原達也

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 738

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,160

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,898

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 2,494

Ｃ／Ｄ(％) 76％

インド
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 14-0101 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ 全景 1968年 1 前４世紀に創建され中世全般にスリランカの首都

○ ○ 14-0102 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ クイーンズ・パビ
リオン(フェスティビティ寺院) 1968年 31 ラトナ・プラサーダは前２世紀創建｡ ９世紀増

築改修の仏僧の居住施設｡ ４施設の傍らにある
クイーンズ・パビリオンと呼ばれる場所には､
スリランカ仏教美術最美の半月石が遺る○ ○ 14-0103 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ラトナ・プラサー

ダ宮殿跡 1968年 15

○ ○ 14-0104 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ アバヤギリ仏塔 1968年 7 スリランカ最大の仏塔(ダーガバ)｡ 前１世紀創建

○ ○ 14-0105 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ サマーディ仏像(禅
定) 1968年 2 ３～４世紀頃の作で東西南北にあった仏塔

の一つ｡ スリランカの仏教美術で最も有名

○ ○ 14-0106 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ クッタム・ポクナ
(二双の泉) 1968年 4 アバヤギリ寺院に遺る対になった大きな沐

浴場｡ 古代技術の高さが判る重要な遺跡

○ ○ 14-0107 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ トゥーパーラーマ・
ダーガバ(仏塔) 1968年 6

アショーカ王が寄贈した仏舎利を
収める前３世紀スリランカ最古の
仏塔｡ 現存は19世紀の再建塔

○ ○ 14-0108 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ルワンヴェリセー
ヤ大塔 仏塔 1968年 7 前２世紀に建立されたマハートゥーパ(大

塔)であるが､ 現存建物は20世紀の再建

○ 14-0109 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ 黄金宮殿 1968年 12

○ ○ 14-0110 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ イスルムニア精舎
(ロック・テンプル)彫刻 1968年 14 彫刻はグプタ様式で５世紀頃のもの

○ 14-0111 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ レストハウス 1968年 1

○ 14-0112 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ バザール 1968年 11

○ 14-0113 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ココナッツ売り 1968年 3

○ 14-0114 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ロータス売り 1968年 2

○ 14-0115 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ 老人 1968年 1

○ 14-0116 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ラトナ・プラサー
ダ 米びつ 1968年 1

○ 14-0117 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ ジェータワナ・ラー
マヤ 1968年 8

○ 14-0118 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ 1968年 16

○ 14-0201 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ国立
博物館 彫像 1968年 16 特に守門ナーガ神像のようなシンハラ仏教美術

○ 14-0202 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ国立
博物館 彫刻 チャクラ 1968年 1

○ 14-0203 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ国立
博物館 彫刻 石彫 1968年 2

○ 14-0204 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ国立
博物館 彫刻 ネストリウス派十字架 1968年 1

○ 14-0205 アヌラーダプラ県 アヌラーダプラ アヌラーダプラ国立
博物館 フレスコ画 1968年 14

14-0301 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレーよりアヌラーダプラを
眺む 1968年 2

14-0302 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー 遠景 仏塔 1968年 5

○ 14-0303 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー カンタカ・チェーティヤ 1968年 7 前３～２世紀創建のインド最古の仏塔の一つ｡ 建
物は近代の修復時のもの｡
仏髪を収めたとの伝承○ 14-0304 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー マハー・サーヤ仏塔 1968年 3

14-0305 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー マハー・サーヤ仏塔
から望む 1968年 7

14-0306 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー カルディヤ・ポクナ 1968年 2

14-0307 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー 古代階段 1968年 4

14-0308 アヌラーダプラ県 ミヒンタレー ミヒンタレー 仏塔､ 仏像 1968年 3

○ ○ 14-0401 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ランカーティラカ寺
院 ティバンカ・ピリマゲ堂 1968年 34 ランカーティラカ寺院付属の仏教美術ギャラリー

で､ 壁画はスリランカ中世仏教美術で最も重要

○ ○ 14-0402 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 蓮池 1968年 1

○ ○ 14-0403 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ カルガル寺院 1968年 56 12世紀創建｡ スリランカ最
大の涅槃仏像(14ｍ)で有名

○ ○ 14-0404 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ キリ・ヴィハーラ 1968年 11 アーラーハナ・パリヴェーナ僧院の仏塔の
一つ｡ 建造時の状態を比較的よくとどめる

○ 14-0405 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ランカーティラカ寺
院 近く 1968年 1

○ ○ 14-0406 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ランカーティラカ寺院 1968年 19 ３世紀創建のスリランカ３大仏寺の一つで
スリランカ最大の仏塔が部分的に現存する

○ ○ 14-0407 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ バッダシーマー・パー
サーダ 1968年 2 アーラーハナ・パリヴェーナ

僧院の布薩堂(仏僧集会堂)址

○ ○ 14-0408 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ランコトゥ・ヴィハーラ 1968年 8 上記14-0404と同じく｡ アーラハナ・
パリヴェーナ僧院の仏塔の一つ

○ ○ 14-0409 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ パブル・ヴィハーラ 1968年 9 下記14－0420､ 0422のパラークラマバーフⅠ世
の妃が建造したとされるレンガ積みの仏塔遺構

○ ○ 14-0410 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ サト・マハル・プラ
サータ 1968年 2 サト・マハル(７層・７段)仏塔の址

○ 14-0411 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 集会場 1968年 2

○ ○ 14-0412 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ハタダーゲー 1968年 7 ダラダー・マルワ寺院付属
の仏歯堂(12世紀)の遺構

○ ○ 14-0413 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ワタダーゲー 1968年 18 ダラダー・マルワ寺院付属の
円形堂内仏塔(７世紀)の遺構

○ ○ 14-0414 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ アタダーゲー 1968年 4 ダラダー・マルワ寺院付属
の仏歯堂(11世紀)の遺構

○ 14-0415 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 仏陀像跡 1968年 4

○ ○ 14-0416 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ ニッサンカ・ラター・マ
ンダパヤ(ニッサンカ・マッラ王の宮殿) 1968年 6 下記14－04201､ 0422のパラー

クラマバーフⅠ世の後継者

○ 14-0417 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 王の像 1968年 2

スリランカ民主社会主義共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 14-0418 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ トゥーパラーマ 1968年 4 ダラダー・マルワ寺院付属の上記14-
0401と同様の仏教美術ギャラリー｡

○ 14-0419 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ シヴァ・デェーワーラヤ 1968年 2

○ ○ 14-0420 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ パラークラマバーフ
Ⅰ世大王の宮殿 1968年 6 ポロンナールワ最盛期を現出さ

せた王(1164～97年)の宮殿址

○ 14-0421 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 閣議場 1968年 2

○ ○ 14-0422 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 石立像 1968年 4 パラークラマバーフⅠ世大
王の肖像といわれている

○ ○ 14-0423 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 不明 1968年 14 おそらく上記14-0409の仏塔周囲の建物群

○ 14-0424 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 古都城壁 1968年 1 クォートラングル城壁

○ 14-0425 ポロンナルワ県 ポロンナルワ ポロンナルワ 1968年 4

14-0426 ポロンナルワ県 ポロンナルワ近郊 ポロンナルワ近郊 水浴する人々 1968年 5

14-0427 ポロンナルワ県 ポロンナルワ近郊 ポロンナルワ近郊 巡礼 1968年 8

○ ○ 14-0500 ポロンナルワ県 ポロンナルワ近郊
メディリーギリア メディリーギリア 1968年 43

○ 14-0600 ボロンナルワ県 ドゥリゴダ
ディンブラガラ ブリゴーダガルゲーの壁画 1968年 5 特に天部たちを描いたグプタ様式のものが重要

14-0700 ボロンナルワ県 ドゥリゴダ
ディンブラガラ ディンブラガラ寺院近くの湖 1968年 10

○ ○ 14-0801 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ 庭園 1968年 14 アジア最古の人口庭園の遺跡として貴重

○ ○ 14-0802 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ 岩城塞 1968年 7 ５世紀後半にカッサパⅠ世が
建造した城塞都市｡ ただし城
壁､ 城門等の一部を除いて当
時の建物は殆ど現存しない○ ○ 14-0803 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ・ロック 全景 1968年 38

○ ○ 14-0804 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ・ロック 壁画(シギリヤ・
レディー) 1968年 30 上記城塞の建つ岩山の西崖面に遺

るスリランカ最古の壁画の一つ

○ ○ 14-0805 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ・ロック 岩山城跡 1968年 38 ５世紀後半にカッサパⅠ世が建造した城塞都市｡
城壁､ 城門等一部を除き当時建物は現存しない

○ 14-0806 マターレ県 シーギリヤ シーギリヤ・ロックから眺む 1968年 6

○ 14-0901 マターレ県 ダンブッラ ダンブッラより遠望 1968年 1

○ 14-0902 マターレ県 ダンブッラ ダンブッラ石窟寺院 巡礼 1968年 3

○ ○ 14-0903 マターレ県 ダンブッラ ダンブッラ石窟寺院 1968年 29 前３世紀頃開かれたスリランカ最古の石窟
寺院｡ 現存壁画の大半は17世紀頃のもの

14-0904 マターレ県 ダンブッラ近郊 ダンブッラ石窟寺院周辺の防獣林 1968年 2

○ 14-1000 クルネーガラ県 アヴカナ アヴカナ 仏立像 1968年 13 像高12ｍ超の大仏立像で９世紀
の作でありながら現存状態良好

14-1100 クルネーガラ県 スルナパウワ寺院 1968年 8

○ ○ 14-1201 キャンディ県 キャンディ 仏歯寺(ダラダー・マーリガーワ寺) 1968年 23 シンハラ仏教王朝の最後の首都キャンディー
にあり､ 仏陀の歯を祀る仏歯堂が中心｡ この
寺を中心にキャンディーの寺院群の宝物を象
に乗せ市中を歩く年１回の祭りがペラヘラ祭○ ○ 14-1202 キャンディ県 キャンディ エセラ・ペラヘラ祭 1968年 405

○ 14-1301 キャンディ県 キャンディ キャンディ国立博物
館 彫像 1968年 12

○ 14-1302 キャンディ県 キャンディ キャンディ国立博物
館 Ceremonial Board 1968年 11

○ 14-1303 キャンディ県 キャンディ キャンディ国立博物
館 仏画 ブッダ像 1968年 3

○ 14-1304 キャンディ県 キャンディ キャンディ国立博物
館 櫛 象牙製 1968年 4

○ ○ 14-1401 キャンディ県 キャンディ近郊 デガルドルワ寺院 1968年 17 現存部は18世紀と新しいが石窟の
ジャータカ(本生)図壁画は重要

○ ○ 14-1402 キャンディ県 キャンディ近郊 ガダラデニア寺院 1968年 15 14世紀建立の丘上寺院でドラヴィダ建築の代表例

○ ○ 14-1403 キャンディ県 キャンディ近郊 ランカーティラカ寺院 1968年 16 インド祇園精舎に相当する12世
紀建立の高層式仏殿として重要

○ ○ 14-1404 キャンディ県 キャンディ近郊 エンベッケ寺院 カタラガマ神 1968年 19 14世紀の建立だが民間信仰の神
力タラガマを祀る点が興味深い

○ 14-1500 キャンディ県 キャンディ近郊 エンベッケ寺院 巡礼者 1968年 10

○ ○ 14-1600 キャンディ県 マダヴェーラ寺院 仏像､ 壁画 1968年 8 壁画はキャンディ様式の代表例の一つ

○ ○ 14-1700 キャンディ県 マラッサナ・ラージャ・マハー寺院 1968年 7 壁画はキャンディ様式後期の18世紀頃のもの

14-1800 ガンパハ県 ネゴンボ ネゴンボの人々 1968年 25

○ 14-1900 ガンパハ県 キャラニヤ ラジャ・マハー・ヴィハーラ 1968年 60 現今のスリランカで最大か
つ最も多くの信者の集まる
大寺院であり､ この歴史は
紀元前に遡るとされるが､
現存の建物や絵画は19世紀
半ばのものである｡

14-2001 コロンボ県 コロンボ カラニヤ寺院(キャラニヤ ラジャ・
マハー・ヴィハーラ) 1968年 10

14-2002 コロンボ県 コロンボ コーテ寺院 1968年 22

○ 14-2101 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 彫像 ブッダ像ほか 1968年 41 特にアヌラータプラから運ばれた仏像群が重要

○ 14-2102 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 彫刻 1968年 13

○ 14-2103 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 彫金工芸 1968年 15

○ 14-2104 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 ナイフ 1968年 1

○ 14-2105 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 ビンロウジ割り具 1968年 2

○ 14-2106 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 ココナッツ削り具 1968年 1

スリランカ民主社会主義共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 14-2107 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 中国陶器 1968年 18

○ 14-2108 コロンボ県 コロンボ コロンボ国立博物館 工芸品 1968年 11

○ 14-2200 コロンボ県
スリー・ジャヤワルダナプラ ワラナ僧院 仏像・壁画 1968年 11

前３世紀創建のワラナ王立大寺院｡
12世紀の過去仏､ 未来仏像群とジャー
タカ(本生)図壁画が重要

14-2300 ヌワラ・エリヤ県 ヌワラ・エリヤ 紅茶農園 茶摘み 1968年 30

14-2400 ヌワラ・エリヤ県 ヌワラ・エリヤ 紅茶売り家族 1968年 22

○ ○ 14-2501 ゴール(ガル)県 ガル ガル 町並み 1968年 3 オランダ植民地時代の名残を残す町並み

○ ○ 14-2502 ゴール(ガル)県 ガル ガル オランダ植民地時代の城砦 1968年 2

14-2503 ゴール(ガル)県 ガル ガル ヒンドゥー寺院 1968年 1

14-2504 ゴール(ガル)県 ガル ストルト・フィッシング 1968年 46

○ 14-2600 ゴール(ガル)県 ドダンドゥルワ サイラビムバラマヤ寺院 壁画 1968年 16 仏典写本の収集で名高い仏教寺院だが､
壁画にはムガール様式の影響が強い

14-2700 ゴール(ガル)県 ベントタ ベントタ ビーチ 1968年 2

14-2800 ゴール(ガル)県 アンバランゴダ アンバランゴダの仮面づくり 1968年 33

14-2901 ゴール(ガル)県 ヒッカドゥワ ヒッカドゥワのホテル 1968年 2

14-2902 ゴール(ガル)県 ヒッカドゥワ ヒッカドゥワ 漁 1968年 38

14-3000 マタラ県 ウェリガマ ウェリガマ 舟､ 漁 1968年 11

14-3100 ハンバントータ県
ヤーラ マニック河 マニック河 1968年 1

14-3200 ハンバントータ県
南部州・ウバ州 ルフヌ(ヤーラ)国立公園 1968年 120

14-3300 アンパーラ県 アンパーラの日没 1968年 22

14-3400 セイロン北部の密林 セイロン北部の密林 1968年 1

14-3500 セイロン東部の密林 セイロン東部の密林 1968年 2

14-3600 セイロン中部平原の密林 セイロン中部平原の密林 1968年 4

14-3700 不明 マハボディ・ビハラヤ寺院 1968年 24

14-3800 不明 民家・上流階級の食事 1968年 4

14-3900 不明 祭り 露店 1968年 39

14-4000 不明 ファイヤー・ウォーク 1968年 17

14-4100 不明 宝石・ムーンストーン原石 1968年 8

14-4200 不明 籾の乾燥 1968年 4

14-4300 不明 ベッダ族の漁 1968年 23

14-4400 不明 コブラ使い 1968年 9

14-4500 不明 遺跡発掘人夫 1968年 1

14-4600 不明 生物・カメレオン 1968年 3

14-4700 不明 パッションフルーツ 1968年 2

14-4800 不明 河川 1968年 4

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,310 認定者：藤原達也

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 291

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,089

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,380

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,966

Ｃ／Ｄ(％) 70％

スリランカ民主社会主義共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

15-0101 海 海上風景 1990年頃 100

15-0102 海 漁 1990年頃 40

15-0001 不明 船のエンジン 1990年頃 13

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 0

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 153

Ｃ／Ｄ(％) 0％

モルディブ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 16-0101 シンド州 コト・ディジ コト・ディジ インダス文明都市遺跡 1965～
80年 45

○ 16-0102 シンド州 コト・ディジ コト・ディジ タンプール朝の砦 1965～
80年 67

16-0103 シンド州 コト・ディジ近郊 コト・ディジ 町並み 1965～
80年 5

○ 16-0200 シンド州？ ソンダ ソンダ 共同墓地 1965～
80年 11

○ ○ 16-0301 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 全景 1965年 7

○ ○ 16-0302 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) D.K地区 FIRST STREET 1965年 14

○ ○ 16-0303 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) D.K地区 A LOW LANE 1965年 6

○ ○ 16-0304 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) D.K地区 E SECTION 1965年 5

○ ○ 16-0305 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) D.K地区 G SECTION 1965年 11

○ ○ 16-0306 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) D.K地区 HOUSES 1965年 12

○ ○ 16-0307 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) HR地区 1965年 7

○ ○ 16-0308 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 FROM L AREA 1965年 7

○ ○ 16-0309 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 STREET NO.2 1965年 4

○ ○ 16-0310 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 MAIN STREET 1965年 6

○ ○ 16-0311 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 SOUTHERN AREA 1965年 3

○ ○ 16-0312 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 WESTERN SECTION 1965年 3

○ ○ 16-0313 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 FROM E AREA 1965年 1

○ ○ 16-0314 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 仏塔 全景 1965年 22

○ ○ 16-0315 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) V.S.地区 1965年 4

○ ○ 16-0316 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 城砦地区 1965年 53

○ ○ 16-0317 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 城塞地区 沐浴場 1965年 21

○ ○ 16-0318 シンド州 モヘンジョ・ダロ
(モエンジョ・ダーロ)(死者の丘)

モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 不明 1965年 69

16-0401 シンド州 ラールカナ近郊 モヘンジョ・ダロ(モエンジョ・ダーロ)
(死者の丘) 町並み・人々

1965～
80年 21

○ 16-0402 シンド州 ラールカナ近郊 レンガ職人 1965～
80年 73

○ 16-0501 シンド州 カラチ カラチ カーイデ・アザム廟 1965～
80年 8

16-0502 シンド州 カラチ カラチ 町並み 1965～
80年 75

○ 16-0503 シンド州 カラチ カラチ 結婚式 1978年 113

○ ○ 16-0600 シンド州 チョーカンディー
カラチ近郊

チョーカンディー 貴族の墓石群(墳
墓群) 1978年 95

○ ○ 16-0701 シンド州 タッタ―近郊 マクリーの丘 貴族の共同墓地 1965年 46

○ ○ 16-0702 シンド州 タッタ―近郊 マクリーの丘 全景 1978年 159

16-0800 シンド州 バンボール
カラチから北へ64㎞ バンボール遺跡 1978年 78

○ 16-0901 シンド州 カラチ カラチ国立博物館 古代土器 1977､78年 94

○ 16-0902 シンド州 カラチ カラチ国立博物館 装飾品 1978年 12

○ 16-0903 シンド州 カラチ カラチ国立博物館 印章 1977､78年 26

○ 16-0904 シンド州 カラチ カラチ国立博物館 彫刻 1977､78年 104

○ 16-0905 シンド州 カラチ カラチ国立博物館 館内 1978年 18

○ 16-1000 シンド州 ハイダラーバード近く ハイダラーバード近く 町並み・人々 1965～
80年 47

16-1100 シンド州 中部 中部 町並み・人々 1965～
80年 2

○ ○ 16-1200 シンド州 タッター タッター 共同墓地 1965年 27

16-1300 シンド州 モヘンジョ・ダロ～サッカル間の鉄
道から 町並み

1965～
80年 23

○ 16-1400 パンジャーブ州 アリゴダール アリゴダール 人々 1965～
80年 47

○ 16-1501 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー) デーラーワル・フォート 1965～

80年 24

16-1502 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー) デーラーワル・フォート近くのモスク 1965～

80年 8

16-1503 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー) デーラーワル・フォート近くの井戸 1965～

80年 5

16-1504 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー) デーラーワル・フォート隣の遺跡 1965～

80年 39

○ 16-1505 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー)

バハーワルプール代々のアミールと
その妃の墓廟

1965～
80年 15

○ 16-1506 パンジャーブ州
チョーリスターン(ローヒー) チョーリスターン砂漠 1965～

80年 63

16-1600 パンジャーブ州 アトック アトック アトック城 1975年 17

パキスタン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 16-1700 パンジャーブ州 ムルターン ムルターン ラクダ踊り 1965～
80年 95

16-1801 パンジャーブ州 ウッチュ ウッチュ 町並み 1965～
80年 7

16-1802 パンジャーブ州 ウッチュ ウッチュ近くの町 1965～
80年 20

16-1803 パンジャーブ州 ウッチュ ジャラールッディーン・スルフ・ブ
ハーリーのダルガー(廟)

1965～
80年 7

16-1804 パンジャーブ州 ウッチュ ジャラールッディーン・スルフ・ブ
ハーリー隣の墳墓

1965～
80年 2

○ 16-1805 パンジャーブ州 ウッチュ ビービー・ジャヴィンディのダルガー 1965～
80年 84

16-1806 パンジャーブ州 ウッチュ ウッチュ ダルガー近く 1965～
80年 2

16-1900 パンジャーブ州 カムラ カムラ 1965～
80年 1

○ 16-2000 パンジャーブ州 キュラ キュラ 町並み・人々・塩山 1965～
80年 62

16-2100 パンジャーブ州 ゴーシャル ゴーシャル 1965～
80年 9

16-2200 パンジャーブ州 シェンロリ シェンロリ 1965～
80年 2

16-2300 パンジャーブ州 ジェラルブ ジェラルブ 町並み 1965～
80年 4

○ 16-2400 パンジャーブ州 ジャイプール ジャイプール 町並み 1965～
80年 22

16-2500 パンジャーブ州 ジェラルプール ジェラルプール 町並み 1965～
80年 1

○ 16-2601 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 城塞部 1965～
80年 14

○ 16-2602 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 穀倉 1965年 42

16-2603 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 労働者(共同作業場) 1965年 43

○ 16-2604 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー GABLED ROOF DRAIN 1965年 19

16-2605 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 排水溝 1965年 7

○ 16-2606 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 南門 1965年 6

○ 16-2607 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 城壁 1965年 2

○ 16-2608 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 墓地 1965年 2

16-2609 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 発掘現場 1965年 2

16-2610 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 町並み 1965～
80年 8

16-2611 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパー 不明 1965～
80年 13

○ 16-2700 パンジャーブ州 ハラッパー ハラッパ博物館 土器 1965～
80年 3

○ 16-2800 パンジャーブ州 ジェラーム ロータスフォート 城塞 1965～
80年 111

16-2900 パンジャーブ州 ディナ ディナ 町並み 1965～
80年 47

16-3001 パンジャーブ州 ラホール ラホール バードシャーヒー・モスク 1978年 42

16-3002 パンジャーブ州 ラホール ラホール ベット作り 1978年 16

16-3003 パンジャーブ州 ラホール ラホール カーペット織り 1978年 50

○ 16-3004 パンジャーブ州 ラホール ラホール・オールド・シティー 1978年 188 危機遺産2012年解除

○ 16-3101 パンジャーブ州 ラホール ラホール博物館 建築 1978年 13

○ 16-3102 パンジャーブ州 ラホール ラホール博物館 彫刻 1975､78年 124

○ 16-3103 パンジャーブ州 ラホール ラホール博物館 細密画 1978年 49

○ 16-3104 パンジャーブ州 ラホール ラホール博物館 タイル 1978年 10

16-3200 パンジャーブ州 シェーフプラ ヒラン・ミナール 1965～
80年 4

16-3300 パンジャーブ州 ラホール郊外 ラホール郊外 1978年 6

16-3400 パンジャーブ州 マリー マリー 町並み 1978年 20

○ ○ 16-3501 パンジャーブ州 タキシラ シルカプ 全景 1975年 20

○ 16-3502 パンジャーブ州 タキシラ シルカプ 小型ストゥーパ 1975年 9

○ ○ 16-3503 パンジャーブ州 タキシラ シルカプ 双頭の鷹ストゥーパ 1965～
80年 22

○ ○ 16-3504 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ ジャウリアーン寺院址 1975年 4

○ ○ 16-3505 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ モフラー・モラードゥ寺
院址 1975､78年 32

○ ○ 16-3506 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ 町並み・人々 1965～
80年 23

○ 16-3601 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ考古博物館 彫刻 1975､78年 46

○ 16-3602 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ考古博物館 金属製品 1978年 12

○ 16-3603 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ考古博物館 タイル 1975年 3

パキスタン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 16-3604 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ考古博物館 化粧皿 1978年 11

○ 16-3605 パンジャーブ州 タキシラ タキシラ考古博物館 コイン 1978年 34

16-3700 カイバル・パクトゥンクワ州
アボッターバード アボッターバード 町並み 1965～

80年 3

○ 16-3801 カイバル・パクトゥンクワ州
ハリプール ハリプール 町並み・人々 1965～

80年 28

16-3802 カイバル・パクトゥンクワ州
ハリプール ハリプール 1965～

80年 20

16-3900 カイバル・パクトゥンクワ州
バハクルプール バハクルプール 1965～

80年 3

○ 16-4001 カイバル・パクトゥンクワ州
ハイバル (カイバル) 峠 ハイバル(カイバル)峠 ストゥーパ 1975年 7

○ 16-4002 カイバル・パクトゥンクワ州
ハイバル (カイバル) 峠 ハイバル(カイバル)峠 1975､80年 69

○ 16-4003 カイバル・パクトゥンクワ州
ハイバル (カイバル) 峠

ハイバル(カイバル)峠 トルハム
アフガニスタン側の検問所 1980年 23

○ 16-4101 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャーワル ペシャーワル博物館 建築 1978年 9

○ 16-4102 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャーワル ペシャーワル博物館 古代土器 1978年 6

○ 16-4103 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャーワル ペシャーワル博物館 彫刻 1975､78年 129

○ 16-4201 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャーワル

オールド・シティー・ペシャーワル
町並み・人々 1978年 89

16-4202 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャーワル ペシャーワル知事・チトラール殿下 1980年 5

○ 16-4301 カイバル・パクトゥンクワ州
タフティバーヒー タフティバーヒー 僧院 1975年 26

○ ○ 16-4302 カイバル・パクトゥンクワ州
タフティバーヒー タフティバーヒー 山上の城塞址 1975年 10

○ 16-4303 カイバル・パクトゥンクワ州
タフティバーヒー

タフティバーヒー クシャン朝の山
岳寺院址

1965～
80年 1

○ 16-4401 カイバル・パクトゥンクワ州
チャールサダ チャールサダ 古代都市址 1975､78年 74

16-4402 カイバル・パクトゥンクワ州
チャールサダ チャールサダ 墓地 1978年 15

○ 16-4501 カイバル・パクトゥンクワ州
ラーンディー・コータル

ラーンディー・コータル・パッセン
ジャー 1978年 260

16-4502 カイバル・パクトゥンクワ州
ラーンディー・コータル ラーンディー・コータル周辺 1978年 1

○ 16-4600 カイバル・パクトゥンクワ州
チトラール チトラール 空撮 1980年 79

○ 16-4700 カイバル・パクトゥンクワ州
チトラール ブンブレットの谷

ブンブレットの谷 カラッシュ族の
人々 1980年 176

16-4800 カイバル・パクトゥンクワ州
コハト コハト・キャンプ 1978年 35

○ 16-4900 カイバル・パクトゥンクワ州
ジャムルード ジャムルード・キャンプ 1980年 440

16-5000 カイバル・パクトゥンクワ州
コーヒスターン ダスー ダスー ローティーを焼く人々 1965～

80年 34

○ 16-5100 カイバル・パクトゥンクワ州
マーンセヘラー バトグラム バトグラム 町並み 1965～

80年 22

○ 16-5200 カイバル・パクトゥンクワ州
マーンセヘラー べシャーム ベシャーム 人々 1965～

80年 7

○ 16-5300 カイバル・パクトゥンクワ州 スワート
ウデグラム サイドウ・シャリーフ近郊 ウデグラム 古代都市の墓地 1975年 22

16-5400 カイバル・パクトゥンクワ州 スワート
ウデグラム サイドウ・シャリーフ近郊

スワートストゥーパ ジャンカルダー
ル大塔 1975年 8

○ 16-5500 カイバル・パクトゥンクワ州 スワート
ウデグラム サイドウ・シャリーフ近郊 ブトカラ遺跡 1978年 16

○ 16-5600 カイバル・パクトゥンクワ州 スワート
ウデグラム サイドウ・シャリーフ近郊 ガーリガイの磨崖仏 1975年 6

16-5700 カイバル・パクトゥンクワ州
スワート ヒンドゥークシュ山脈(東面)を望む 1975年 4

○ 16-5800 カイバル・パクトゥンクワ州
スワート スワート考古博物館 彫刻 1975年 30

○ 16-5900 キルギット・バルティスタン州
ギルギット ギルギット ギルギット 町並み 1965～

80年 56

○ 16-6000 キルギット・バルティスタン州
ギルギット ジャグロット付近 ジャグロット付近の渓谷 1965～

80年 27

○ 16-6100 キルギット・バルティスタン州
ギルギット ススト ススト 山並み・自然 1965～

80年 78

○ 16-6200 キルギット・バルティスタン州
ギルギット タリチ ラカボシ山系､ ナンガ・パルバット山 1965～

80年 31

16-6300 キルギット・バルティスタン州
ギルギット ディー付近 ディー付近 1965～

80年 2

○ 16-6400 キルギット・バルティスタン州
ギルギット パス氷河 パス氷河 1965～

80年 75

○ 16-6500 キルギット・バルティスタン州
ギルギット ギルギット 自然・町並み・人々 1978年 163

○ 16-6600 キルギット・バルティスタン州
ギルギット フンザ フンザ ガンシュ付近の渓谷・人々 1965～

80年 47

○ 16-6700 キルギット・バルティスタン州
チラース チラース 仏教時代の線刻画のある岩 1965～

80年 16

16-6800 キルギット・バルティスタン州
スワート バンヌ バンヌ スワート仏教遺跡 1978年 14

16-6900 キルギット・バルティスタン州
チャンベア チャンベア ラクダ 1965～

80年 12

16-7000 キルギット・バルティスタン州
バータル バータル 1965～

80年 9

○ 16-7100 キルギット・バルティスタン州
ゴジャール グルミット グルミット村 1965～

80年 107

16-7200 キルギット・バルティスタン州 小ゴジャ
ール クンジェラブ峠､ ククルス谷

クンジェラブ(クルジェーラブ)峠､
ククルス谷

1965～
80年 46

パキスタン・イスラム共和国



����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 16-7301 カイバル・パクトゥンクワ州
ランガット ランガット 発掘風景 1965～

80年 57

○ 16-7302 カイバル・パクトゥンクワ州
ランガット ランガット 仏教時代の遺跡 1965～

80年 12

○ 16-7400 カイバル・パクトゥンクワ州
ガラム・チャシュマ ガラム・チャシュマ 1980年 110

16-7500 イバル・パクトゥンクワ州
アリグラマ スワート アリグラマ村 1978年 4

○ 16-7600 チクライン チクラインの仏座像 1978年 2

16-7700 パキスタン北部 マナスル街道 マナスル街道 1965～
80年 7

○ 16-7800 アラビア海 アラビア海 夕景 1980年 6

16-7900 チトラル渓谷 アルカリ川 アルカリ川 1980年 9

○ 16-8000 シンド州 サッカル インダス川 夕景 1965～
80年 12

○ 16-8100 パキスタン･中国国境 パキスタン・中国国境 空撮 1965～
80年 69

16-8200 ガンダーラ地方 ガンダーラ高地 ガンダーラ高地 1975年 12

○ 16-8300 ガンダーラ地方 マイラ砂漠 マイラ砂漠 1965～
80年 1

○ 16-8400 ガンダーラ地方 ガンダーラ 遊牧民 1978年 1

16-8500 不明 魚市場 1978年 7

○ 16-8600 不明 イスラム戦士 1980年 9

16-8700 カイバル・パクトゥンクワ州
ペシャワール カイバー教育病院 1980年 29

16-0000 不明 不明 1965～
80年 59

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 4,489 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 3,896

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 933

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 4,829

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 5,743

Ｃ／Ｄ(％) 84％

パキスタン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 17-0101 ヘラート州 ヘラート アレキサンダー大王の城址 1977年 56

○ 17-0102 ヘラート州 ヘラート フサイン・バイカラのマドラサのミ
ナレット 1977年 15

17-0103 ヘラート州 ヘラート ヘラート 町並み 1977年 144

17-0104 ヘラート州 ヘラート ヘラート 鳥葬 1977年 1

17-0105 ヘラート州 ヘラート近郊 ヘラート近郊 人・風景 1977年 5

17-0200 ヘルマンド州 ラシュカル・ガー ラシュカリ・バザール 1977年 39

○ 17-0301 ヘルマンド州 ボスト ボスト 城塞都市 1977年 33

17-0302 ヘルマンド州 ボスト ボスト 町並み 1977年 26

17-0303 ヘルマンド州 ボスト ボストからカンダハール 人・風景 1977年 6

17-0401 ヘルマンド州またはカンダハール州 レギスタン砂漠 1977年 68

○ 17-0402 カンダハール州 カンダハール カンダハール 町並み 1977年 23 町並み保存の重要性から戦
前のものが特に注目される

○ 17-0501 ナンガハール州
ジャララバード郊外 ハッダ ハッダ 古代都市 遺跡 1977年 21

ソ連軍侵攻時に破壊さ
れ､ 跡形もない｡ 破壊
以前の重要な記録であ
る

17-0502 ナンガハール州
ジャララバード郊外 ハッダ ハッダ 古代都市 人・風景 1977年 20

○ 17-0503 ナンガハール州
ジャララバード郊外 ハッダ ハッダ タペ・ショトール寺址 1977年 38

17-0504 ナンガハール州 ハッダ近郊 ハッダ近郊 羊飼い 1977年 3

17-0601 ナンガハール州 ジャララバード ジャララバード 生活風景 1977年 7

17-0602 ナンガハール州
ジャララバード近郊 ジャララバード近郊 1977年 8

17-0603 ナンガハール州
ジャララバード近郊 ジャララバード近郊 結婚式 1977年 30

17-0700 ナンガハール州 ハイバル峠 ハイバル峠 1977年 3

○ ○ 17-0801 バーミヤーン州 バーミヤーン バーミヤーン 1977年 370
危
機
遺
産

｢

イ
ス
ラ
ム
遺
跡
の
重
要
性
か
ら

文
化
的
景
観
と
し
て
重
要｣

2001年､タリバー
ン勢力によって
完全に破壊され
た

○ ○ 17-0802 バーミヤーン州 バーミヤーン バーミヤーン石窟 東大仏 1977年 44

○ ○ 17-0803 バーミヤーン州 バーミヤーン バーミヤーン石窟 西大仏 1977年 56

○ 17-0804 バーミヤーン州 バーミヤーン フォラディ谷 1977年 12

○ ○ 17-0805 バーミヤーン州 バーミヤーン
(バーミヤーン渓谷) シャリ・ゴルゴラ(亡霊の町) 1977年 18

○ ○ 17-0806 バーミヤーン州 シャリ・ゾハク シャリ・ゾハク 1977年 4 今なお地雷のた
め立ち入れない

○ ○ 17-0807 バーミヤーン州 バーミヤーン バーミヤーン・ロード 1977年 63

○ 17-0808 バーミヤーン州
バーミヤーン近郊 バーミヤーン近郊 1977年 1

○ ○ 17-0900 バーミヤーン州 バーミヤーン カクラク 仏教石窟 おそらく
1977年 10

○ 17-1001 カーブル州 グルダラ グルダラ寺院 1977年 23 内戦中に部分的破壊

○ 17-1002 カーブル州 グルダラ グルダラ 風景 1977年 9

○ 17-1101 カーブル州 カーブル カーブル 町並み 1977年 95 カーブルの戦前の町並みは殆
ど破壊されており重要である

17-1102 カーブル州 カーブル カーブル ブズカシ風景(ガズイ競技
場) 1977年 245

17-1103 カーブル州 カーブル近郊 カーブル近郊 牛市 1977年 4

○ 17-1201 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 土器 先土器・土製品 1977年 20 1979年ソ連軍侵攻以降､ 破壊や略奪の被
害があったと言われているが詳細は不明

○ 17-1202 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館

仏

像

等

彫

刻

バーミヤーン出土 1977年 11

1979年ソ連軍侵攻以降､
破壊や略奪の被害があっ
たと言われ､ 1996年時
点で９割が破壊・略奪
により四散｡ 2001年布
告された破壊命令で､
残ったものの多くが失
われた｡ 今日進められ
ている収蔵品の有無の
カタログ作りにも､ こ
れからの修復のために
も､ これらの写真のす
べてが重要な役割があ
る

○ 17-1203 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 カクラク出土 1977年 10

○ 17-1204 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 フォンドキスタン出土 1977年 21

○ 17-1205 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ハッダ出土 1977年 39

○ 17-1206 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 パイタヴァ出土 1977年 11

○ 17-1207 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 シュトラク出土 1977年 29

○ 17-1208 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 カーピシ出土 1977年 1

○ 17-1209 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 タペ・カラン出土 1977年 1

○ 17-1210 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 タペ・マランジャン出土 1977年 5

○ 17-1211 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 コナ・マスジップ出土 1977年 1

○ 17-1212 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 カマ・ダッカ出土 1977年 2

○ 17-1213 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 フム・ザルガール出土 1977年 2

アフガニスタン
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 17-1214 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館

仏

像

等

彫

刻

ディルバルジン・テペ出土 1977年 8 1979年ソ連軍侵攻以降､
破壊や略奪の被害があっ
たと言われ､ 1996年時
点で９割が破壊・略奪
により四散｡ 2001年布
告された破壊命令で､
残ったものの多くが失
われた｡ 今日進められ
ている収蔵品の有無の
カタログ作りにも､ こ
れからの修復のために
も､ これらの写真のす
べてが重要な役割があ
る

○ 17-1215 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ガズニー出土 1977年 5

○ 17-1216 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ベグラム出土 1977年 32

○ 17-1217 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 QUL-I NADER出土 1977年 3

○ 17-1218 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 スルフコタール出土 1977年 1

○ 17-1219 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 アイ・ハヌム出土 1977年 5

○ 17-1220 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 その他出土 1977年 16

○ 17-1221 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ガラス 1977年 25

1979年ソ連軍侵攻以降､
破壊や略奪の被害があっ
たと言われているが詳
細は不明

○ 17-1222 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 陶器 1977年 17

○ 17-1223 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 漆喰 1977年 11

○ 17-1224 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ブロンズ 1977年 13

○ 17-1225 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館

コ

イ

ン

ギリシャコイン 1977年 5

○ 17-1226 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 アケメネス期 1977年 1

○ 17-1227 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 フヴィシュカ・クシャーン 1977年 2

○ 17-1228 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 ササン期 1977年 8

○ 17-1229 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 グレコバクトリア 1977年 23

○ 17-1230 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 インド・グリーク朝 1977年 14

○ 17-1231 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 サカ 1977年 4

○ 17-1232 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 PHA-LAVCS 1977年 2

○ 17-1233 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 カシャーン 1977年 10

○ 17-1234 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 クシャン・ササン朝 1977年 8

○ 17-1235 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 金属 金・銀製品 1977年 23

○ 17-1236 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 民族・民芸 1977年 31

○ 17-1237 カーブル州 カーブル カーブル国立博物館 館内 1977年 63

17-1300 ナンガハール州 コジャック峠 コジャック峠 1977年 5

17-1400 ナンガハール州 カンダック カンダック 見張塔 1977年 1

17-1501 バグラーン州 ドウシー街道 ドウシー街道 1977年 1

17-1502 バグラーン州 ドウシー街道 ドウシー街道 1977年 46

○ 17-1601 バグラーン州 スルフ・コタール スルフ・コタール(赤い丘) 拝火神
殿址 1977年 14 盗掘の被害にあっている

○ 17-1602 バグラーン州 スルフ・コタール スルフ・コタール(赤い丘) 人物 1977年 12

17-1700 バグラーン州 プリ・ホムリ プリ・ホムリ 町並み 1977年 3

○ 17-1800 サマンガーン州 ハイバク ハイバク 仏塔 1977年 29

17-1901 サマンガーン州 タシュクルガン タシュクルガン 城塞都市 1977年 1 シャリ・ブワ(女王の町)

○ 17-1902 サマンガーン州 タシュクルガン タシュクルガン 町並み 1977年 73

17-2001 バルフ州 バルフ(バクトラ) バルフ(バクトラ) 古代都市 1977年 18

○ 17-2002 バルフ州 バルフ(バクトラ) バルフ(バクトラ) フワセ・アブ・
ナスル・パルサ寺院 1977年 12

○ 17-2003 バルフ州 バルフ(バクトラ) バルフ(バクトラ) ナウ・グンバト・
モスク 1977年 2

17-2004 バルフ州 バルフ(バクトラ) バルフ(バクトラ) 人 1977年 12

17-2101 バルフ州 マザーリ・シャリーフ マザーリ・シャリーフ 料理風景 1977年 6

17-2102 バルフ州 マザーリ・シャリーフ マザーリ・シャリーフ(聖者の墓､ 青
のモスク) 1977年頃 1

○ 17-2201 ガズニー州 ガズニ ガズニ バハーラム・シャーの塔 1977年 79 マスウード３世の塔､ ウルグ・ベグ・ミ
ランシャーとアブドゥル・ラザクの廟

17-2202 ガズニー州 ガズニ近郊 ガズニ近郊 人物 1977年 1

17-2300 クンドゥーズ州 クンドゥーズ クンドゥーズ 町並み 1960年代､
77年 15

17-2400 クンドゥーズ州 クンドゥーズ クンドゥーズ クンドス遺跡 1960年代､
77年 2

17-2501 ガンダーラ地方 ガンダーラ 人・風景 1960年代､
77年 3

17-2502 ガンダーラ地方 ガンダーラ 鳥葬 1960年代､
77年 1

アフガニスタン
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17-2503 ガンダーラ地方 ガンダーラ近郊 人・風景 1965年 14

17-2601 パルワン州 パンジシール サフェシェール村 ブズカシ風景 1977年 430

17-2602 パルワン州 パンジシール サフェシェール村 サフェシェール
酋長の家 1977年 26

17-2603 パルワン州 パンジシール サフェシェール村 町並み 1977年 40

17-2604 パルワン州 パンジシール パンシェール渓谷 1965年 8

17-2700 カーピーサー州 ベグラーム(ア
レクサンドリア・カピサ､ カピシ) 遊牧民クンドゥス 1965年 22

17-2800 ヒンドゥー・クシュ山脈 ヒンドゥー・クシュ山脈 1977年 13

17-2901 パルワン州 サーラング峠 サーラング峠 1977年 21

17-2902 パルワン州 サーラング峠 サーラング峠 鳥葬 1957年 4

17-2903 パルワン州 サーラング峠 サーラング峠で絨毯を売る人 1960年代､
77年 1

17-2904 パルワン州 サーラング峠近郊 サーラング峠近郊 人・風景 1957､65年 16

17-3000 アム・ダリア川周辺 アム・ダリア川周辺 1960年代､
77年 2

17-3100 インダス川 インダス川 1957年 2

17-3200 カーブル川 カーブル川 1960年代､
77年 14

17-3300 バーミヤーン州 ハジガク ハジガクの朝 1977年頃 1

17-3400 コーイ・ババ山脈 コーイ・ババ山脈越え 1960年代､
77年 1

17-3500 チャナカリ チャナカリ 風景 1960年代､
77年 2

17-3600 不明 文豪アイニー記念碑 1960年代､
77年 2

17-3700 不明 ハシーシ 1960年代､
77年 93

17-0000 不明 不明 1960年代､
77年 154

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,582 認定者：前田耕作

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 741

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 578

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,319

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 3,186

Ｃ／Ｄ(％) 41％

アフガニスタン
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 18-0101 ホラーサーン州 ニーシャープール ニーシャープール 都市跡 1977年 4

18-0102 ホラーサーン州 ニーシャープール ニーシャープール ファリードウッ
ディーン・アッタール廟 1977年 4

○ 18-0201 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン) ターク・イ・ブスターン 大洞正面 1967年 6

観光開発のため現在は
往時の状況を殆ど失っ
ている

○ 18-0202 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン) ターク・イ・ブスターン 帝王鹿狩図 1967年 6

○ 18-0203 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン) ターク・イ・ブスターン 帝王猪狩図 1967年 11

○ 18-0204 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン)

ターク・イ・ブスターン ホスロー
２世騎馬像 1967年 6

○ 18-0205 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン)

ターク・イ・ブスターン アルダシー
ル２世叙任図 1967年 8

○ 18-0206 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン)

ターク・イ・ブスターン アナーヒ
ター女神像 1967年 3

○ 18-0207 ケルマンシャー州 ターク・イ・
ブスターン(ターケ・ボスターン) ターク・イ・ブスターン 1967年 15

○ ○ 18-0301 ケルマンシャー州 ビストゥン
(ビーソートゥーン)

ビストゥン ダレイオス１世の碑文
(ビストゥン碑文) 1966年 24

現在は修理用の足場が
組まれてしまっている○ ○ 18-0302 ケルマンシャー州 ビストゥン

(ビーソートゥーン) ビストゥン パルティアの浮き彫り 1966年 7

○ ○ 18-0303 ケルマンシャー州 ビストゥン
(ビーソートゥーン) ビストゥン 碑文 1966年頃 2

○ 18-0401 ファールス州
フィールーザーバート

フィールーザーバート ササン朝の
宮殿 1966年 6

○ 18-0402 ファールス州
フィールーザーバート フィールーザーバート 1966年 9

○ 18-0500 ファールス州 サルヴィスターン サルヴィスターン ササン朝の宮殿
址 1966年頃 8 現在は雨でドームが崩れてしまっている

○ 18-0601 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム) ナクシュ・イ・ルスタム全景 1971年 7

○ 18-0602 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム) ナクシュ・イ・ルスタム 1971年 6 現在落書きがされている

18-0603 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム)

ナクシュ・イ・ルスタム ナルセ１
世の叙任図 1971年 3

○ 18-0604 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム)

ナクシュ・イ・ルスタム アルダシー
ル１世の叙任図 1971年 12

18-0605 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム)

ナクシュ・イ・ルスタム バフラー
ム２世一族の像 1971年 4

○ 18-0606 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム)

ナクシュ・イ・ルスタム ダリウス
１世の墓(ダレイオス大王) 1971年 7

○ 18-0607 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム)

ナクシュ・イ・ルスタム シャープー
ル１世戦勝記念碑 1971年 7

○ 18-0608 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム) ナクシュ・イ・ルスタム 1971年 2

18-0609 ファールス州 ナクシュ・イ・
ルスタム(ナクシェ・ロスタム) ナクシュ・イ・ルスタム 町並み 1971年 2

18-0701 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール) ビシャプール 全景 1972年 15

○ 18-0702 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール)

ビシャプール シャープール１世の戦
勝記念碑､ バフラーム１世の叙任式 1972年 26

○ 18-0703 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール)

ビシャプール サーサーン王戦勝記
念碑 1972年 21

18-0704 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール) ビシャプール ササン朝の城址 1972年 10

18-0705 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール)

ビシャプール シャプール渓谷(シャー
プール渓谷) 1972年頃 66

18-0706 ファールス州 ビシャプール(ビー
シャープール) ビシャプール ザクロス山中 1972年頃 10

○ ○ 18-0801 フーァルス州 パサルガダエ パサルガダエ 1967年 9

○ ○ 18-0802 フーァルス州 パサルガダエ パサルガダエ キュロス大王の宮殿 1967年 19

○ ○ 18-0803 フーァルス州 パサルガダエ パサルガダエ キュロス大王の墓 1967年 1

○ ○ 18-0804 フーァルス州 パサルガダエ パサルガダエ 拝火壇 1967年 3

18-0805 フーァルス州 パサルガダエ 建国2500年祭 オープニングセレモ
ニー 1971年 58

18-0901 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 テントシティー入口 1971年 12

18-0902 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 テント村 1971年 13

18-0903 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 晩餐会 1971年 49

18-0904 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 ロイヤルシート 1971年 20

18-0905 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 パレード 1971年 384

18-0906 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 民族衣装(人々) 1971年 124

18-0907 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 夜空を飾る花火 1971年 9

18-0908 ファールス州 ペルセポリス 建国2500年祭 謁見殿(アパダーナ) 1971年 4

18-0909 ファールス州 ペルセポリス ペルセポリス 建国2500年祭 1971年 55

○ ○ 18-0910 ファールス州 ペルセポリス ペルセポリス 全景 1970年 33

○ ○ 18-0911 ファールス州 ペルセポリス 謁見殿(アパダーナ) 1970年 128

○ ○ 18-0912 ファールス州 ペルセポリス 百柱殿 1970年 59

○ ○ 18-0913 ファールス州 ペルセポリス クセルクセス宮殿 1970年 11

イラン・イスラム共和国
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○ ○ 18-0914 ファールス州 ペルセポリス ダレイオス宮殿 1970年 29
現在はアパダーナ部分
に屋根が取り付けられ
たりして景観を損ねて
しまっている

○ ○ 18-0915 ファールス州 ペルセポリス アルタクセルクセスの王墓 1970年 9

○ ○ 18-0916 ファールス州 ペルセポリス 中央殿 1970年 16

○ ○ 18-0917 ファールス州 ペルセポリス 万国の門 1970年 10

○ ○ 18-0918 ファールス州 ペルセポリス 後宮(ハレム) 1970年 6

○ ○ 18-0919 ファールス州 ペルセポリス ペルセポリス 1970年 5

○ ○ 18-1001 ファールス州 シーラーズ シーラーズ エラム・ガーデン 不明 48

18-1002 ファールス州 シーラーズ シーラーズ 不明 不明 25

18-1100 ファールス州 ファールス 風景 不明 11

18-1201 イスファハーン州
アバスアバッド(アバッサバード) アバスアバッド 墓地 1977年 7

18-1202 イスファハーン州
アバスアバッド(アバッサバード) アバスアバッド オアシス 1977年頃 1

18-1203 イスファハーン州
アバスアバッド(アバッサバード) アバスアバッド 泣き叫ぶ女 1977年 6

○ ○ 18-1301 イスファハーン州 イスファハーン 王の広場(メイダネ・シャー) 1969年 21

現状ではない当時の面
影｡ 現在ではかなり観
光地化されてしまって
騒々しい近代都市になっ
ている

○ ○ 18-1302 イスファハーン州 イスファハーン 王の広場 王のモスク(マスジディ・
シャー イマーム・モスク) 1969年 286

○ ○ 18-1303 イスファハーン州 イスファハーン 王の広場 バザール・カイサリーヤ 1965年 43

○ ○ 18-1304 イスファハーン州 イスファハーン 王の広場 ロトフォッラー・モスク
(聖職者長のモスク) 1973年 35

○ ○ 18-1305 イスファハーン州 イスファハーン 王の広場(アリー・カープー宮殿) 1973年 48

○ ○ 18-1306 イスファハーン州 イスファハーン 王母学院(マドラセ・マーダレ・シャー) 1973年 52

○ 18-1307 イスファハーン州 イスファハーン シャー・アッバス・ホテル 1963年 8

○ ○ 18-1308 イスファハーン州 イスファハーン 四十柱宮殿(チェヘロ・ソトゥーン) 1973年 66

○ ○ 18-1309 イスファハーン州 イスファハーン 金曜のモスク(マスジェデ・ジョメ) 1969年 174

○ 18-1310 イスファハーン州 イスファハーン アリー・ミナレット 1963～
70年代 11

○ 18-1311 イスファハーン州 イスファハーン ふたつのミナレット 1965年 8

○ 18-1312 イスファハーン州 イスファハーン メナール・ジョンバン(ジョンバンの
光塔) 1963年 5

18-1313 イスファハーン州 イスファハーン サレバンの光塔 1965年 8

○ 18-1314 イスファハーン州 イスファハーン ジョルファ教会堂 1963年 15

18-1315 イスファハーン州 イスファハーン バーバ・ルクン・アルディーン墓廟 1965年 7

18-1316 イスファハーン州 イスファハーン シャーザイド墓廟 1965年 8

18-1317 イスファハーン州 イスファハーン 三十三橋 1965年 12

18-1318 イスファハーン州 イスファハーン ハージュー橋(ポレ・ハージュー) 1965年 21

18-1319 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン 夕景 1973年 3

18-1320 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン 町 1963～
70年代 35

18-1321 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン 女 1963～
70年代 32

18-1322 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン 大衆酒場 1963～
70年代 17

18-1323 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン 染色工場 1963～
70年代 2

18-1324 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン カーペット 1963～
70年代 1

18-1325 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン カーペット干し 1963～
70年代 2

18-1326 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン カーペット洗い 1963～
70年代 10

18-1327 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン カーペット織り 1963～
70年代 20

18-1328 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン イラン国立製鉄所 1963～
70年代 43

○ 18-1400 イスファハーン州 イスファハーン FINE ART MUSEUM 織物制作風景 1963～
70年代 58

○ 18-1500 イスファハーン州 イスファハーン イスファハーン近く
の美術館 エッチング 1963～

70年代 1

18-1600 イスファハーン州 アルデスターン アルデスターン 金曜のモスク 1963年 4

18-1700 イスファハーン州 ナーイーン ナーイーン 金曜のモスク 1963年 9

○ ○ 18-1800 フーゼスターン州
チョガーザンビル チョガーザンビル ジグラット 1966年 8 修復前の姿

○ 18-1901 フーゼスターン州
スーサ(シューシュ)

スーサ ダリウス大王夏の宮殿(ダレ
イオス大王) 1966年 7

○ 18-1902 フーゼスターン州
スーサ(シューシュ) スーサ ダニエルの霊廟 1963年 9 イラン・イラク戦争で破壊さ

れた｡ 現在は修復している

○ 18-1903 フーゼスターン州
スーサ(シューシュ) スーサ アケメネス朝宮殿址 1966年 2

イラン・イスラム共和国
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18-1904 フーゼスターン州
スーサ(シューシュ) スーサの町 1963～

70年代 7

18-2000 マーザンダラーン州
ゴンバデ・カーブース

トルクメニスタン共和国国境のミナ
レット 1963年 2

18-2100 マーザンダラーン州 サーリー サーリー 町並み 1963～
70年代 1

18-2201 ザンジャーン州 ソルターニーエ ソルターニーエ 共同墓地 1977年 9

○ ○ 18-2202 ザンジャーン州 ソルターニーエ スルタン・ウルジャーイートゥー(オ
ルジャイートゥー)の墓廟 1963､77年 32 現在修復が進められている

18-2203 ザンジャーン州 ソルターニーエ ソルターニーエ 町並み 1977年 10

18-2204 ザンジャーン州 ザンジャーン ザンジャーンのカーペット干し風景 1977年 14

18-2205 ザンジャーン州 ザンジャーン ザンジャーン 町並み・人々 1977年 17

18-2206 ザンジャーン州 ザンジャーン 美女 1963～
70年代 3

18-2300 セムナーン州 ダムガーン ダムガーン マスジット・イ・ターリク・ハー
ネのミナレット(マスジェデ・ターリク・ハーネ) 1963年 3

18-2400 マルキャズィー州(マルカズィー州)
バラーミーン(ヴァーラーミーン) バラーミーン 金曜のモスク 1963年 21

18-2501 マルキャズィー州(マルカズィー州)
サーヴェ サーヴェミナレット 1963年 2

18-2502 マルキャズィー州(マルカズィー州)
サーヴェ サーヴェ 町並み 1963～

70年代 10

18-2601 テヘラン州 テヘラン テヘラン外務省 1967年 40

18-2602 テヘラン州 テヘラン テヘラン日本大使公邸 1967年 10

18-2603 テヘラン州 テヘラン テヘラン ルーダキー・ホール 1967年 4

18-2604 テヘラン州 テヘラン テヘラン 住宅 1963～
70年代 107

18-2605 テヘラン州 テヘラン テヘラン 王のモスク 1964年 3

18-2606 テヘラン州 テヘラン テヘラン ナガレハネ(ノグレハネ) 1973年 11

18-2607 テヘラン州 テヘラン テヘラン 金曜のモスク 1963～
70年代 3

18-2608 テヘラン州 テヘラン テヘラン マスジッド・イ・セパサ
ラール 1964年 9

18-2609 テヘラン州 テヘラン テヘラン シャムス･アル･イマール
学院 1963年 4

18-2610 テヘラン州 テヘラン テヘラン テレビ工場 1963～
70年代 25

18-2611 テヘラン州 テヘラン テヘラン ズール・ハーネ(力の館) 1963～
70年代 55

18-2612 テヘラン州 テヘラン テヘラン 上流階級の結婚式 1963～
70年代 89

18-2613 テヘラン州 テヘラン テヘラン バザール 1965年 8

18-2614 テヘラン州 テヘラン テヘラン アリアメール競技場 1963～
70年代 139

18-2615 テヘラン州 テヘラン テヘラン フットボール 1963～
70年代 9

18-2616 テヘラン州 テヘラン テヘラン 競馬風景 1963～
70年代 39

18-2617 テヘラン州 テヘラン テヘラン空港 皇太子夫妻イラン訪
問 1974年 114

18-2618 テヘラン州 テヘラン テヘラン 夜のイルミネーション 1963～
70年代 62

18-2619 テヘラン州 テヘラン テヘラン 町 1963～
70年代 156

18-2620 テヘラン州 テヘラン テヘラン 式典 1963～
70年代 31

18-2621 テヘラン州 レイ レイの泉のカーペット洗い(チャシュ
メ・アリー)

1963～
70年代 140

18-2622 テヘラン州 レイ レイ 石油精製所 1963～
70年代 39

18-2623 テヘラン州 レイ レイ 町並み・人々 1963～
70年代 4

○ 18-2701 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 細密画 1969年 15

○ 18-2702 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 織物 イスファハン 1969年 19

○ 18-2703 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 織物 ダブリーズ 1969年 13

○ 18-2704 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 織物 カシャーン(カーシャーン) 1969年 8

○ 18-2705 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 織物 レイ 1969年 1

○ 18-2706 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 織物 ジョシュカン 1969年 3

○ 18-2707 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 古代土器 1969､72年 70

○ 18-2708 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 ペルシャ陶器 1969年 191

○ 18-2709 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 ルリスタン青銅器(ルリスターン) 1973年 33

○ 18-2710 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館 金属器 1973年 98

○ 18-2711 テヘラン州 テヘラン テヘラン考古学博物
館

モザイク・ガラス・壁画・タイル・
アクセサリー 1969年 18

○ 18-2800 テヘラン州 テヘラン 中央銀行宝物館
(国立宝石博物館) 宝飾品 1971年 49

イラン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 18-2901 テヘラン州 テヘラン 工芸博物館 細密画 1969年 35

○ 18-2902 テヘラン州 テヘラン 工芸博物館 織物 1969年 55

○ 18-2903 テヘラン州 テヘラン 工芸博物館 工芸品 1969年 57

○ 18-2904 テヘラン州 テヘラン 工芸博物館 ガラス 1969年 3

○ 18-3001 テヘラン州 テヘラン テヘラン近代美術館 細密画 1969年 37

○ 18-3002 テヘラン州 テヘラン テヘラン近代美術館 織物 1969年 23

18-3101 アルボルズ州 カラジ カラジダム 1963～
70年代 18

18-3102 アルボルズ州 カラジ カラジ オアシス 1963～
70年代 61

18-3200 ギーラーン州 ラシュト ラシュト 農村風景・人々 1963～
70年代 70

18-3301 東アーゼルバーイジャーン州
タブリーズ タブリーズ アリー・シャー砦 1963～

70年代 1

18-3302 東アーゼルバーイジャーン州
タブリーズ タブリーズ マスジェデ・カブード 1963年 6

18-3400 ダルバン ダルバン 町並み 1963～
70年代 86

18-3501 ミアンダシト ミアンダシト キャラバンサライ 1977年 94

18-3502 ミアンダシト ミアンダシト 風景・人々 1977年 5

18-3600 タイバット タイバット 古代都市 1977年 64

18-3700 メフマーン・ドゥースト メフマーン・ドゥースト 城塞 1977年 3

18-3800 セムナーン州 アラダン デヘ・ナマーク キャラバンサライ 1977年 21

18-3900 ハマダーン州 ギャンジナーメ ギャンジナーメ ダリウス大王の碑文 1963～
70年代 12

18-4000 メフメイ メフメイ 町並み 1963～
70年代 5

18-4100 シェラザード シェラザード キャラバンサライ 1963～
70年代 1

18-4200 シェヘラザード シェヘラザード 町並み 1963～
70年代 2

18-4400 ハマダーン州 ハマダーン ハマダーン 町並み 1963～
70年代 10

18-4500 ハマダーン州
ラリジン(ラーレジン) ラリジン陶器村(ラーレジン) 1963～

70年代 194

18-4601 カスピ海沿岸 カスピ海沿岸のカジノ 1977年 66

18-4602 カスピ海沿岸 キャビア研究所 1963～
70年代 65

18-4603 カスピ海沿岸 カスピ海沿岸の風景 1963～
70年代 93

18-4701 ザーグロス山脈(ザグロス山脈) ザーグロス山脈 雪の中のモスク 1975年 5

18-4702 ザーグロス山脈(ザグロス山脈) ザーグロス山脈の遊牧民 1963～
70年代 43

18-4703 ザーグロス山脈(ザグロス山脈) ザーグロス山脈 1963～
70年代 22

18-4800 エルブレス山脈(アルボルズ山脈) エルブレス山脈(アルボルズ山脈)
テヘランより望む

1963～
70年代 22

18-4900 イラン高原 イラン高原 日没 1963～
70年代 6

18-5000 カビール砂漠 塩の砂漠(カビール砂漠) 1977年 23

18-5100 イラン東部 イラン東部 町並み 1977年 30

18-5200 イラン西部 イラン西部のオアシス 1977年 3

18-5300 不明 竜巻 1963～
70年代 8

18-5400 不明 花 1963～
70年代 10

18-5500 不明 空撮 1963～
70年代 32

18-5600 不明 イラン王室 1963～
70年代 127

18-5700 不明 イラン王室 ロイヤルファミリー国
王・王妃・皇太子

1963～
70年代 5

18-5800 ガズヴィーン州 アラムート 暗殺教団 1977年 21

18-5900 不明 クルド族の子供達 1963～
70年代 1

18-6100 ギーラーン州 セフィード・ルード・ダム 1963～
70年代 5

18-6200 アルボルズ州 トルコ・ロード カラジ・テヘラン
ハイウェー

1963～
70年代 15

18-6300 不明 ＴＶ局 1963～
70年代 3

18-6400 不明 放送局スタジオ風景 1963～
70年代 48

18-6500 不明 道路 1963～
70年代 14

18-6600 不明 コイン 1963～
70年代 55

18-0000 不明 不明 1963～
70年代 713

イラン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 2,188 認定者：千代延惠正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 1,008

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,202

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 2,201

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 6,620

Ｃ／Ｄ(％) 33％

イラン・イスラム共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 19-0100 バグダード州 ドゥル・クリガル
ズ(アガール・クーフ) ドゥル・クリガルズ ジグラット 1966年 8 米英軍が占拠するサダム国際空港の近くにある

○ ○ 19-0200 サラ・ウッディーン州
カラト・シャルカト アッシュール ジグラット 1966年 4 危機遺産

○ ○ 19-0301 ニナワ州 モースル
ハトラ(ハダル) ハトラ(ハダル) 1966年 41 危機遺産・2015年ISにより破壊される

○ 19-0302 ニナワ州 モースル
ハトラ(ハダル) ハトラ(ハダル)への道 おそらく

1966年 1

○ 19-0400 ニナワ州 ニネヴェ ニネヴェ おそらく
1966年 3

○ 19-0501 ニナワ州 モースル ケビール・ジャミー 1966年 5

○ 19-0502 ニナワ州 モースル マール・ベヘナム教会 1966年 5

○ 19-0503 ニナワ州 モースル モースル 不明 おそらく
1966年 2

○ 19-0600 ニナワ州 モースル モースル考古博物館 彫刻 1966年 5

○ 19-0701 ニナワ州 モースル ニムルド 都市跡 1966年 6

○ 19-0702 ニナワ州 モースル ニムルド ジグラット 1966年 1

○ 19-0703 ニナワ州 モースル ニムルド 石碑 1966年 1

○ 19-0704 ニナワ州 モースル ニムルド 人頭有翼像の門 1966年 25 2015年ISにより破壊される

○ 19-0800 ジーガール州 ナーシリーヤ近郊
ウル(テル・アル・ムカイヤル) ウル(テル・アルムカイヤル) 1966年 23 米英軍とイラク軍の間で激しい攻防があっ

た橋の近く｡ 91年の湾岸戦争では近くに
イラク軍の基地があり､ 多国籍軍のミサ
イルの破片が当たって被害を受ける○ 19-0900 ムサンナー州 サマワ ウルク

(ワルカ) ウルク(ワルカ遺跡) 1966年 56

○ ○ 19-1100 バービル州 ヒルラー バビロン 1966年 24
北上を続ける米英軍とイラク軍が市街戦を
繰り広げたヒッラが近い｡ 20年以上訪れる
人なし｡ フセインが宮殿を造っている

○ 19-1200 カルバラー州 カルバラー カルバラー ウハイダル宮殿 1966年 15

○ ○ 19-1301 サラ・アドディン州(サラ・ウッ
ディーン州) サーマッラー

サーマッラー カリフ・アル・ムタ
ワキル・モスク 1966年 15 危機遺産

○ 19-1302 サラ・アドディン州(サラ・ウッ
ディーン州) サーマッラー サーマッラー 町並み おそらく

1966年 2

○ 19-1401 バグダード州 バグダード カードメイン・モスク 1966年 12

○ 19-1402 バグダード州 バグダード カリフ宮殿 1966年 12

○ 19-1403 バグダード州 バグダード ツベイダの廟墓 1966年 7

○ 19-1404 バグダード州 マルマダイン
サルマン・パク

クテシフォン 宮殿(ターク・イ・キ
スラー) 1966年 2 バグダッドの南の関門｡ 首都進出を

図る米英軍との間で攻防戦があった

○ 19-1500 バグダード州 バグダード博物館 土器・彫刻 1966年 40 暴徒が進入し､ 収蔵品が略奪の被害にあう

○ 19-1600 バスラ州 バスラ バスラ 自然・風土 1966年 1

○ 19-1700 シャミヤ砂漠 シャミヤ砂漠 おそらく
1966年 8

○ 19-1800 ユーフラテス川 ユーフラテス川 おそらく
1966年 9

○ 19-1900 ティグリス川畔 ティグリス川畔 おそらく
1966年 2

○ 19-2000 南イラクの泥沢地とベドウィン 南イラクの泥沢地とベドウィン おそらく
1966年 1 現在は全く見られない光景

19-2100 南部 南部 羊飼い おそらく
1966年 1

19-2200 北部 北部 羊飼い おそらく
1966年 3

19-2300 シャミヤ砂漠 青豆号(取材移動車) 1966年 8

19-0000 不明 不明 おそらく
1966年 10

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 336 認定者：千代延惠正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 171

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 60

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 231

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 318

Ｃ／Ｄ(％) 73％

イラク共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 20-0101 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 全景 1966､77年 11 危機遺産

○ ○ 20-0102 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ベル神殿(ベルの聖域) 1966､77､
78年 57 危機遺産

○ ○ 20-0103 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 記念門 1978年 1 危機遺産

○ ○ 20-0104 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 記念門(凱旋門) 1977年 16 危機遺産

○ ○ 20-0105 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 列柱廊 1966､77､
78年 83 危機遺産

○ ○ 20-0106 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 四柱門(四面門)(テトラピュ
ロン)

1966､77､
78年 21 危機遺産

○ ○ 20-0107 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ナボ神殿 1977年 1 危機遺産

○ ○ 20-0108 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 劇場 1966､77年 7 危機遺産

○ ○ 20-0109 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ アゴラ 1977､78年 9 危機遺産

○ ○ 20-0110 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 西地区 1977年 2 危機遺産

○ ○ 20-0111 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 商店街 1977年 1 危機遺産

○ ○ 20-0112 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 競技場 1978年 1 危機遺産

○ ○ 20-0113 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ バール・シャミーン神殿 1966､77年 3 危機遺産

○ ○ 20-0114 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ビザンチン時代のバシリカ 1966､77､
78年 12 危機遺産

○ ○ 20-0115 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 葬祭殿 1977､78年 10 危機遺産

○ ○ 20-0116 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 祝祭殿 1977年 1 危機遺産

○ ○ 20-0117 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ディオクレアヌスの軍営 1977､78年 23 危機遺産

○ ○ 20-0118 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ アラブの城 1977､78年 28 危機遺産

○ ○ 20-0119 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ アライネの地下墓 1977､78年 1 危機遺産

○ ○ 20-0120 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 新発掘現場 1978年 8 危機遺産

○ ○ 20-0121 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ダマスカス門(ダマスカス
ゲート) 1977､78年 4 危機遺産

○ ○ 20-0122 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ ３人兄弟の地下墓室 1978年 3 危機遺産

○ ○ 20-0123 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) 全景 1966､77､
78年 56 危機遺産

○ ○ 20-0124 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) 東南
墓地 アルタバンの地下墓

1966､77､
78年 3 危機遺産

○ ○ 20-0125 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) エラ
ベルの墓(エラベール家の塔墓)

1966､77､
78年 11 危機遺産

○ ○ 20-0126 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) ヤム
リコの塔墓 1966､78年 13 危機遺産

○ ○ 20-0127 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) 城壁
外墳墓群 1977､78年 13 危機遺産

○ ○ 20-0128 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) マロ
ナの墓 1977年 13 危機遺産

○ ○ 20-0129 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 死者の谷(墓の谷) 記念
柱 1978年 1 危機遺産

○ ○ 20-0130 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ エフカの泉 1977年 1 危機遺産

○ ○ 20-0131 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 遠景 1977､78年 43 危機遺産

○ ○ 20-0132 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラの町 1977年 32 危機遺産

○ 20-0133 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ 不明 1978年 11

○ 20-0201 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ博物館 彫刻 1977､78年 57

○ 20-0202 ホムズ県 タドモール パルミラ パルミラ博物館 モザイク 1977､78年 5

20-0300 ホムズ県 タドモール パルミラ近郊
カサール・エル・ヒールッ・シャルキー

カサール・エル・ヒールッ・シャル
キー 1977年 4

○ 20-0400 シリア砂漠 シリア砂漠のベドウィン 1977年 467

○ 20-0501 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ 全景 1977年 13

○ 20-0502 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ 大聖堂 1966､77年 10

○ 20-0503 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ ビザンチン教会 1977年 3

○ 20-0504 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ 殉教者の記念堂 1977年 2

20-0505 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ 商店街 1977年 1

20-0506 ラッカ県 ラッカ地区 リサーファ
(レサーファ) リサーファ 町並み 1977年頃 2

○ 20-0601 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊 ウガリト(ラス・シャムラ) 要塞 1979年 4

○ 20-0602 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊 ウガリト(ラス・シャムラ) 王宮 1979年 3

○ 20-0603 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊 ウガリト(ラス・シャムラ) 居住区 1979年 4

○ 20-0604 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊

ウガリト(ラス・シャムラ) アクロ
ポリス 1979年 3

○ 20-0605 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊

ウガリト(ラス・シャムラ) 神殿地
区 1979年 5

シリア・アラブ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 20-0606 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊 ウガリト(ラス・シャムラ) 南地区 1979年 2

○ 20-0607 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊

ウガリト(ラス・シャムラ) 北西地
区 1979年 2

○ 20-0608 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊

ウガリト(ラス・シャムラ) 北東地
区 1979年 1

○ 20-0609 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊

ウガリト(ラス・シャムラ) 新発掘
現場 1979年 5

20-0610 ラタキア県 ラス・シャムラ
ウガリト ラタキア近郊 ウガリト(ラス・シャムラ) 1978年 5

○ 20-0700 デリゾール県 デリゾール ダイル・アッ
ズール(ディル・エッ・ゾール)近郊 ドゥラ・ユーロポス(サルヒーエ) 1977年 5

○ 20-0801 デリゾール県 ハラビーエ ダイル・アッ
ズール(ディル・エッ・ゾール)近郊 ハラビーエ 城塞都市外景 1977年 3

○ 20-0802 デリゾール県 ハラビーエ ダイル・アッ
ズール(ディル・エッ・ゾール)近郊 ハラビーエ 古代港 1977年 1

20-0900 デリゾール県 アブー・カマール マリ遺跡 1977年 3

○ ○ 20-1001 アレッポ県 アレッポ(ハラブ) アレッポの城塞(アレッポ城) 1965年 23 危機遺産

○ ○ 20-1002 アレッポ県 エブラ(テル・マル
ディフ) アレッポ(ハラブ)近郊 エブラ(テル・マルディフ)遺跡 1976年 10 危機遺産

○ ○ 20-1003 アレッポ県 ジャバル・サマーン カラト・セマーン修道院(シメオン修
道院) 1966年 16 危機遺産

20-1004 アレッポ県
アレッポ(ハラブ)近郊 アレッポ(ハラブ)近郊の町 1976年 3

○ 20-1101 アレッポ県 アレッポ(ハラブ) アレッポ博物館 彫刻 1978年 16

○ 20-1102 アレッポ県 アレッポ(ハラブ) アレッポ博物館 金属製品・貝 1964年 6

○ 20-1103 アレッポ県 アレッポ(ハラブ) アレッポ博物館 絵画 1964年 2

○ 20-1200 ラッカ県 ラッカ ラッカ 町並み 不明 10

○ ○ 20-1301 ダマスクス県 ダマスクス ウマイヤド・モスク(アルワリド・モ
スク) 1965年 22 危機遺産

○ 20-1302 ダマスクス県 ダマスクス ダマスクス 町並み 1965年頃 3 危機遺産

○ 20-1401 ダマスクス県 ダマスクス ダマスクス国立博物
館 彫刻 1964､79年 24

○ 20-1402 ダマスクス県 ダマスクス ダマスクス国立博物
館 織物・刺繍・布 1964､79年 124

○ 20-1403 ダマスクス県 ダマスクス ダマスクス国立博物
館 絵画・フレスコ 1964､79年 6

○ 20-1404 ダマスクス県 ダマスクス ダマスクス国立博物
館 モザイク 1964､79年 5

○ ○ 20-1500 ホムス近郊 クラック・デ・シュバリエ(騎士の城) 1965年 2 危機遺産

○ 20-1600 北部草原 北部草原のベドウィン 1965年 6

○ 20-1700 シリア北部 シリア北部 民家 1976年 18

○ 20-1800 ホーラン県 ブスラー ボスラ ボスラ 劇場 1966年 2 危機遺産

20-1900 不明 青豆号(取材用移動車) 不明 75

20-2000 不明 オリタ・ドクター 不明 11 海外技術協力事業団の一員と
してシリアに渡った獣医師

20-2100 不明 バナード宮殿 不明 17

20-0000 不明 不明 不明 161

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,374 認定者：千代延惠正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 812

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 578

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,390

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,672

Ｃ／Ｄ(％) 83％

シリア・アラブ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 21-0100 ベッカー県 バールベク バールベク 1966年 6

ヘレニズム～ローマ

○ ○ 21-0101 ベッカー県 バールベク バールベク 全景 1966年 5

○ ○ 21-0102 ベッカー県 バールベク バールベク バッカス神殿 1966年 39

○ ○ 21-0103 ベッカー県 バールベク バールベク ユピテル神殿(ジュピター
神殿) 1964､66年 35

○ ○ 21-0104 ベッカー県 バールベク バールベク 大広間 1966年 15

○ ○ 21-0105 ベッカー県 バールベク バールベク ビーナス神殿 1966年 10

○ ○ 21-0106 ベッカー県 バールベク バールベク 六角形の中庭 1966年 2

○ ○ 21-0201 ベッカー県
アンジャール(アンジャル) アンジャール 全景 1966年 1

ウマイヤ朝
○ ○ 21-0202 ベッカー県

アンジャール(アンジャル) アンジャール ビザンチン教会 1966年 11

○ ○ 21-0203 ベッカー県
アンジャール(アンジャル) アンジャール イスラム人の居住跡 1966年 2

○ ○ 21-0204 ベッカー県
アンジャール(アンジャル) アンジャール 中央通り 1966年 1

○ 21-0300 南レバノン県 サイダ(シドン) 十字軍の要塞(海の城砦) 1966年 10 観光化されている｡歴史的､ 立地的に重要

○ ○ 21-0401 南レバノン県 スール テュロス テュロス 全景 1966年 6

フェニキア～ローマ～
ビザンチン

○ ○ 21-0402 南レバノン県 スール テュロス テュロス 共同墓地 1966年 19

○ ○ 21-0403 南レバノン県 スール テュロス テュロス 公共浴場 1966年 5

○ ○ 21-0404 南レバノン県 スール テュロス テュロス 列柱付大通り 1966年 9

○ ○ 21-0405 南レバノン県 スール テュロス テュロス 貯水池 1966年 4

○ ○ 21-0406 南レバノン県 スール テュロス テュロス モザイク 1966年 4

○ ○ 21-0407 南レバノン県 スール テュロス テュロス アゴラ 1966年 5

○ ○ 21-0408 南レバノン県 スール テュロス テュロス ネクロポリス 1966年 1

○ ○ 21-0409 南レバノン県 スール テュロス テュロス 中近東のひまわり 1966年 1 遺跡の周辺都市化されているため当時に風景重要

○ 21-0501 山岳レバノン県
ベイト・エッディーン ベイト・エッディーン 全景 1966年 1

ドルーズ貴族の宮殿(19
世紀)現在博物館(歴史・
民俗)

○ 21-0502 山岳レバノン県
ベイト・エッディーン ベイト・エッディーンの家 1966年 4

○ 21-0503 山岳レバノン県
ベイト・エッディーン

ベイト・エッディーン 16世紀の衣
装 1966年 4

○ ○ 21-0600 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス) ビュブロス 不明 1966年 12

フェニキア～ローマ～
イスラム

○ ○ 21-0601 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス) ビュブロス 全景 1966年 2

○ ○ 21-0602 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス)

ビュブロス バラート・ゲバル神殿
(ローマン神殿) 1966年 4

○ ○ 21-0603 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス)

ビュブロス ビブロス十字軍神殿(城
館) 1966年 31

○ ○ 21-0604 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス)

ビュブロス フェニキア人の海上貿
易港 1966年 7 開発によって海岸線の風景が失われた

○ ○ 21-0605 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス) ビュブロス ローマン劇場 1966年 3

フェニキア～ローマ～
イスラム

○ ○ 21-0606 山岳レバノン県 ジュバイル
ビュブロス(ビブロス) ビュブロス 1966年 2

○ 21-0700 ベイルート県 ベイルート ベイルート 1964～
70年代 11 内戦で破壊される前のベイルートを知る貴重な記録

○ 21-0800 ベイルート県 ベイルート ベイルート古代博物
館 金・銀・鉄製品・装飾品 1977年 19 多くの展示品は内戦で破壊・

紛失したが､ 現在補して展示

○ 21-0900 山岳レバノン県 ファライヤ ファライヤ 1964～
70年代 3 著名なスキー場

○ 21-1001 山岳レバノン県 トリポリ トリポリ 塩田の風車 1964～
70年代 7 民俗資料として重要

○ 21-1002 山岳レバノン県 トリポリ トリポリ 皮細工師 1964～
70年代 1 民俗資料として重要

○ 21-1100 ベッカー県 ぶどう園 1964～
70年代 1 レバノンで最も豊禳な地域

○ ○ 21-1200 アンチ・レバノン山中(山脈) レバノン山中 1964～
70年代 3 カデーシャ渓谷

○ ○ 21-1300 レバノン山中 レバノン山中 スキー場 1964～
70年代 1 レバノン杉(ホルシュ・アルツ・エルラーブ)

○ 21-1400 ザヒール地方 ザヒール地方 ゴラン高原近く 1964～
70年代 1 当時の風景

○ 21-1500 ベッカー県 ベッカー高原 ベッカー高原 ベドゥンテント 1964～
70年代 1 レバノンで最も豊禳な地域

○ 21-1600 南部山岳地方 南部山岳地方 1965年 1 現在訪れることが困難な地域

○ 21-1700 山岳地帯 レバノン杉 1965年 1

○ 21-1800 不明 ナイトクラブ 1965年 2 一つの風俗資料

21-1900 不明 山上のキリスト 1964～
70年代 4 ベイルート東部の山上

21-0000 不明 不明 1964～
70年代 25

レバノン共和国



����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 312 認定者：西藤清秀

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 66

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 247

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 313

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 342

Ｃ／Ｄ(％) 92％

レバノン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 22-0100 イルビド県 ゴラン高原 ゴラン高原 自然風景 1979年 7 中東戦争時の風景を知る上で重要

○ 22-0200 イルビド県 ウム・カイス ティベ
リアス湖(ガリラヤ湖､ キネレト湖)

ティベリアス湖(ガリラヤ湖､ キネレ
ト湖) 1979年 8 移り変わる自然風景として重要

○ 22-0300 アジュルーン県 アジュルーン カラート・アル・ラバド 遺跡 1979年 6 遺存状況良好な十字軍の城

○ 22-0400 イルビド県 ペラ(タバカ) ペラ(タバカ) 遺跡 1979年 96 ヘレニズムからビザンチンの
都市遺跡(発掘調査もすすむ)

○ 22-0501 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 全景 1978､79年 5 観光化され整備されている｡ ヘ
レニズムからローマの代表都市

○ 22-0502 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ シナゴーグ 1978年 4

世界遺産級の遺跡

○ 22-0503 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ アルテミス神殿 1965､78年 9

○ 22-0504 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 聖セオドア教会 1978年 3

○ 22-0505 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 大聖堂 1965､78年 11

○ 22-0506 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 南テトラパイロン(南十
字路) 1978年 4

○ 22-0507 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ フォーラム(楕円広場) 1965､78年 17

○ 22-0508 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 大列柱道路(カルド) 1965､78年 5

○ 22-0509 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 南劇場 1965､78年 15

○ 22-0510 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ ゼウス神殿 1978年 6

○ 22-0511 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 発掘現場 1978年 2

○ 22-0512 ジェラシュ県 ジェラシュ ジェラシュ 遺跡 1978年 13

○ 22-0600 バルカー県 テッル・デイル・アッラ 遺跡 1979年 8 中期青銅器時代から鉄器時代のテル
(ヨルダン渓谷の文化編年の基準遺跡)

○ 22-0701 ヨルダン川 ヨルダン川 人々 1979年 9
当時の風景として重要

○ 22-0702 ヨルダン川 ヨルダン川 風景 1979年 6

○ 22-0800 イルビト県 テル・エッ・サアイ
デーエ テル・エッ・サアイデーエ遺跡 1979年 23 青銅器時代から鉄器時代

○ 22-0900 マフラク県 ウマル・ジャマル ウマル・ジャマル(ウンム・アル・ジ
マール) 遺跡 1979年 27 ローマから初期イスラームの都

市遺跡整備されれば世界遺産級

○ 22-1000 ザルカ県 アシマー アズラク アズラク城(カスル・アル・アズラク) 1978年 2 ローマの城塞｡ オアシス都市

○ ○ 22-1100 ザルカ県
アシマー ウム・エル・ラサス ウム・エル・ラサス 遺跡 1979年 31 ローマの都市遺跡｡ ローマの軍営

地｢カストロン・メファー｣ に比定

○ 22-1200 ザルカ県 アシマー ハラバード城(カスル・アル・ハラバー
ド) 1978年 3 ローマからウマイヤ朝の遺跡｡ 現在

残っているのは､ ウマイヤ朝の離宮

○ ○ 22-1301 ザルカ県 アシマー アムラ城 外景 1978年 7 ウマイヤ朝の離宮

○ ○ 22-1302 ザルカ県 アシマー アムラ城 フレスコ画 1978年 10 ｢イスラームの７人の敵｣など

○ 22-1400 ザルカ県 アシマー ハラーネ城 1978年 2 ウマイヤ朝の離宮｡保存状態良好

○ 22-1500 ザルカ県 アシマー ムシャッタ城 1979年 24
ウマイヤ朝の離宮｡ ｢冬の宮殿｣
の意味｡ 内部を飾っていた彫像は
ドイツ・ペルガモン博所蔵

○ 22-1601 アンマン県 アンマーン(アンマン) アンマーン 町風景 1978年 8 当時の風景として重要

○ 22-1602 アンマン県 アンマーン(アンマン) アンマーン 家庭の食事風景 1965～
70年代 36 当時の風俗として重要

○ 22-1603 アンマン県 アンマーン(アンマン) アンマーン ローマ劇場 1965､79年 5 ローマの劇場｡ 場内に２つの博物館

○ 22-1604 アンマン県 アンマーン(アンマン) アンマン城 1979年 23 青銅器時代からウマイア朝までの
複合遺跡｡ 遺跡内に国立博物館

○ 22-1700 ザルカ県 アシマー イラク・エル・
アミル アンマーン(アンマン)近郊 イラク・エル・アミル 1979年 17 ドビアド朝(アケメネス朝ペルシア)の洞窟遺跡

22-1801 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 館内風景､ 館長 1978､79年 9

22-1802 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 石器 1979年 2

22-1803 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 骨・骨製品 1979年 4

22-1804 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 土器 1978､79年 69

22-1805 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 土製品 1979年 2

22-1806 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 灯明皿 1979年 2

22-1807 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 ろうそく立て 1979年 5

22-1808 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 ランプ 1979年 11

22-1809 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 香炉 1979年 3

22-1810 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 陶器 1979年 7

22-1811 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 ガラス製品 1979年 17

22-1812 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 棺 テラコッタ製 1979年 1

22-1813 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 棺 石製 1979年 1

22-1814 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 壁画 1979年 1

22-1815 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 石碑 1979年 1

ヨルダン・ハシェミット王国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

22-1816 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫刻 1979年 8

22-1817 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 細密画 1979年 1

22-1818 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫刻 貝製 1979年 2

22-1819 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫刻 象牙製 1979年 1

22-1820 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 土偶 1979年 1

22-1821 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 テラコッタ製 1978､79年 25

22-1822 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 材質不明 1978､79年 8

22-1823 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 ライム・ストーン製 1979年 4

22-1824 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 大理石 1979年 10

22-1825 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 青銅製 1979年 2

22-1826 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 彫像 金製 1979年 1

22-1827 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 アラバスター製容器 1979年 3

22-1828 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 石臼 1979年 1

22-1829 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 円筒印章 1979年 1

22-1830 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 装身具 石製 1979年 2

22-1831 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 装身具 ガラス製 1979年 5

22-1832 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 装身具 銀製 1979年 1

22-1833 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 装身具 金製 1979年 5

22-1834 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 金貨 1979年 4

22-1835 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 銀貨 1979年 16

22-1836 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 銅貨 1979年 2

22-1837 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 青銅製品 1979年 5

22-1838 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 鉄製水差し 1979年 1

22-1839 アンマン県 アンマーン(アンマン) 国立考古博物館 巻物(断片・羊皮紙) 1979年 1

22-1901 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 民族衣装 1979年 21

22-1902 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 サウブ(衣装) 1979年 1

22-1903 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 カベ(衣装部分) 1979年 1

22-1904 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館
マラーク(宮廷風衣装)､ タクシーレ
(上着) 1979年 5

22-1905 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 ジライエー(結婚式用衣装) 1979年 6

22-1906 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 結婚衣装 1979年 1

22-1907 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 花嫁衣装 1979年 4

22-1908 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 花嫁用アクセサリー 1979年 1

22-1909 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 装身具(チョーカー) 1979年 1

22-1910 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 頭飾り 1979年 2

22-1911 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 袋 1979年 3

22-1912 アンマン県 アンマーン(アンマン) ヨルダン民族伝統博物館 モザイク 1979年 18

22-2001 不明 カワール・コレクショ
ン カワール家 民族衣装を着た女性 1979年 19

22-2002 不明 カワール・コレクショ
ン ベドゥインの衣装 長衣 1979年 4

22-2003 不明 カワール・コレクショ
ン 民族衣装 長衣 1979年 23

22-2004 不明 カワール・コレクショ
ン サウブ(衣装) 長衣 1979年 2

22-2005 不明 カワール・コレクショ
ン シルシュ(日常着) 長衣 1979年 2

22-2006 不明 カワール・コレクショ
ン ガバニ(衣装) 長衣 1979年 3

22-2007 不明 カワール・コレクショ
ン

サウブ・エレク・エル・ロウズ(衣装)
長衣 1979年 4

22-2008 不明 カワール・コレクショ
ン マラーク(宮廷風衣装) 長衣 1979年 2

22-2009 不明 カワール・コレクショ
ン 宮廷風衣装 長衣 1979年 1

22-2010 不明 カワール・コレクショ
ン

サウブ・エル・アビヤド(嫁入り支度
用衣装) 長衣 1979年 4

22-2011 不明 カワール・コレクショ
ン 結婚式用衣装 長衣 1979年 24

22-2012 不明 カワール・コレクショ
ン ジライエー(結婚式用衣装) 長衣 1979年 10

ヨルダン・ハシェミット王国
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22-2013 不明 カワール・コレクショ
ン 花嫁用衣装 長衣 1979年 2

22-2014 不明 カワール・コレクショ
ン コート 1979年 1

22-2015 不明 カワール・コレクショ
ン タクシーレ(上着) 1979年 10

22-2016 不明 カワール・コレクショ
ン 割礼儀式用上着 1979年 1

22-2017 不明 カワール・コレクショ
ン 女性用ズボン 1979年 1

22-2018 不明 カワール・コレクショ
ン 帽子 1979年 3

22-2019 不明 カワール・コレクショ
ン 頭布 1979年 2

22-2020 不明 カワール・コレクショ
ン 頭飾り紐 1979年 1

22-2021 不明 カワール・コレクショ
ン 花嫁用ショール 1979年 2

22-2022 不明 カワール・コレクショ
ン 結婚式用ショール 1979年 1

22-2023 不明 カワール・コレクショ
ン ベッド・ショール 1979年 3

22-2024 不明 カワール・コレクショ
ン 花嫁用ハンカチーフ 1979年 1

22-2025 不明 カワール・コレクショ
ン 結婚式用レース布 1979年 1

22-2026 不明 カワール・コレクショ
ン 刺繍布 1979年 2

22-2027 不明 カワール・コレクショ
ン クッション 1979年 5

22-2028 不明 カワール・コレクショ
ン 花嫁用クッション 1979年 6

22-2029 不明 カワール・コレクショ
ン クッションカバー 1979年 15

22-2030 不明 カワール・コレクショ
ン 花嫁の飾り 1979年 1

22-2031 不明 カワール・コレクショ
ン コーヒー入れと学生カバン 1979年 1

○ 22-2101 マダバ県 バルカー ネボ山 ネボ山 1978,79年 7 ｢出エジプト｣ 後モーゼの一行が ｢カナン｣ を
初めて眼下におさめた
地○ 22-2102 マダバ県 バルカー ネボ山 ネボ山 スィヤーハ モーゼ記念聖堂 1978年 17

○ 22-2201 マダバ県 マダバ 聖ジョージ教会 エルサレムの地図
モザイク(マダバの地図) 1979年 7

ビザンチン期○ 22-2202 マダバ県 マダバ 12使徒教会 1978年 45

○ 22-2203 マダバ県 マダバ ギリシア教会 1978年 18

○ 22-2204 マダバ県 マダバ 預言者の家 1978年 10

○ 22-2205 マダバ県 マダバ マダバ ヘシュボン遺跡 1979年 7 鉄器時代からオスマン・トルコの都
市遺跡｡ ｢旧約聖書｣ のヘシュバン

○ 22-2206 マダバ県 マダバ マダバ ローマン街道 1978年 4

○ 22-2300 マダバ県 マダバ マダバ博物館 モザイク 1979年 2

○ 22-2400 カラク県 バーブ・エッドラ 1979年 12 前期青銅器時代の都市遺跡

○ 22-2500 カラク県 カラク カラク城 1979年 26 十字軍の城塞｡ 修復が進む､ 内部に博物館

○ 22-2601 死海 死海 自然風景 1978､79 23

当時の風景として重要

○ 22-2602 死海 死海 人々 1978年､
不明 13

○ 22-2603 死海北部 死海北部 自然風景 1978年 23

○ 22-2604 死海東岸 死海東岸 自然風景､ 遺跡 1978年 75

○ 22-2700 東部 東部 町村風景 不明 4

○ 22-2800 中部 中部 町村風景､ ラクダほか 1979年 26

○ 22-2900 マアーン県 ベイダ渓谷 ベイダ渓谷 遺跡ほか 1978､79年 28 先土器時代の集落遺跡｡
住居の遺存状況良好○ 22-3000 マアーン県 ワディ・ムーサ付近 ペトラ付近 1979年 17

○ ○ 22-3101 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ渓谷 ペトラ渓谷 風景 1978年､

不明 9

○ ○ 22-3102 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 夕景 1978年 28

○ ○ 22-3103 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 市入口 1965､78年 68

○ ○ 22-3104 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 四角い墓 1978年､

不明 2

ナバテア大国の首都

○ ○ 22-3105 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ オベリスクの墓 1965､78年 4

○ ○ 22-3106 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ

ペトラ エル・カズネ(ファラオの宝
物庫) 1965､78年 17

○ ○ 22-3107 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ ローマ兵の墓 1965､78年 41

○ ○ 22-3108 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ

ペトラ 王家の墓(セクスティウス・
フロレンティウスの墓) 1978年 5

○ ○ 22-3109 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 新発掘現場 1978年 3

○ ○ 22-3110 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ ナバティア人の墓 1978年 8

ヨルダン・ハシェミット王国
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○ ○ 22-3111 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ キリスト教徒の墓 1965年 3

○ ○ 22-3112 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ ローマ円形劇場 1965､78年 13

○ ○ 22-3113 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 住居跡 1978年 4

○ ○ 22-3114 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 庭墓 1978年 2

○ ○ 22-3115 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 列柱道路 1978年 3

○ ○ 22-3116 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ カスール・アル・ビント神殿 1978年 4

○ ○ 22-3117 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ ライオンの墓 1978年 3

○ ○ 22-3118 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ エド・ディル修道院 1978年 44

○ ○ 22-3119 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ エド・ディル修道院への道 1978年 18

○ ○ 22-3120 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ

ペトラ ローマ神殿 大神殿 レリー
フ 1978年 1

○ ○ 22-3121 マアーン県 ワディ・ムーサ
ペトラ ペトラ 遺跡 1978年 8

○ 22-3200 アカバ県 アカバ アカバ港 風景 1965年 8 現在都市化が進み当時の風景として重要

○ ○ 22-3300 アカバ県 ワディ・ラム ワディ・ラム 自然風景 1979年 19 新石器時代とナバテア時代の遺跡が点在

○ 22-3400 アカバ県
ナフード砂漠(サウジ国境近く) ナフード砂漠(サウジ国境近く) 1978年 28 当時の風景が重要

○ 22-3500 西岸地区 イェリコ(エリーハ) テル・エッスルタン遺跡丘 1988年 18 新石器からビザンチン｡ 新石器の都
市遺跡として ｢塔｣ ｢城壁｣ が有名

○ 22-3600 西岸地区 クムラン ヒルベト・クムラン 1988年 17 クムラン教団の遺跡｡ 紀元前２世紀から紀元１世紀

22-3701 西岸地区 エルサレム エルサレム ホーリーランド・ホテ
ルの庭園 第二神殿時代の模型

1964～
88年 3

危

機

遺

産

○ 22-3702 西岸地区 エルサレム エルサレム 市街風景 1964ある
いは65年 21

○ 22-3703 西岸地区 エルサレム エルサレム オリーブ山 1964～
88年 2

○ 22-3704 西岸地区 エルサレム エルサレム ゲッセマネの園 1964～
88年 2 イエスが弟子と最後に祈っ

たオリーブ山の麓の園

○ 22-3705 西岸地区 エルサレム エルサレム マグダラのマリア教会 1964ある
いは65年 8 カリラヤ湖畔の街

にある教会

○ 22-3706 西岸地区 エルサレム エルサレム アブサロムの墓 1964～
88年 3 エルサレム東のキ

ドレンの谷の塔塞

○ 22-3707 西岸地区 エルサレム エルサレム シオンの丘 1964～
88年 5

○ 22-3708 西岸地区 エルサレム エルサレム ギホンの泉 1964～
88年 1 エルサレムの水源

○ 22-3709 西岸地区 エルサレム エルサレム 嘆きの壁 1964～
88年 4

○ 22-3710 西岸地区 エルサレム エルサレム アクサー・モスク 1988年､
不明 6

○ ○ 22-3711 西岸地区 エルサレム エルサレム 岩のドーム 1964～
88年 23

○ 22-3712 西岸地区 エルサレム エルサレム ソロモン列柱(ソロモン
神殿とアントニウスの塔)

1988年､
不明 10

○ 22-3713 西岸地区 エルサレム エルサレム 聖アンナ教会 1964ある
いは65年 4

○ ○ 22-3714 西岸地区 エルサレム エルサレム 聖墳墓教会 1964～
88年 16

○ 22-3715 西岸地区 エルサレム エルサレム ゴルゴダの道 1964ある
いは65年 1

○ 22-3716 西岸地区 エルサレム エルサレム ゴルゴダの丘 1964ある
いは65年 1

○ 22-3717 西岸地区 エルサレム エルサレム 万国民の教会 1964ある
いは65年 5

○ 22-3718 西岸地区 エルサレム エルサレム 大聖堂(グレート・シナ
ゴーグ)

1964ある
いは65年 2

○ 22-3719 西岸地区 エルサレム エルサレム ダビデ王神殿 1964ある
いは65年 9

○ 22-3720 西岸地区 エルサレム エルサレム ダビデの説教壇 1964ある
いは65年 2

○ 22-3721 西岸地区 エルサレム エルサレム ソロモンの馬小屋(ソロ
モンの厩跡)

1964ある
いは65年 7

○ 22-3722 西岸地区 エルサレム エルサレム 古代至聖所 1964ある
いは65年 4

○ 22-3723 西岸地区 エルサレム エルサレム 十字軍神殿 1964ある
いは65年 2

22-3724 西岸地区 エルサレム エルサレム ハルダの墓 1964～
88年 1

22-3725 西岸地区 エルサレム エルサレム パレスティナ難民キャ
ンプ

1964～
88年 7

22-3726 西岸地区 エルサレム エルサレム 1964～
88年 2

○ 22-3727 西岸地区 エルサレム エルサレム ヨルダン領エルサレム
とイスラエルの境界線

1964～
88年 2

○ 22-3800 西岸地区 モーゼの泉 1978年 12

○ 22-3901 ベツレヘム ベツヘレム 町並み 1964～
88年 6

○ ○ 22-3902 ベツレヘム ベツヘレム 降誕教会 1964～
88年 10

○ 22-4001 不明 民芸博物館 ベドゥインの衣装 1979年 2

○ 22-4002 不明 民芸博物館 衣装(部分) 1979年 23

ヨルダン・ハシェミット王国
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○ 22-4003 不明 民芸博物館 織布 1979年 1

○ 22-4004 不明 民芸博物館 ヘッドレス 1979年 1

○ 22-4005 不明 民芸博物館 ベール 1979年 2

○ 22-4006 不明 民芸博物館 ヘアー・バンド 1979年 3

22-4007 不明 民芸博物館 化粧品バック 1979年 1

22-4008 不明 民芸博物館 ポットカバー 1979年 2

22-4009 不明 民芸博物館 クッションカバー 1979年 11

22-4010 不明 民芸博物館 ベドウィンの敷物 1979年 1

22-4011 不明 民芸博物館 敷物 1979年 3

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,293 西藤清秀認定者：越後屋朗

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 887

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 504

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,391

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,889

Ｃ／Ｄ(％) 74％

ヨルダン・ハシェミット王国
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23-0101 北部 ガリラヤ ティベリアス湖
(ガリラヤ湖､ キネレト湖)北岸 カペナウム遺跡 1964～

88年 3

23-0102 北部 ガリラヤ ティベリアス湖
(ガリラヤ湖､ キネレト湖)北岸

ティベリアス湖畔(ガリラヤ湖､ キネ
レト湖)

1964～
88年 5

23-0103 北部 ガリラヤ ティベリアス湖
(ガリラヤ湖､ キネレト湖)北岸 ミグダレのマリヤ聖堂跡 1964～

88年 3

23-0104 北部 ガリラヤ ティベリアス湖
(ガリラヤ湖､ キネレト湖)畔 タブガー教会 1964～

88年 3

23-0105 北部 ガリラヤ ティベリアス ティベリアス セント・ピータース 1964～
88年 7

23-0106 北部 ガリラヤ ティベリアス ティベリアス 1964～
88年 1

23-0200 北部 ナザレ ナザレ シナゴーグ教会 1964～
88年 10

23-0300 北部 エズレル平野 ベト・シャン遺跡 1964～
88年 1

23-0400 北部 エズレルの谷 エズレルの谷の風景 1964～
88年 1

23-0500 テルアビブ・ハデラ カエサレア遺跡 1964～
88年 1

23-0601 エルサレム エルサレム 町並み 1964年 31

23-0602 エルサレム エルサレム ヨルダン領オリーブ山
を望む

1964～
88年 4

○ ○ 23-0603 エルサレム エルサレム ヨルダン領 岩のドー
ムを望む

1964～
88年 10

神殿の丘／ハラム・シャー
リーフにあって現在のエル
サレムのシンボルとなって
いる ｢岩のドーム｣ はウマ
イヤ朝の第５代カリフ､ ア
ブドゥルマリクによって建
築された｡ エルサレムを占
領した第２代正統カリフの
ウマルにちなんで ｢ウマル・
モスク｣ とも呼ばれる｡ そ
の後､ 何度も修理改築が行
われたが､ 現存する最も古
いイスラーム建築である｡
内部には巨岩があり､ イブ
ラヒーム(アブラハム)が息
子を犠牲として捧げようと
した場所であり､ また預言
者ムハンマドが大天使ジブ
リール(ガブリエル)に導か
れてアッラーとまみえるた
め昇天した場所とされてい
る｡ 岩のドームの創建はエ
ルサレムの宗教的重要性を
大いに高めた

○ ○ 23-0604 エルサレム エルサレム 岩のドーム 1964～
88年 2

○ ○ 23-0605 エルサレム 聖墳墓教会(ダビデの墓のドオモ) 1964～
88年 7

ハドリアヌス帝はキリスト
教徒の信仰の対象であった
ゴルゴタとイエスの墓の上
にアフロディーテの神殿を
建てたが､ 336年､ コンス
タンティヌス帝はアフロディ
ーテの神殿を完全に撤去し､
代わりに聖墳墓教会を建て
た｡ その後この教会は破壊・
再建を繰り返し､ 現在はか
なり複雑な複合建造物となっ
ている｡ キリスト教のいわ
ば聖地である

23-0606 エルサレム ソロモンの記念碑 1964～
88年 2

23-0607 エルサレム ドーミッション教会 1964～
88年 2

○ 23-0608 エルサレム 死海写本館(死海の書の聖書廟) 1964～
88年 1

死海文書は紀元前２､３世
紀から紀元１世紀にかけ
て書かれたもので､ 当時
のユダヤ教(キリスト教の
背景)を理解する上で非常
に重要である｡ 20世紀最
大の発見

23-0609 エルサレム エルサレム 回教村 1964～
88年 4

23-0610 エルサレム エルサレム ギホンの泉 1964年 1

23-0611 エルサレム エルサレム周辺の荒野 1964～
88年 9

○ 23-0700 パレスチナ ベツレヘム ベツレヘム 聖誕教会 1988年 20

23-0800 死海西岸 死海西岸 海岸風景 1988年 4

23-0900 アシュケロン アシュケロン 1964～
88年 1

23-0000 不明 マウント・タブール教会 1964～
88年 1

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 20 認定者：越後屋朗

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 1

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 39

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 40

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 134

Ｃ／Ｄ(％) 30％

イスラエル国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

24-0100 アル・ミルトリブ アル・ミルトリブ スペインの城砦跡 おそらく
1990年 28

24-0200 南バーティナ アル・ハズム アル・ハズム・フォート おそらく
1990年 8

24-0301 アル・ムダイビ アル・ムダイビ おそらく
1990年 19

24-0302 アル・ムダイビ 民家 おそらく
1990年 4

24-0400 ダーヒリーヤ イズキ イズキ城塞 おそらく
1990年 23

24-0500 ダーヒリーヤ バハラァ ジャブリン城 おそらく
1990年 33

24-0600 ダーヒリーヤ バルカ ナハル ナハル・フォート 1990年 38

24-0700 ダーヒリーヤ ニズワ タヌーフ タヌーフの廃墟 おそらく
1990年 42

○ ○ 24-0800 ダーヒリーヤ ニズワ近郊
バフラ バフラ 城塞 おそらく

1990年 7 危機遺産('04年除外)

24-0901 南バーティナ ルスタク ルスタク 遠景 おそらく
1990年 4

24-0902 南バーティナ ルスタク ルスタク 城塞 1990年 25

24-0903 南バーティナ ルスタク ルスタク 市場 おそらく
1990年 4

24-0904 南バーティナ ルスタク ルスタク アルアワビとルスタクの間 おそらく
1990年 7

24-1000 オマーン北部 ファンジャ ファンジャ おそらく
1990年 13

○ 24-1101 南シャルキーヤ スール スール 城 おそらく
1990年 44 カルハットと並んで古代中

世の港町｡ 建造物は比較的
新しい｡ そのため写真とし
てわかりやすい｡ カルハッ
トは遺跡となり写真では建
物がわかりにくい｡

○ 24-1102 南シャルキーヤ スール スール 城砦跡 おそらく
1990年 6

○ 24-1103 南シャルキーヤ スール スール 商館跡 おそらく
1990年 2

24-1104 南シャルキーヤ スール スール 漁師 おそらく
1990年 4

24-1105 南シャルキーヤ スール スール 海岸 おそらく
1990年 5

24-1106 南シャルキーヤ スール スール 町並み おそらく
1990年 50

○ 24-1107 南シャルキーヤ スール スール ダウ船の工場(造船所) おそらく
1990年 58

○ ○ 24-1108 南シャルキーヤ カルハット カルハット ビビ・マリアムなど おそらく
1990年 81 14～15世紀の貿易都市遺跡｡ 破壊が進んでいる｡

24-1201 南シャルキーヤ クリヤット クリヤットの海岸 おそらく
1990年 11

24-1202 南シャルキーヤ クリヤット クリヤットの朝焼け おそらく
1990年 88

○ ○ 24-1301 ドファール サラーラ近郊
ホール・ルーリ ホール・ルーリ サムフラム遺跡 おそらく

1990年 112 紀元前後の香料貿易都市遺跡｡
発掘後の保存対策が十分でない

○ ○ 24-1302 ドファール サラーラ近郊 アル・バリード遺跡 おそらく
1990年 56 14～16世紀の地域拠点都市

遺跡｡ 整備が進んでいる

24-1303 ドファール サラーラ近郊
ミルバド ビン・アリ・モスク おそらく

1990年 37

24-1304 ドファール サラーラ近郊 歴史年代不明の墓 おそらく
1990年 7

24-1305 ドファール サラーラ近郊 ナビ・アユーブ廟 おそらく
1990年 30

24-1306 ドファール サラーラ近郊 モハメド・アリ・アーン おそらく
1990年 3

○ ○ 24-1307 ドファール サラーラ近郊 乳香の林(乳香の谷)(ワディ・アドニー
ブ)

おそらく
1990年 17

24-1308 ドファール サラーラ近郊 サラーラ寄港地展(写真展) おそらく
1990年 11

24-1309 ドファール サラーラ近郊 サラーラ近郊 町並み おそらく
1990年 9

24-1400 ジュサ ジュサ 浜辺 おそらく
1990年 11

○ 24-1501 マスカット ムトラ ダウ船 おそらく
1990年 28 古い形式のダウ船は1990年頃に

廃絶､ 当時のものとして貴重

24-1502 マスカット ムトラ ムトラ・フォート おそらく
1990年 3

24-1503 マスカット ムトラ ムトラ港の歓迎 おそらく
1990年 148

24-1504 マスカット ムトラ 魚市場 おそらく
1990年 19

24-1505 マスカット ムトラ 宝石職人 おそらく
1990年 12

24-1601 マスカット 城壁都市(ミラニフォート､ ジャラリ・
フォート)

おそらく
1990年 15

24-1602 マスカット マスカト(小マスカット)のモスク おそらく
1990年 14

24-1603 マスカット マスカト(小マスカット) おそらく
1990年 41

24-1701 マスカット ルイ ヒンドゥー寺院 おそらく
1990年 67

24-1702 マスカット ルイ ヒンドゥー寺院の祭り おそらく
1990年 37

24-1703 マスカット ルイ スルタン・カブース・モスク おそらく
1990年 31

24-1704 マスカット ルイ ルイ 町並み おそらく
1990年 14

オマーン国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

24-1800 マスカット 建国20周年記念式典 おそらく
1990年 197

24-1900 マスカット ザワーウィモスク 1990年 9

24-0000 不明 不明 おそらく
1990年 712

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 411 認定者：佐々木達夫

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 138

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 273

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 411

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 2,244

Ｃ／Ｄ(％) 18％

オマーン国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 25-0101 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イエディクレ(七つの塔)城塞 1981年 28

○ ○ 25-0102 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール テオドシウス２世の城壁 1972､80､

81年 12

○ ○ 25-0103 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イエレバタン・サルヌジュ(地下宮殿) 1981年 2

○ ○ 25-0104 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ヒポドロム(競馬場)蛇の柱 1972年 4

○ 25-0105 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール テオドシウスのオベリスク 1972､80年 27

○ 25-0106 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ローマン水道(ヴァレンス水道橋) 1972､78､

80年 17

○ ○ 25-0107 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

アヤ・ソフィア博物
館 聖ソフィア寺院(アヤ・ソフィア) 1970､80､

81年 241

25-0108 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール トカリ教会 1970年 4

○ 25-0109 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

フェティエ・ジャミー修道院教会
(ファーティヒ・モスク) 1970年 2

25-0110 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール フェナリ・イサ・モスク 1970年 2

25-0111 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール タクフル宮殿 1970年 1

25-0112 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 聖ユウフェミア教会堂 1970年 2

○ ○ 25-0113 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 聖イレーネ教会 1970年 2

25-0114 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イムラホール修道院教会 1970年 1

○ ○ 25-0115 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

カーリエ博物館(コーラ修
道院付属ソーデール聖堂) カーリエ・モスク モザイク 1970年 68

25-0116 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 聖セルギオス教会 1970～

80年代 1

○ 25-0117 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール リュステム・パジャ・ジャミイ 1972年 14

25-0118 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール タキジ・ジャミイ 1972年 4

25-0119 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イエニ・ワリデ・モスク 1972年 15

25-0120 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール キリッセ・ジャミィ(テオドロス聖堂) 1970～80年代 1

25-0121 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール スレイマニエ図書館 1972年 2

25-0122 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール スレイマニエ図書館 細密画 1970年 1

○ ○ 25-0123 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール スレイマニエ・モスク 1972､80､

81年 64

○ ○ 25-0124 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

スルタン・アフメット･モスク(ブルー・
モスク) 1972､80年 49

25-0125 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 日本総領事館 1972､80年 17

○ 25-0126 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ルーメリ・ヒサル 城 1972､80年 23

○ 25-0127 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ルーメリ・ヒサル メへテルハーネ 1981年 155

○ 25-0128 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ドルマバフチェ宮殿 1972年 52

25-0129 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール アブデュルハミトの隠れ家 1980年 17

○ 25-0130 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール カパル・チャシュ(大バザール) 1980年 56

25-0131 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ベシクタシ・バザール 1980年 10

25-0132 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 市場 1981年 97

25-0133 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ユルディス陶器工房 1980年 71

25-0134 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール メウレウィー(マウラウィー)教団 1980､81

年頃 68

○ 25-0135 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ガラタ塔 1981年 3

25-0136 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 町並み 1970～

80年代

999

25-0137 639

25-0138 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール 修理工場で働く子
供

1970～
80年代 18

25-0139 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ガラタ橋 1980年 106

25-0140 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 魚業 1970～

80年代 35

25-0141 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 荷負人 1970～

80年代 12

25-0142 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール ベリーダンス 1970～

80年代 34

25-0143 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール 青年の日 1976ある

いは80年 151

25-0144 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール ドルマバフチェスタジアム 1970～

80年代 38

25-0145 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール アタチュルク生誕百年祭 1981年 200

25-0146 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

コンスタンチノーブル陥落祝賀パレー
ド 1981年 197

25-0147 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール イスタンブール ベオグラードの森 1978年 27

25-0148 マルマラ地方
イスタンブール近郊 ルメリ・カヴァウ 町並み 1977年 58

トルコ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

25-0149 マルマラ地方 ボスポラス海峡 ボスポラス海峡 1976～
80年 952

25-0150 マルマラ地方 ボスポラス海峡 ボスポラス海峡 夕景 1980､81年 172

25-0151 マルマラ地方 ボスポラス海峡 ボスポラス海峡 朝日 1981年 74

25-0152 マルマラ地方 ボスポラス海峡 ボスポラス海峡 ユスキュダルに昇
る月 1981年 34

25-0153 マルマラ地方 ボスポラス大橋 ボスポラス大橋 1981年 51

25-0200 マルマラ地方 プリンシス諸島 プリンセス諸島 海岸風景 1980年 69

○ ○ 25-0301 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トプカプ宮殿 1972､77､

81年 78

ト
プ
カ
プ
宮
殿
は
撮
影
許
可
が
貰
い
に
く
い
た
め
、
写
真
を
撮
っ
た
写
真
家
が
少
な
い
。
並
河
氏
は
ト
ル
コ
政
府
か
ら
特
別
に
許
可
を
得
て
、
展
示
品
を
含
む
多
く
を
撮
影
し
た

○ ○ 25-0302 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トプカプ宮殿 外観 1972､80､

81年 43

○ ○ 25-0303 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トプカプ宮殿 厨房 1972､77､

81年 8

○ ○ 25-0304 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トプカプ宮殿 庭 1980､81年 324

○ ○ 25-0305 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トプカプ宮殿 至福門 1980､81年 22

○ ○ 25-0306 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 泉水のある石畳ホール 1972､77年 8

○ ○ 25-0307 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 黒人宦官礼拝堂・宿舎 1972､77年 17

○ ○ 25-0308 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 宦官長庁舎 1972､77年 6

○ ○ 25-0309 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 泉水の間 1972､77年 4

○ ○ 25-0310 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 暖炉の間 1977年 7

○ ○ 25-0311 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム スルタンの大広間 1972､77､

81年 20

○ ○ 25-0312 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム ハレム内での踊り 1981年 221

○ ○ 25-0313 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館

ハレム アブデュルハミット１世の
寝室 1977年 2

○ ○ 25-0314 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム ムラート３世の寝室 1972､77年 12

○ ○ 25-0315 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム スルタンの浴室 1972､77年 2

○ ○ 25-0316 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 風呂 1981年 26

○ ○ 25-0317 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム アフメット１世の読書室 1972､77年 5

○ ○ 25-0318 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館

ハレム アフメット３世の食堂(果実
の間)

1972､77､
81年 18

○ ○ 25-0319 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館

ハレム 皇子たちの居館または双房
館(カフェス) 1972､77年 9

○ ○ 25-0320 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 母后の御殿 1972､77､

81年 26

○ ○ 25-0321 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム スルタン夫人の居室 1972､77年 6

○ ○ 25-0322 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 夫人たちの石畳中庭 1977､81年 11

○ ○ 25-0323 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 寵姫たちの病院 1981年 28

○ ○ 25-0324 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 黄金の道 1972､77､

81年 12

○ ○ 25-0325 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム ハレム内の倉庫 1981年 5

○ ○ 25-0326 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 死体洗い場 1981年 30

○ ○ 25-0327 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 牢獄 1981年 41

○ ○ 25-0328 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 牛乳のプール 1981年 15

○ ○ 25-0329 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム 1981年 97

○ ○ 25-0330 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 岩のドーム 1981年 14

○ ○ 25-0331 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 国政会議の間 1972､77年 7

○ ○ 25-0332 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ハレム アフメット３世の図書館 1981年 13

○ ○ 25-0333 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 謁見の間 1972､77､

81年 27

○ ○ 25-0334 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 聖遺物奉安殿 1972､81年 10

○ ○ 25-0335 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 レヴァン離宮 1972年 2

○ ○ 25-0336 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 バグダード離宮 1972､81年 13

○ ○ 25-0337 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 割礼の間 1972年 20

○ ○ 25-0339 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁倉庫 1981年 36

○ ○ 25-0340 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 レンガ作り 1977年 27

○ ○ 25-0341 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 メヘテルハーネ 1981年 154

○ ○ 25-0342 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 旧中国陶磁室 1969年 3

○ 25-0401 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青磁 宋時代 1977年 1

トルコ共和国
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○ 25-0402 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青磁 元時代 1969､77年 62
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○ 25-0403 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 白磁 元時代 1969､77年 7

○ 25-0404 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 元時代 1969､77年 26

○ 25-0405 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青磁 元～明時代 1969､77年 5

○ 25-0406 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青磁 明時代 1977年 7

○ 25-0407 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 白磁 明時代 1969､77年 5

○ 25-0408 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 明時代前期 1969､77年 79

○ 25-0409 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 明時代盛期 1969､77年 125

○ 25-0410 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 明時代後期 1977年 93

○ 25-0411 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 明時代過度期 1977年 25

○ 25-0412 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 明時代 1969､77年 99

○ 25-0413 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 単彩 明時代 1977年 30

○ 25-0414 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青磁 清時代 1977年 2

○ 25-0415 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 白磁 清時代 1969年 2

○ 25-0416 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 青花 清時代 1969､77年 124

○ 25-0417 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 五彩 清時代 1969､77年 14

○ 25-0418 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 紅彩 清時代 1977年 25

○ 25-0419 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 緑花 清時代 1969年 4

○ 25-0420 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 黄花 清時代 1969年 3

○ 25-0421 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 五彩 清時代 1969､77年 10

○ 25-0422 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 清(漢)時代 1977年 34

○ 25-0423 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館

中国陶磁器 イマリ・スタイル 清
時代 1977年 58

○ 25-0424 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 中国陶磁器 瑠璃釉 清時代 1969､77年 9

○ 25-0425 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 七宝(琺瑯) 1977年 17

○ 25-0426 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 日本陶磁器 1977年 44

○ 25-0427 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 イズニク窯 1972､77年 98

○ 25-0428 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 キュタヒヤ窯 1972､77年 80

○ 25-0429 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 チャナッカレ窯 1972年 56

○ 25-0431 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 ラッカ窯 1977年 3

○ 25-0432 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 マムルーク窯 1977年 3

○ 25-0433 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコ陶器 イラン 1977年 2

○ 25-0434 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 イスタンブール陶磁器 1977年 141

○ 25-0435 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコタイル トルコタイル 1972､77年 1

○ 25-0436 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコタイル イズニク窯 1972年 63

○ 25-0437 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコタイル キュタヒヤ窯 1972年 19

○ 25-0438 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコタイル コンヤ窯 1977年 14

○ 25-0439 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 トルコタイル イスタンブール窯 1972年 7

○ 25-0440 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 ガラス 1968､77年 100

○ 25-0441 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 1969､77年 35

○ 25-0442 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 セリム帝記 1969､77年 6

○ 25-0443 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 昇天の書 1969年 6

○ 25-0444 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 スレイマン・ナーメ 1969年 10

○ 25-0445 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 シャー・ナーメ 1969､77年 25

○ 25-0446 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 シャーヒン・シャー・ナーメ 1969､77年 14

○ 25-0447 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ハムサ 1977､81年 33

○ 25-0448 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢薬物誌｣ 1977年 4

○ 25-0449 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢幾何学的機械技術の書｣ 1977年 10

○ 25-0450 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢獣医術の書｣ 1977年 3

トルコ共和国
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○ 25-0451 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢恒星の様相の書｣ 1977年 7
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○ 25-0452 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 首飾りの注釈 1977年 5

○ 25-0453 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 スール・ナーメ 1969､77､

81年 9

○ 25-0454 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 カリーラとデムナ 1977年 10

○ 25-0455 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ワルカとグルーシャー 1968～

80年代 4

○ 25-0456 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 預言者伝 1981年 8

○ 25-0457 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ハフト・アブラング 1977年 5

○ 25-0458 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢不可思議集｣ 1977年 3

○ 25-0459 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 ｢技能の書｣ 1969､81年 4

○ 25-0460 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 細密画 宮廷画帳(スィヤフ・カレム) 1969､77年 29

○ 25-0461 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館

細密画 宮廷画帳､ レヴニーの画帳､
宮廷絵画

1969､77､
81年 44

○ 25-0462 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 肖像画 1981年 27

○ 25-0463 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 祈祷用絨毯 1968､81年 62

○ 25-0464 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 絨毯 1981年 66

○ 25-0465 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 キリム 1981年 9

○ 25-0466 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 スルタンの衣裳 1978年 123

○ 25-0467 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 刺繍 1978年 48

○ 25-0468 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 軍具 1978年 36

○ 25-0469 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 勲章 1978年 12

○ 25-0470 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 王座関係 1968､78年 13

○ 25-0471 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 ターバン飾り 1978年 8

○ 25-0472 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 吊り飾り 1978年 12

○ 25-0473 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 コーランカバー 1968､78年 10

○ 25-0474 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 小物類 1978年 6

○ 25-0475 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 時計 1978､81年 43

○ 25-0476 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 翡翠・水晶・めのう類 1968年 51

○ 25-0477 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 生活用具 1968年 18

○ 25-0478 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 置物 1978年 21

○ 25-0479 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 宝物 装身具 1978年 5

○ 25-0480 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 金属加工品 1977年 81

○ 25-0481 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 剣ほか 1977､81年 63

○ 25-0482 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 エッチング 1981年 30

○ 25-0483 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

国立トプカプ宮殿博
物館 印 1981年 5

○ 25-0484 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール大学
図書館 細密画 1977年 1

○ 25-0500 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 軍事博物館 館内展示 1981年 17

○ 25-0600 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール モザイク美術館 モザイク画 1970年頃 8

○ 25-0701 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 古代土器 1972､78年 49

○ 25-0702 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 古代オリエント時代 粘土板ほか 1978年 18

○ 25-0703 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 青銅製像ほか 1972年 31

○ 25-0704 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 彫刻 1972､78年 166

○ 25-0705 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 フレスコ・モザイク画 1972年 5

○ 25-0706 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 ビザンチン時代 陶器 1972､78年 13

○ 25-0707 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 ガラス 1978年 21

○ 25-0708 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 金製品 1972､78年 43

○ 25-0709 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 コイン 1978年 86

○ 25-0710 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

イスタンブール考古
学博物館 外観館内 1981年 30

○ 25-0801 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

トルコ・イスラム美
術博物館 織物 1970年 51

○ 25-0802 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

トルコ・イスラム美
術博物館 細密画 1970年 7

トルコ共和国
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○ 25-0803 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール

トルコ・イスラム美
術博物館 工芸品 1970年 9

○ 25-0901 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 装飾タイル博物館 トルコ陶器 1968～

80年代 102

○ 25-0902 マルマラ地方 イスタンブール県
イスタンブール 装飾タイル博物館 タイル 1968～

80年代 21

25-1000 マルマラ地方 テルコス湖畔 テルコス湖畔 町並み 1978年 14

○ 25-1101 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ ユチ・シェレフェリ・ジャミイ 1972年 2

○ 25-1102 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ ムラディエ・ジャミイ 1972年 8

○ ○ 25-1103 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ

セリミエ・ジャーミー(セリミエ・モ
スク) 1972年 6

○ ○ 25-1104 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ 医学博物館 ベヤズット２世・ジャミイ 1972年 2

25-1105 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ

ヤールギュレシ(オイルレスリング)
トルコ式レスリング 1980年 133

25-1106 マルマラ地方 エディルネ県
エディルネ エディルネ 町並み 1972年頃 17

25-1201 マルマラ地方 ブルサ県
イズニク イズニク アヤ・ソフィア 1968～

80年代 12

25-1202 マルマラ地方 ブルサ県
イズニク イズニク 町並み 1968～

80年代 5

○ 25-1301 マルマラ地方 ブルサ県 ブルサ ムラディエ・ジャミイ 1972年 4

○ 25-1302 マルマラ地方 ブルサ県 ブルサ イェシル・ジャミイ 1972年 15

25-1303 マルマラ地方 ブルサ県 ブルサ ブルサ 町並み 1978､80年 42

25-1400 マルマラ地方 マルマラ海南沿岸 雑貨市 1978年 30

○ ○ 25-1501 マルマラ地方 チャナッカレ県
ヒッサルリク トロイ トロイ遺跡 1972年頃 122

○ ○ 25-1502 マルマラ地方 チャナッカレ県
ヒッサルリク トロイ トロイ 木馬 1972年頃 2

25-1503 マルマラ地方 チャナッカレ県
ヒッサルリク トロイ トロイ 夕景 1977年 7

○ 25-1600 マルマラ地方 チャナッカレ県
チャナッカレ

チャナッカレ考古学
博物館 彫刻 1968～

80年代 1

○ ○ 25-1701 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス ゼウス祭壇址 1972年 3

○ ○ 25-1702 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス トラヤヌス神殿 1972年 3

○ ○ 25-1703 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス アテネ神殿 1972年 3

○ ○ 25-1704 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス 大劇場 1972年 10

○ ○ 25-1705 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス ディオニソス神殿 1972年 7

○ ○ 25-1706 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス 西側倉庫 (夕景) 1981年 19

○ ○ 25-1707 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アクロポリ
ス 1972年 5

○ ○ 25-1708 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) アスクレピ
オス神域 1972年 24

○ ○ 25-1709 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

ベルガマ(ペルガモン) ローマン水
道跡 1972年 1

○ 25-1710 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ ベルガマ 町並み 1972年頃 6

○ 25-1711 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ ベルガマ 不明 1977､81年 80

○ 25-1800 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ ペルガモン博物館 彫刻 1970年 22

○ 25-1901 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ イズミル アゴラ 1972年 4

25-1902 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ イズミル 町並み 1972年頃 59

○ 25-2000 エーゲ海地方 イズミル県
ベルガマ

イズミール考古博物
館 彫刻 1972年 14

○ ○ 25-2101 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 聖ヨハネ教会 1981年 41

○ ○ 25-2102 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス ハドリアヌス神殿 1972年 26

○ 25-2103 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 商店街 1972年 10

○ 25-2104 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス クレティアスストリート 1972年 12

○ ○ 25-2105 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス トラヤヌスの泉 1972年 2

○ 25-2106 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス アルカディネ大通り 1972年 6

○ 25-2107 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 海岸の大浴場 1972年 3

○ ○ 25-2108 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス

エフェソス 大理石通り(マーブルス
トリート) 1972年 12

○ ○ 25-2109 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 公共浴場 1972年 4

○ ○ 25-2110 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス メミウスの記念碑 1981年 20

○ ○ 25-2111 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 図書館 1972年 4

○ ○ 25-2112 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 愛の家(娼婦の館) 1972年 8

○ ○ 25-2113 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス オディオン(音楽堂) 1972年 16

トルコ共和国
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○ ○ 25-2114 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 大劇場 1972､81年 21

○ ○ 25-2115 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 宮殿跡 1972年 6

○ ○ 25-2116 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス ビザンチン教会 1972年 1

○ ○ 25-2117 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス アゴラ 1972年 18

○ ○ 25-2118 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 元老院 1972年 10

○ ○ 25-2119 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 水道跡 1972年 4

○ ○ 25-2120 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 奴隷の門 1981年 3

○ ○ 25-2121 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス イサベイ・ジャミイ 1981年 5

○ ○ 25-2122 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス

エフェソス ケルズスの図書館(セル
シウス図書館) 1981年 18

○ ○ 25-2123 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス ドミティアヌス神殿 1981年 6

○ ○ 25-2124 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス ヴァリウスの浴場 1981年 4

○ ○ 25-2125 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス スコラティカの浴場 1981年 6

○ ○ 25-2126 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 聖母マリアの家 1981年 12

○ 25-2127 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス エフェソス 不明 1977､81年 187

○ 25-2200 エーゲ海地方 イズミル県
エフェソス

エフェス考古学博物
館 彫像 1972年 6

25-2301 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 全景 1978年 12

25-2302 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス ビサンチン建造物 1978､81年 11

○ 25-2303 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 中世の城 1978､81年 11

○ 25-2304 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 初期キリスト教会 1978年 2

○ 25-2305 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス ローマ時代のアゴラ 1978年 4

○ 25-2306 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 劇場 1978年 1

○ 25-2307 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス アクロポリス 1978年 1

○ 25-2308 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 波止場 1978年 1

○ 25-2309 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 東ローマ時代の音楽堂 1978年 4

25-2310 エーゲ海地方 ムーラ県
イアソス イアソス 不明 1978､81年 16

○ ○ 25-2401 エーゲ海地方 アイドゥン県
アフロディシアス アフロディシアス 競技場 1972年 5

○ ○ 25-2402 エーゲ海地方 アイドゥン県
アフロディシアス アフロディシアス オデイオン 1972年 2

○ ○ 25-2403 エーゲ海地方 アイドゥン県
アフロディシアス アフロディシアス 神殿と住居跡 1972年 39

○ ○ 25-2500 エーゲ海地方 アイドゥン県
アフロディシアス

アフロディシアス博
物館 彫刻 1981年 22

○ 25-2600 エーゲ海地方 マニサ県 サルト サルディス(サルデス) アルテミス
の神殿 1972年 23

25-2701 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 遠景 1972､77､

81年 10

○ 25-2702 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ アテナ神殿 1972､77､

81年 26

○ 25-2703 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 会議所(ブレウテリオン) 1972年 9

○ 25-2704 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 劇場 1972年 8

○ 25-2705 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 大階段(水道跡) 1972年 2

○ 25-2706 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 教会跡 1972年 4

○ 25-2707 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 住宅跡 1972年 3

○ 25-2708 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 中央通り 1972年 4

○ 25-2709 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ アゴラ 1972年 17

○ 25-2710 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 商店街 1976年 1

25-2711 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 不明 1972､77､

81年 71

25-2712 エーゲ海地方 アイドゥン県
プリエネ プリエネ 町並み 1972､77､

81年 2

○ 25-2801 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 大神殿(デルフィニオン) 1972､76年 3

○ 25-2802 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 会議場 1972､76

年頃 1

○ 25-2803 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス イオニアの倉庫 1972､76

年頃 7

○ 25-2804 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 劇場 1972年 32

○ 25-2805 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス Dervis Tekkesi 1972､76年 4

○ 25-2806 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 記念の泉(ニンフィウム) 1972年 9

トルコ共和国
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○ 25-2807 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス アゴラ 1972､76年 4

○ 25-2808 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス ローマ風呂 1972､76年 3

○ 25-2809 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 貯蔵庫 1972､76年 2

○ 25-2810 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス ファウスチナの浴場 1972､76年 14

○ 25-2811 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 港の記念碑 1972､76年 4

○ 25-2812 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 遊戯場 1972､76年 2

25-2813 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 不明 1972､77年 32

25-2814 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 綿つみをする人たち 1972､76年 12

25-2815 エーゲ海地方 アイドゥン県
ミレト ミレトス 風景 1972､76年 3

25-2901 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 1972年 14

○ 25-2902 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ アポロ神殿 礎石 1972､76年 31

○ 25-2903 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ アポロ神殿 側壁 1972､76年 2

○ 25-2904 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ アポロ神殿 内庭 1972年 2

○ 25-2905 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ メドゥサ 1972､76､

81年 21

○ 25-2906 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 大階段 1972､76年 5

○ 25-2907 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 柱頭装飾 1972年 1

○ 25-2908 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 柱 1972年 7

○ 25-2909 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 内庭にいたる通廊 1972年 2

○ 25-2910 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 大階段舞場 1972年 1

25-3000 エーゲ海地方 アイドゥン県
ディデュマ ディデュマ 不明 1977､81年 49

○ 25-3101 エーゲ海地方 ムーラ県
クニドス クニドス 都市壁 1978年 5

○ 25-3102 エーゲ海地方 ムーラ県
クニドス クニドス 住居跡 1978年 7

○ 25-3103 エーゲ海地方 ムーラ県
クニドス クニドス ゼウス神殿 1978年 5

○ 25-3104 エーゲ海地方 ムーラ県
クニドス クニドス アテナ神殿 1978年 1

25-3105 エーゲ海地方 ムーラ県
クニドス クニドス 発掘現場 1978年 2

○ ○ 25-3200 エーゲ海地方 デニズリ県
ヒエラポリス ヒエラポリス(女精神殿) 1972､81年 77

○ 25-3300 エーゲ海地方 デニズリ県
パムッカレ パムッカレ 石灰棚 1972､81

年頃 14

25-3401 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ

ディオカエサレア ゼウス・オルビ
オス神殿 1978年 10

25-3402 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 商店街 1978年 1

25-3403 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 列柱廊 1978年 2

25-3404 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 市入口 1972､78年 4

25-3405 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア ローマン水道 1972年 1

25-3406 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 都市跡 1972､78年 4

25-3407 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 塔型墳墓 1972､78年 3

25-3408 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 神殿型墓 1972､78年 5

25-3409 地中海地方 メルスィン県
ウズンジャブルチュ ディオカエサレア 不明 1972､78年 25

25-3501 エーゲ海地方 ムーラ県
フェトヒイェ フェトヒイェ リキュア様式の墓 1977年 19

25-3502 エーゲ海地方 ムーラ県
フェトヒイェ フェトヒイェ 町並み 1977年 20

25-3601 エーゲ海地方 ムーラ県
カウノス カウノス リキア式岩窟墳 1978､81年 56

25-3602 エーゲ海地方 ムーラ県
カウノス カウノス ローマ劇場ほか 1978､80年 67

25-3700 マルマラ地方 チャナッカレ県
ダーダネルス海峡 ダーダネルス海峡 1980､81年 24

25-3800 マルマラ地方 ダーダネルス海峡
付近 ダーダネルス海峡付近 1978年 13

○ 25-3901 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス 城壁 1978年 4

○ 25-3902 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス アゴラ 1978年 10

○ 25-3903 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス 共同墓地 1978年 4

○ 25-3904 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス 見張り塔 1978年 6

○ 25-3905 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス アテナ神殿 1978年 8

○ 25-3906 マルマラ地方 チャナッカレ県
アソス アソス 不明 1978年 13

トルコ共和国
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25-4001 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 全景 1978年 4

25-4002 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ

エリュトライ ビザンチン教会発掘
現場 1978年 1

25-4003 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 住居跡(Ａ) 1978年 7

25-4004 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 住居跡(Ｂ) 1978年 3

25-4005 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 住居跡(Ｃ) 1978年 4

○ 25-4006 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 劇場 1978年 17

○ 25-4007 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ アクロポリス 1978年 3

25-4008 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 未発掘地域 1978年 2

○ 25-4009 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 神殿 1978年 2

○ 25-4010 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 城壁 1978年 3

25-4011 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ アレオン川水源 1978年 4

25-4012 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 発掘隊員・隊長 1978年 16

25-4100 エーゲ海地方 ムーラ県
エリュトライ エリュトライ 不明 1978年 19

25-4200 エーゲ海地方 イズミル県
クラロス クラロス アポロン神殿 1978年 10

25-4300 エーゲ海地方 イズミル県
コロホン コロホン アクロポリス 1978年 5

○ 25-4400 エーゲ海地方 イズミル県
チェシュメ チェシュメ 町並み 不明 15

○ 25-4500 エーゲ海地方 イズミル県
フォチャ フォチャ(フォカイア) 町並み 1978年 3

○ 25-4601 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア ヘレニズム都市と城塞 不明 2

○ 25-4602 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア 見張り塔 1978年 2

○ 25-4603 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア アテナ神殿 1978年 2

○ 25-4604 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア 港 1978年 2

○ 25-4605 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア 都市跡 1978年 2

○ 25-4606 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア ビザンチン教会 1978年 1

25-4607 エーゲ海地方 ムーラ県
ヘラクレイア ヘラクレイア 不明 1978年 4

25-4700 黒海地方 ゾングルタク県
カラデニズ・エレーリ エレーリ 製鉄所 不明 124

25-4800 エーゲ海地方 ムーラ県
ボドルム

ボドルム(旧：ハリカルナッソス)
町並み 1977年 4

25-4900 エーゲ海地方 ムーラ県
ボドルム ギュルリュック湾 1981年 8

25-5001 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダより遠景 1978年 2

○ 25-5002 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ 墳墓 1978年 1

○ 25-5003 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ アンドロン(Ａ) 1978年 8

○ 25-5004 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ アンドロン(Ｂ) 1978年 2

○ 25-5005 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ オイコイ 1978年 1

○ 25-5006 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ テラスハウス 1978年 2

○ 25-5007 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ エクセドラ 1978年 2

○ 25-5008 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ マウソーロスの通路 1978年 3

○ 25-5009 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ 東教会 1978年 3

○ 25-5010 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ 噴水 1978年 2

○ 25-5011 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ 沐浴ホール 1978年 1

25-5100 エーゲ海地方 ムーラ県
ラブランダ ラブランダ 不明 1978年 2

25-5200 エーゲ海地方 アイドゥン県
クシャダス クシャダス 町並み 1977年 59

○ 25-5301 地中海地方 アンタルヤ県
アンタルヤ アンタルヤ イヴリ・ミナレ 1972年 4

25-5302 地中海地方 アンタルヤ県
アンタルヤ アンタルヤ ムセリム・ジャミイ 1972年 3

25-5303 地中海地方 アンタルヤ県
アンタルヤ

アンタルヤ メフメット・パッシャー
ジ・ジャミイ 1972年 2

○ 25-5304 地中海地方 アンタルヤ県
アンタルヤ アンタルヤ 町並み 不明 30

25-5305 地中海地方 アンタルヤ県
アンタルヤ

イプリクチ・モスク
博物館 アンタルヤ 染付タイル 1972年 1

25-5400 地中海地方 アンタルヤ県 カシュ 町並み 1972､76､
81年 30

○ ○ 25-5501 地中海地方 アンタルヤ県
カシュ近郊 クヌク クサントス リキュア様式の石棺 1972年 17

○ ○ 25-5502 地中海地方 アンタルヤ県
カシュ近郊 クヌク クサントス 劇場 1972､76年 12

トルコ共和国
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○ ○ 25-5503 地中海地方 アンタルヤ県
カシュ近郊 クヌク クサントス ビザンチン教会 1972年 2

○ ○ 25-5600 地中海地方 アンタルヤ県
カシュ近郊 クヌク クサントス 不明 1972年 55

○ 25-5701 地中海地方 アンタルヤ県
ペルゲ ペルゲ アルテミス神殿 1972年 12

○ 25-5702 地中海地方 アンタルヤ県
ペルゲ ペルゲ 闘技場 1972年 2

○ 25-5703 地中海地方 アンタルヤ県
ペルゲ ペルゲ 劇場跡 1972年 15

○ 25-5704 地中海地方 アンタルヤ県
ペルゲ ペルゲ ローマ浴場 1972年 3

○ 25-5800 地中海地方 アンタルヤ県
ペルゲ ペルゲ 不明 1972年 21

25-5900 地中海地方 アンタルヤ県
ファセリス ファセリス遺跡 1972年 25

○ 25-6001 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 共同墓地 1972年 15

○ 25-6002 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス アルテミス神殿への道 1972年 6

○ 25-6003 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス アタロスの通路 1972年 5

○ 25-6004 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 列柱路 1972年 2

○ 25-6005 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 列柱路近くの建造物 1972年 10

○ 25-6006 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 劇場 1978年 10

○ 25-6007 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 競技場 1978年 2

○ 25-6008 地中海地方 アンタルヤ県
テルメッソス テルメッソス 不明 1977､78年 63

○ 25-6101 地中海地方 アンタルヤ県
アスペンドス アスペンドス遺跡 1972､78年 5

○ 25-6102 地中海地方 アンタルヤ県
アスペンドス アスペンドス 劇場跡 1972､78､

81年 31

○ 25-6201 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ 円形劇場 1972年 13

○ 25-6202 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ 古代植民地 1972､78年 8

○ 25-6203 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ遺跡 1978年 5

25-6204 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ 織物を織る女性 1972､78年 6

○ 25-6300 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ 不明 1972､78年 30

○ 25-6400 地中海地方 アンタルヤ県 シデ シデ考古学博物館 彫刻 レリーフ 1981年 124

25-6501 地中海地方 メルスィン県
カンリデバネ カンリデバネ 中世キリスト教修道院 1972､76年 33

25-6502 地中海地方 メルスィン県
カンリデバネ カンリデバネ 都市址 1972年 3

25-6503 地中海地方 メルスィン県
カンリデバネ カンリデバネ 都市址の大穴神域 1972､76年 13

25-6504 地中海地方 メルスィン県
カンリデバネ カンリデバネ 岩崖墳墓と神像 1972年 7

25-6505 地中海地方 メルスィン県
カンリデバネ カンリデバネ 不明 1977年 64

○ 25-6601 地中海地方 アンタルヤ県
アランヤ

アランヤ 城壁(クズル・カレ(赤い
塔)､ 他) 1972､81年 123

○ 25-6602 地中海地方 アンタルヤ県
アランヤ アランヤ 不明 1972､81年

か？ 2

25-6701 地中海地方 メルスィン県
アナムル アナムル アナムル城 1972年 21

25-6702 地中海地方 メルスィン県
アナムル アナムル キャラバンサライ 1972年 7

25-6800 地中海地方 メルスィン県
アナムル アナムル 不明 1981年 17

25-6901 地中海地方 メルスィン県
シリフケ シリフケ 天国と地獄 1970年 17

25-6902 地中海地方 メルスィン県
シリフケ シリフケ 風景 1970年 17

25-7000 地中海地方 メルスィン県
シリフケ近郊 クズカレシ クズカレシ(コリコス城､ 乙女の城) 1970年代 2

25-7101 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ

アンタキヤ プラエシリアエ ゼウ
ス神殿 1972年 10

25-7102 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ アンタキヤ アシ川 1972年 8

25-7103 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ アンタキヤ 聖ペテロの洞窟教会 1972年 51

25-7200 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ アンタキヤ 不明 1972年 19

○ 25-7300 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ

モザイク博物館(アン
タキヤ考古学博物館) モザイク 1967年 45

○ 25-7400 地中海地方 ハタイ県
アンタキヤ ハタイ博物館 彫刻 1960～

80年代 13

25-7501 地中海地方 ハタイ県
イスケンデルン イスケンデルン 町並み 1979年 3

25-7502 地中海地方 ハタイ県
イスケンデルン イスケンデルン ローマン水道 1978年 4

25-7600 地中海地方 ハタイ県 サマンダー サマンダー ゼウス神殿 1972年 1

25-7700 地中海地方 アダナ県 アダナ アダナ セントジョセフ 1960～
80年代 4

○ 25-7800 地中海地方 アダナ県 アダナ アダナ博物館 ガラス製品 1960～
80年代 38

トルコ共和国



����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

25-7901 地中海地方 ハタイ県 アチャナ アチャナ 全景 1972年 5

25-7902 地中海地方 ハタイ県 アチャナ アチャナ 第２神殿 1972年 5

25-7903 地中海地方 ハタイ県 アチャナ アチャナ 住居址 1972年 4

25-7904 地中海地方 ハタイ県 アチャナ アチャナ 大神殿 1972年 8

25-8001 地中海地方 アナムリオン
(アナムル) アナムリオン(アナムル) 発掘現場 1972年 11

25-8002 地中海地方 アナムリオン
(アナムル) アナムリオン(アナムル) 植民市址 1972年 22

○ 25-8100 地中海地方 メルスィン県
アラハン アラハン修道院 1978年 46

25-8200 南東アナトリア地方 ガジアンテ
プ県 ガジアンテプ 風景 1960～

80年代 6

25-8300 地中海地方 メルスィン県
メジトリ ポンペイポリス 1972年 3

25-8401 地中海地方 アンタルヤ県
デムレ ミュラ リュキアの岩窟墳墓 1972､81年 15

25-8402 地中海地方 アンタルヤ県
デムレ ミュラ 聖ニコラス教会 1981年 52

25-8500 地中海地方 アンタルヤ県
フィニケ フィニケ サンタクロース出生地 1960～

80年代 6

25-8600 地中海地方 リュキア地方 リュキア地方の落日 1981年 20

25-8700 地中海地方 アンタルヤ県
トロス山脈 トロス山脈 1976年 4

25-8800 中央アナトリア地方 コンヤ県
イヴィリス イヴィリス ワルパラワシュ王の浮彫 1972年 1

○ 25-8901 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ アンカラ アスランハーネジャミイ 1972年 3

○ 25-8902 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ アンカラ ローマ浴場跡 1960～

80年代 9

○ 25-8903 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ アンカラ アタチュルク廟 1981年 45

○ 25-8904 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ アンカラ 町並み 1977､78年 86

○ 25-9001 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 トルコ陶器 1972年 21

○ 25-9002 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 トルコタイル 1972年 8

○ 25-9003 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 ガラス 1970～

72年頃 2

○ 25-9004 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 陶器 1970～

72年頃 3

○ 25-9005 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 織物 1970年 70

○ 25-9006 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 衣服 1970年 10

○ 25-9007 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 細密画 1970～

72年頃 4

○ 25-9008 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ 民俗博物館 その他 1970～

72年頃 12

○ 25-9100 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 土器・金属製像 1979年 54

○ 25-9101 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 館内 1979年 5

○ 25-9102 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 アリシャル出土 1979年 4

○ 25-9103 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 アラジャ・ヒュユク出土 1979年 29

○ 25-9104 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 キュルテペ出土 1979年 30

○ 25-9105 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 ホロズテペ出土 1979年 3

○ 25-9106 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 SAKCA GOZU-CABA HOYUK出土 1979年 4

○ 25-9107 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 カット第２丘出土 1979年 4

○ 25-9108 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 アスランテペ出土 1979年 10

○ 25-9109 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 カルケミシュ出土 1979年 29

○ 25-9110 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 ゴルディオン出土 1979年 15

○ 25-9111 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 アルトゥンテペ出土 1979年 5

○ 25-9112 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 ボアズカリ出土 1979年 5

○ 25-9200 中央アナトリア地方 アンカラ県
アンカラ

アナトリア文明博物
館 館内 1979年 34

○ 25-9300 中央アナトリア地方 クルシェヒル県
ゴルディオン(現：ヤッス・ホユック) ゴルディオン(現：ヤッス・ホユック) 1972､78､81年 39

○ ○ 25-9401 中央アナトリア地方 チョルム県
ボアズカレ ハットゥシャ ハットゥシャ 1972､76､

83年 31

○ ○ 25-9402 中央アナトリア地方 チョルム県
ボアズカレ ヤズルカヤ ヤズルカヤ 1972年 22

○ ○ 25-9403 中央アナトリア地方 チョルム県
ボアズカレ ヤズルカヤ ヤズルカヤ 神々の行列 1972年 6

○ 25-9500 中央アナトリア地方 チョルム県
アラジャ・ヒュユク アラジャ・ヒュユク 1979年 9

○ 25-9601 中央アナトリア地方
エスキシェヒル県 エスキシェヒル シダス王の墓 1972年 3

○ 25-9602 中央アナトリア地方
エスキシェヒル県 エスキシェヒル パイプ造り 1972年 15

トルコ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

25-9700 エーゲ海地方 キュタヒヤ県 キュタヒヤ 町並み 1980年 48

25-9800 黒海地方 ボル県 ボル 風景 1980年 2

25-9900 中央アナトリア地方
エスキシェヒル県 ペッシヌス ペシヌス 聖域 1978年 4

26-0101 中央アナトリア地方 コンヤ県
アクシェヒル

アクシェヒル セイト・マームト・
ハイラン廟墓 1972年 2

26-0102 中央アナトリア地方 コンヤ県
アクシェヒル

アクシェヒル キョチュク・アヤソ
フィア・マスジット 1972年 2

26-0103 中央アナトリア地方 コンヤ県
アクシェヒル

アクシェヒル カツシュ・メドレッ
セ 1972年 3

26-0104 中央アナトリア地方 コンヤ県
アクシェヒル アクシェヒル 初期ビザンチン城壁 1972年 3

26-0200 中央アナトリア地方 コンヤ県
チャタル・ヒュユク

チャタル・ヒュユク 新石器時代町
邑集落址 1972､79年 11

○ 26-0301 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ サヒプ・アタ・ジャーミー 1972年 4

○ 26-0302 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ アラエッディン・ジャーミー 1972年 5

○ 26-0303 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ スルチャリ・メドレセ 1972年 6

○ 26-0304 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ インジェ・ミナレ・メドレセ 1972年 7

○ 26-0305 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ サドレッティン・コネウィ廊 1972年 2

○ 26-0306 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ アクサライ 1972年 1

26-0307 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ コンヤ 町並み 1972年 58

○ 26-0400 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ 陶器博物館 ビュユク・カラタイ・メドレセ 1972年 24

○ 26-0501 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ メヴラーナ博物館 メヴラーナ・ジャミイ(ルーミー廟) 1972年 1

○ 26-0502 中央アナトリア地方 コンヤ県
コンヤ メヴラーナ博物館 絨毯 1970年 23

○ 26-0601 中央アナトリア地方 カイセリ県
カイセリ カイセリ ウルジャミイ 1972年 1

○ 26-0602 中央アナトリア地方 カイセリ県
カイセリ カイセリ キュリュユクジャミイ 1972年 2

○ ○ 26-0701 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ野外博物館 ギョレメ エルマル・キリセ(リンゴ

の聖堂) 1970年 33

○ ○ 26-0702 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ野外博物館 ギョレメ バルバラ・キリセ(聖女バ

ルバラの聖堂) 1970年 22

○ ○ 26-0703 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ野外博物館 ギョレメ ユランル・キリセ(蛇の教

会) 1970年 16

○ ○ 26-0704 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ野外博物館 ギョレメ カランルック・キリッセ

(暗闇の聖堂) 1970､76年 8

○ 26-0705 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ 渓谷 1972､76､

81年 356

26-0706 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ 町並み 1976､77､

81年 331

26-0707 中央アナトリア地方 カイセリ県 エルジェス山 1976､77､
81年頃 24

○ ○ 26-0708 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ ギョレメ エル・ナザル教会 1976､77､

81年頃 29

○ ○ 26-0709 中央アナトリア地方
ネヴシェヒル県 ギョレメ

ギョレメ トカル・キリセ(バックル
の聖堂)

1976､77､
81年頃 13

○ ○ 26-0801 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 ソアンル ソアンル ヨハネ教会 1970年 5

○ ○ 26-0802 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 ソアンル ソアンル ジャナウラー教会堂 1970年 2

○ ○ 26-0803 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 ソアンル ソアンル 聖母教会 1970年 5

○ 26-0804 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 ソアンル ソアンル 鳩の巣 1976､77､

81年頃 5

○ ○ 26-0901 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 アヴァノス

アヴァノス チャウシン教会堂(聖ヨ
ハネ教会) 1970年 5

26-0902 中央アナトリア南部地方
ネヴシェヒル県 アヴァノス アヴァノス 町並み 1976､77､

81年頃 2

○ 26-1000 中央アナトリア南部地方
ニーデ県 ニーデ ニーデ エスキ・ギムッシュ修道院 1970年 11

○ 26-1101 エーゲ海地方
アフヨンカラヒサル県 アフヨンカラサヒル ミスリジャミイ 1972年 4

26-1102 エーゲ海地方
アフヨンカラヒサル県 アフヨンカラヒサル ケシ畑 1978年 14

26-1200 中央アナトリア地方
塩湖(トゥズ湖) 塩湖(トゥズ湖) 1981年 33

26-1301 黒海地方 アマスィヤ県
アマスヤ アマスヤ ローマ軍兵士の墓 1972年 9

26-1302 黒海地方 アマスィヤ県
アマスヤ アマスヤ ギョク・マドラッサ 1972年 4

26-1303 黒海地方 アマスィヤ県
アマスヤ アマスヤ ウル寺院 1972年頃 2

26-1401 黒海地方 トカット県 トカット トカット ギョク・メドレッセ 1972年 7

26-1402 黒海地方 トカット県 トカット トカット 不明 1972年頃 2

○ 26-1501 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス ブルジェ・メドレッセ 1972年 1

○ 26-1502 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス ケイカヴァウス廟墓 1972年 3

○ 26-1503 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス チフテ・ミナーレ神学校 1972年 1

○ 26-1504 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス ギョク神学校 1972､77年 35

トルコ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 26-1505 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス ウルジャミイ 1977年 2

○ 26-1506 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス オールドジャミイ 1983年 4

26-1507 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス 町並み 1977､78､

83年 27

○ 26-1600 中央アナトリア地方 シワス県
シワス シワス博物館 彫刻 1983年 11

○ 26-1700 東アナトリア地方 マラティヤ県
エスキ・マラテヤ エスキ・マラテヤ ウル・モスク 1972年 4

26-1800 南東アナトリア地方
アドゥヤマン県 キャフタ キャフタ 王と王妃の墓 1972年 5

26-1900 東アナトリア地方 アール県
ドウバヤズット ドウバヤズット イサクパジャ宮殿 1983年 14

26-2000 東アナトリア地方 アール県 ドウバヤ
ズット近郊 アララト山(アール・ダア) アララト山(アール・ダア) 1978､83年 50

26-2100 不明 ダンク教会 1970～
80年代 7

26-2200 不明 アミ 取材移動車風景 1983年 13

○ 26-2301 東アナトリア地方 エルズルム県 エルズルム ユチ・ギュンベット 1977年 6

○ 26-2302 東アナトリア地方 エルズルム県 エルズルム チフテ・ミナーレ・メ
ドレセ 1983年 14

26-2303 東アナトリア地方 エルズルム県 エルズルム 町並み 1977､78年 40

26-2401 東アナトリア地方 カルス県 カルス 聖アポステリー教会(カルス
大聖堂) 1983年 7

26-2402 東アナトリア地方 カルス県 カルス 町並み 1983年 16

○ 26-2500 東アナトリア地方 カルス県 カルス博物館 織物 1983年 4

26-2600 南東アナトリア地方
シャンルウルファ県 ハラン ハラン 町並み 1976､77年 33

○ ○ 26-2700 南東アナトリア地方 アドゥヤマ
ン県 ネムルトダア(ネムルト山) ネムルトダア(ネムルト山) 1972､76､

83年 116

○ ○ 26-2801 南東アナトリア地方 ディヤルバ
クル県 ディヤルバクル ディヤルバクル 城壁 1983年 25

○ 26-2802 南東アナトリア地方 ディヤルバ
クル県 ディヤルバクル ディヤルバクル ウル・ジャミイ 1983年 23

26-2803 南東アナトリア地方 ディヤルバ
クル県 ディヤルバクル ディヤルバクル 町並み 1983年 27

○ 26-2901 東アナトリア地方 ヴァン県
アクダマル島 アクダマル島 ホシャップ城 1983年 9

○ 26-2902 東アナトリア地方 ヴァン県
アクダマル島 アクダマル島 アルメニア修道院 1983年 68

26-3000 東アナトリア地方 ヴァン県 ヴァン湖 1983年 7

26-3100 エーゲ海地方 イズミール県
アイベリック アイベリック 夕日 1980年 5

26-3200 東アナトリア地方 ハッキャリ県
ハッカーリ ハッカーリ アナトリアの太陽 1979年 3

26-3300 南東アナトリア地方
シャンウルファ県 ウルファ ウルファ 町並み 1977年 10

26-3400 アナトリア アナトリア 不明 1981年 72

26-3500 地中海地方 コンヤ県 チュムラ チュムラ ビザンチン教会 1970年 1

26-3600 ティグリス川(ディジレ川)畔 ティグリス川(ディジレ川)畔 1977年 14

26-3700 チャイ チャイ カシュジャミイ 1972年 2

26-3800 ベルジェック ベルジェック 1978年 8

26-3900 ユウロモス ユウロモス ゼウス神殿 1978年 3

26-4000 不明 南部海岸 南部海岸 1977､78年 175

26-4100 不明 東部 東部 風景 1977年 86

26-4200 不明 東南部 東南部 風景 1977､78年 15

26-4300 不明 西部 西部 風景 1978､79年 8

26-4400 不明 中部 中部 風景 1977､78年 92

26-4500 イラン国境付近 イラン国境付近 1983年 3

26-4600 紅海 紅海 1970～
80年代 3

26-4700 地中海地方 アンタルヤ県
セリク ベルキス 劇場 1970～

80年代 2

26-4800 不明 水産アカデミー 1970～
80年代 31

26-4900 不明 パラマチ作り 1977年 9

26-5000 不明 トルコ料理 1970～
80年代 21

26-5101 不明 ラリサ 王宮址 1978年 10

26-5102 不明 ラリサ 都市跡 1978年 8

26-5103 不明 ラリサ 不明 1978年 3

26-9901 不明 不明 1970～
80年代 998

トルコ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

26-9902 不明 不明 1970～
80年代 579

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 8,764 杉村 棟認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 5,827

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 3,701

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 9,528

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 17,936

Ｃ／Ｄ(％) 53％

トルコ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

27-0100 アスワン県 アスワン近郊
キッチーナ島 キッチーナ島 植物園 1964年頃 1

27-0200 アスワン県 アスワン近郊
セーヘル島 セーヘル島 岩にある碑文 1964年頃 2

○ ○ 27-0300 アスワン県 アスワン近郊
フィラエ島 フィラエ島 イシス神殿 1964年 36

この遺跡は､ 水没のため解体し､
アギルキア島に移築されたため､
1964年当時の写真は貴重

27-0400 アスワン県 アスワン近郊 フィラエ島近くのヌビア遠征軍の古
代碑文 1964年 11

27-0501 アスワン県 アスワン近郊 アスワン砂漠の墓 1964年頃 2

27-0502 アスワン県 アスワン近郊 奇岩群 1964年頃 1

27-0503 アスワン県 アスワン近郊 遺跡 1964年頃 3

27-0504 アスワン県 アスワン近郊 アスワン近郊 人 1964年頃 1

27-0505 アスワン県 アスワン近郊 熱帯植物 1964年頃 9

27-0506 アスワン県 アスワン近郊 岩窟墳墓群 1964年頃 12

27-0507 アスワン県 アスワン南約１km オベリスク 1964年 3

27-0600 アスワン県 エレファンティネ島 エレファンティネ島 1964年 1 アスワン州､ アスワンの中洲に位置するエ
レファンティネ島｡ アスワンに位置する島

27-0800 アスワン県 ナイル川 ナイル川とアスワンの町 1964年 23

27-0901 アレクサンドリア県 コム・エル・シュカファのカタコム
ベ(地下式墳墓) 1964年頃 14

27-0902 アレクサンドリア県 アレクサンドリア 発掘中の遺跡 1964年頃 2

27-0903 アレクサンドリア県 アレクサンドリア ローマの円形劇場 1964年頃 9

27-0904 アレクサンドリア県 アレクサンドリア ポンペイの柱と
スフィンクス 1964年頃 22

27-0905 アレクサンドリア県 アレクサンドリア 町並み 1964年頃 25

27-0906 アレクサンドリア県 カイト・ベイ アレクサンドリア カイト・ベイ 1964年頃 1

○ ○ 27-1001 カイロ県 カイロ 中央駅前のラメセス(ラムセ
ス)２世像 1964年 9 大気汚染のため像の汚れなどが問

題になり移転が検討されている

○ 27-1002 カイロ県 カイロ フスタート 1964年頃 46 1970年代から不法居住者が目立ち､ ゴミ焼
却場の建設などもあり､かなり変化している

○ 27-1003 カイロ県 カイロ ムカッタム丘 遺跡 1964年 1

○ 27-1004 カイロ県 カイロ ムカッタム丘にある古い教会 1964年頃 3

○ 27-1005 カイロ県 カイロ 旧カイロ市街にある回教の墓 1964年頃 5

○ 27-1006 カイロ県 カイロ 旧カイロ市街にある回教寺院 1964年頃 2

○ 27-1007 カイロ県 カイロ ムハマド・アリー・モスク 1964年頃 32

○ 27-1008 カイロ県 カイロ スルタン・ハサン・モスク 1964年 47

○ 27-1009 カイロ県 カイロ アル・リファイ・モスク 1964年頃 25

○ 27-1010 カイロ県 カイロ フセイン・モスク 1964年頃 3

○ 27-1011 カイロ県 カイロ 町並み 1964年頃 26

27-1012 カイロ県 海のシルクロード・シンポジウム 1964年頃 3

○ 27-1100 カイロ県 エジプト考古博物館 ツタンカーメンの黄金のマスクほか 1964年 105

27-1201 ギーザ県 ギーザ 町並み 1964年頃 1

○ 27-1202 ギーザ県 ギーザ クフ王､ カフラー王､ メン
カウラー王のピラミッド 1964年 39

○ 27-1301 ギーザ県 サッカラ サッカラ 全景 1964年頃 14

○ 27-1302 ギーザ県 サッカラ サッカラ ジェセル王の階段ピラミッ
ド 1964年 18

○ 27-1303 ギーザ県 サッカラ サッカラ ジェセル王の階段ピラミッ
ド 運河 1964年頃 2

○ 27-1304 ギーザ県 サッカラ サッカラ ウナス(ウニス)王のピラ
ミッド 1964年頃 2

○ 27-1305 ギーザ県 サッカラ サッカラ ブタハヘテプ王の墓 1964年頃 25

○ 27-1306 ギーザ県 サッカラ サッカラ 王妃の墓 1964年 16

○ 27-1307 ギーザ県 サッカラ サッカラ 砂漠 1964年頃 2

○ 27-1308 ギーザ県 サッカラ サッカラ 遺跡 1964年頃 31

○ 27-1400 ギーザ県 ダハシュール ダハシュール 1964年 1

○ 27-1501 ギーザ県 メンフィス メンフィス アラバスター製のスフィ
ンクス 1964年 6

○ 27-1502 ギーザ県 メンフィス メンフィス ラムセス２世の巨像 1964年頃 8

○ 27-1600 ルクソール県 ルクソル カルナック神殿 1964年 84

○ 27-1701 ルクソール県 ルクソル ルクソル神殿 1964年 40

27-1702 ルクソール県 ルクソル ルクソル 町並み 1964年頃 4

エジプト・アラブ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 27-1801 ルクソール県 ルクソル近郊
クルナ村 クルナ村 1964年頃 3 かつての ｢墓泥棒の村｣ を想起させる

が､ その光景も急速に失われている

○ 27-1802 ルクソール県 ルクソル近郊
クルナ村 クルナ村 王家の谷 1964年 9

○ 27-1900 ルクソール県 ルクソル近郊 ルクソル近郊 アメンヘテプ３世の
巨座像(メムノンの巨像) 1964年頃 1

○ 27-2001 ダカリーヤ県 マタリーヤ(古代
のへリオポリス)

ヘリオポリス オベリスク(センウセ
ルト１世建立) 1964年頃 7 遺跡公園化される以前の貴重な写真

27-2002 カイロ県 カイロ近郊
ヘリオポリス ヘリオポリス 町並み 1964年頃 2

○ 27-2100 ダカリーヤ県 マタリーヤ マタリーヤ コプト教会 聖母マリ
アの木 1964年頃 3 1964年当時であるとすると現在のマリヤの

木の前の木です｡ これは枯れてしまった

27-2200 サンカラ砂漠 サンカラ砂漠 1964年頃 1

27-2300 リビア砂漠 リビア砂漠 1964年頃 1

27-2400 ピラミッド・ロード ピラミッド・ロード 1964年頃 36

27-0000 不明 不明 1964年頃 53

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 22 認定者：近藤二郎

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 10

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 500

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 510

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 753

Ｃ／Ｄ(％) 68％

エジプト・アラブ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

28-0100 アドリア海沿岸 アドリア海沿岸 港風景 おそらく
1967年 2

28-0200 イオニア諸島 レフカダ県
レフカス レフカス(レフカダ) 漁 おそらく

1967年 1

28-0300 イオニア諸島 イタキ県
イターキ島 イターキ島 バースの城 おそらく

1967年 2

○ 28-0401 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ ガレリウスの凱旋門 おそらく

1967年 2

○ 28-0402 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ アギア・ソフィア教会 1967年 2

○ 28-0403 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ アギオス・ディミトリオス教会 1967年 9

○ 28-0404 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ パナギア・ハルキオン 1967年 4

○ 28-0501 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ 考古学博物館 陶器 1967年 1

○ 28-0502 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ 考古学博物館 装身具 1967年 1

○ 28-0503 マケドニア テッサロニキ県
テッサロニキ 考古学博物館 銀製箱 1967年 1

○ 28-0601 マケドニア アイオ・オロス県
アトス アトス 僧侶 おそらく

1967年 1

○ 28-0602 マケドニア アイオ・オロス県
アトス アトス キランダリウ修道院 1967年 1

28-0700 マケドニアとテッサリアとの境界
オリュンポス山 オリュンポス山 自然風景 おそらく

1967年 4

○ 28-0800 テッサリア トリカラ県
メテオラ メテオラの修道院 1967年 11

28-0900 テッサリア トリカラ県
カランバカ カランバカの修道院 1967年 1

○ 28-1001 ステレア・エラス フォキダ県
デルフォイ デルフォイ 1967年 14

○ 28-1002 ステレア・エラス フォキダ県
デルフォイ アポロン神域 1967年 9

28-1003 ステレア・エラス フォキダ県
デルフォイ デルフォイへの道 1967年 4

28-1100 ステレア・エラス フォキダ県
デルフォイ近郊 アラホバ村 アラホバ村 風景 1967年 1

○ 28-1200 ステレア・エラス フォキダ県
デルフォイ

デルフォイ考古学美
術館 彫刻 1967年 17

○ ○ 28-1300 スエレア・エラス ヴィオティア県
フォキス オシオス・ルカス修道院 1967年 33

○ ○ 28-1401 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス 全景 1967年 4 修復以前の記録としての価値

○ ○ 28-1402 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

アクロポリス オーディオン(ヘロデ
ス・アッティクスの音楽堂)

おそらく
1967年 2

○ ○ 28-1403 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

アクロポリス ディオニュソス劇場
近く

おそらく
1967年 1

○ ○ 28-1404 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス ディオニュソス劇場 おそらく

1967年 3

○ ○ 28-1405 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス パルテノン 1967年 61

○ ○ 28-1406 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス プロピュライア(楼門) おそらく1967年 5

○ ○ 28-1407 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス アテナ・ニケ神殿 1967年 13

○ ○ 28-1408 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アクロポリス エレクティオン 1967年 28

28-1409 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アゴラ 遺跡 おそらく

1967年 12

28-1410 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アゴラ ローマ人の市場 おそらく

1967年 8

28-1411 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

アゴラ ヘーファイスティオン(テッ
シオン)

おそらく
1967年 12

28-1412 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アゴラ アイイ・アポストリ教会 おそらく

1967年 17

28-1413 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アギ・アポストリ教会 おそらく

1967年 1

28-1414 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ 風の塔 おそらく

1967年 9

28-1415 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

フィロパポスの丘 フィロパポスの
記念碑

おそらく
1967年 3

28-1416 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

オリュンピエイオン(オリュンポスの
ゼウス神殿)

おそらく
1967年 46

28-1417 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ ハドリアヌスの門 おそらく

1967年 8

28-1418 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ カプニカレア教会 1967年 8

28-1419 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ アギ・テオドリ教会 おそらく

1967年 5

28-1420 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ

ミトロポレオス教会 ギリシャ正教
本寺

おそらく
1967年 9

○ 28-1500 ステレア・エラス アッティカ県
ダフニ ダフニ修道院 1967年 17

○ 28-1600 ステレア・エラス アッティカ県 ベナキ博物館 民族衣装 おそらく
1967年 16

○ 28-1701 ステレア・エラス アッティカ県 アテネ国立考古学博
物館 陶器 1967年 2

○ 28-1702 ステレア・エラス アッティカ県 アテネ国立考古学博
物館 彫刻 1967年 29

○ 28-1703 ステレア・エラス アッティカ県 アテネ国立考古学博
物館 墓碑 1967年 2

○ 28-1801 ステレア・エラス アッティカ県 ベナキ博物館 陶器 1967年 1

○ 28-1802 ステレア・エラス アッティカ県 ベナキ博物館 金属製品 1967年 1

ギリシャ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 28-1901 ステレア・エラス アッティカ県 ビザンチン博物館 彫刻 1967年 8

○ 28-1902 ステレア・エラス アッティカ県 ビザンチン博物館 絵画 1967年 23

○ 28-1903 ステレア・エラス アッティカ県 ビザンチン博物館 モザイク 1967年 7

28-2000 ステレア・エラス アッティカ県
アテネ(アシーネ)近郊 アギオス・エレフテリオス教会 おそらく

1967年 4

28-2100 ステレア・エラス アッティカ県
カイサリアニ(ケサリアニ)

カイサリアニ(ケサリアニ)
カイサリアニ(ケサリアニ)修道院 1967年 11

28-2200 ステレア・エラス アッティカ県
スーニオン岬 スーニオン岬 ポセイドン神殿 1967年 30

28-2300 ステレア・エラス ステレア・エラス ゴルゴエピコオ
ス教会 1967年 22

28-2400 ペロポニソス コリンティア県 アクロ・コリントス おそらく
1967年 3

28-2501 ペロポニソス コリンティア県 旧コリントス アゴラ 1967年 10

28-2502 ペロポニソス コリンティア県 旧コリントス アポロ神殿 1967年 16

28-2503 ペロポニソス コリンティア県 旧コリントス おそらく
1967年 9

○ 28-2601 ペロポニソス コリンティア県 コリント博物館 陶器 1967年 3

○ 28-2602 ペロポニソス コリンティア県 コリント博物館 彫刻 1967年 3

○ 28-2603 ペロポニソス コリンティア県 コリント博物館 壁画 1967年 1

○ 28-2604 ペロポニソス コリンティア県 コリント博物館 モザイク 1967年 1

○ 28-2701 ペロポニソス アルゴリダ県
ミキネス

ミケーネ遺跡 円形墓域(グレーヴ・
サークル) 1967年 17

○ 28-2702 ペロポニソス アルゴリダ県
ミキネス ミケーネ遺跡 アトレウスの宝庫 おそらく

1967年 2

○ 28-2703 ペロポニソス アルゴリダ県
ミキネス ミケーネ遺跡 獅子門 1967年 1

○ 28-2704 ペロポニソス アルゴリダ県
ミキネス ミケーネ遺跡 1967年 8

28-2801 ペロポニソス アルゴリダ県
ナフプリオン ナフプリオン パラミディ砦 おそらく

1967年 1

28-2802 ペロポニソス アルゴリダ県
ナフプリオン ブルジイ島 ナフプリオン ブルジイ島 おそらく

1967年 4

28-2803 ペロポニソス アルゴリダ県
ナフプリオン ブルジイ島 ナフプリオン 花 おそらく

1967年 1

○ 28-2901 ペロポニソス アルゴリダ県
エピダウロス エピダウロス遺跡 劇場 おそらく

1967年 6

○ 28-2902 ペロポニソス アルゴリダ県
エピダウロス

エピダウロス遺跡 アスクレピオス
神殿

おそらく
1967年 3

○ 28-3001 ペロポニソス ラコニア県
ミストラ(ミストラス) ミストラ 聖テオドリ教会 1967年 2

○ 28-3002 ペロポニソス ラコニア県
ミストラ(ミストラス) ミストラ フレスコ画 1967年 4

○ 28-3101 アルゴリス地方 アイーナ島 アイーナ島 町並み おそらく
1967年 11 観光化以前の記録としての価値

○ 28-3102 アルゴリス地方 アイーナ島 アイーナ島 漁港 おそらく
1967年 33

○ 28-3103 アルゴリス地方 アイーナ島 アイーナ島 アファイア神殿 おそらく
1967年 14

○ 28-3104 アルゴリス地方 アイーナ島 アイーナ島 ポセイドン神殿 おそらく
1967年 29

28-3200 クレタ(クリティ)島 イラクリオ
県 イラクリオン(カンディア)

イラクリオン(カンディア) ヴェネ
ツィアの要塞

おそらく
1967年 3

○ 28-3301 クレタ(クリティ)島 イラクリオ
県 イラクリオン(カンディア)

イラクリオン考古学
博物館 陶器 1967年 9

○ 28-3302 クレタ(クリティ)島 イラクリオ
県 イラクリオン(カンディア)

イラクリオン考古学
博物館 彫刻 1967年 7

○ 28-3303 クレタ(クリティ)島 イラクリオ
県 イラクリオン(カンディア)

イラクリオン考古学
博物館 壁画 1967年 14

28-3401 クレタ(クリティ)島
イラクリオ県 クノッソス クノッソス 1967年 80

28-3402 クレタ(クリティ)島
イラクリオ県 ファイストス ファイストス 1967年 6

28-3403 クレタ(クリティ)島 ハニア県
ハニア近郊 アギア・トリアダ 1967年 13

28-3404 クレタ(クリティ)島 テイト教会 1967年 13

28-3405 クレタ(クリティ)島 町並み おそらく
1967年 2

28-3501 キクラデス諸島 ミコノス島 ミコノス島 町並み 1967年 30

28-3502 キクラデス諸島 ミコノス島 ミコノス島 パラポルティアニ教会 1967年 7

○ 28-3601 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 全景 1967年 16

○ 28-3602 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 劇場 1967年 3

○ 28-3603 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 クレオパトラの家 1967年 9

○ ○ 28-3604 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 デロスのライオン 1967年 10 現在は模型のみ

○ 28-3605 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 教会址 1967年 9

○ 28-3606 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島

デロス島 シリア人とイタリア人の
アゴラ

おそらく
1967年 1

○ 28-3607 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 アゴラ 1967年 1

ギリシャ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 28-3608 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 古代商店街 おそらく

1967年 2

○ 28-3609 キクラデス諸島
デロス(ディロス)島 デロス島 不明 1967年 65

○ 28-3701 エーゲ諸島 キオス島 キオス島 ネア・モニ修道院 外観 1967年 7

○ 28-3702 エーゲ諸島 キオス島 キオス島 ネア・モニ修道院 モザ
イク画 1967年 6

28-3703 エーゲ諸島 キオス島 キオス島 不明 おそらく
1967年 2

28-3800 ハイドラ島(イドラ) ハイドラ島 町並み 1967年 8

28-3900 キプロス島 キプロス島 町並み おそらく
1967年 2

28-4000 アナトリア アナトリア ケシ畑 1967年 1

28-0000 不明 不明 おそらく
1967年 5

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 395 認定者：周藤芳幸

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 234

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 392

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 626

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,062

Ｃ／Ｄ(％) 59％

ギリシャ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 29-0101 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 旧
王立病院 1968年頃 5

○ ○ 29-0102 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 全景 1968年頃 8

○ ○ 29-0103 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 王家の門 1968年頃 12

○ ○ 29-0104 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 栄光の門 1968年頃 12

○ ○ 29-0105 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 サンタ門 1968年頃 4

○ ○ 29-0106 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 銀細工師の門 1968年頃 11

○ ○ 29-0107 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 大
聖堂 1968年頃 13

○ ○ 29-0108 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ サ
ン・ヘロニモ神学校 1968年頃 2

○ ○ 29-0109 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ サ
ンタ･マリア･サロメ教会 1968年頃 4

○ ○ 29-0110 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ サ
ント・ドミンゴ教会 1968年頃 5

○ ○ 29-0111 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ コ
レヒアータ修道院 1968年頃 1

○ ○ 29-0112 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ 図
書館 1968年頃 1

○ ○ 29-0113 ガリシア自治州 ラ・コルニャ県
サンチアゴ・デ・コンポステラ

サンチアゴ・デ・コンポステラ サ
ン・クリストス教会 1968年頃 7

29-0201 ガリシア州 オウレンセ県
カストロ・カルデラス カルデラス城 1968年頃 1

29-0202 ガリシア地方 スペイン刺繍 1968年頃 2

29-0203 ガリシア地方 結婚式の農民音楽隊 1968年頃 2

29-0204 ガリシア地方 ガリシア 風景 1968年頃 12

29-0301 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア ソリア城 1968年頃 6

29-0302 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア

ソリア サン・ファン・デ・ドゥエ
ロ教会 1968年頃 17

29-0303 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア ソリア アラブの見張塔 1968年頃 2

○ 29-0401 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア

ソリア博物館(ヌマ
ンティーノ博物館) 外観 1968年頃 2

○ 29-0402 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア

ソリア博物館(ヌマ
ンティーノ博物館) 展示場風景 1968年頃 2

○ 29-0403 カスティリヤ・イ・レオン自治州
ソリア県 ソリア

ソリア博物館(ヌマ
ンティーノ博物館) 復元模型 1968年頃 8

29-0501 カスティリヤ・イ・レオン自治州
レオン県 羊 1968年頃 2

29-0502 カスティリヤ・イ・レオン自治州
レオン県 モタ・デル・マルケス城 1968年頃 2

29-0600 カスティリヤ・イ・レオン自治州
レオン県 ポンフェラダ ポンフェラダ城 1968年頃 4

29-0701 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サモラ県 トロ トロ コレヒアータ教会 1968年頃 24

29-0702 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サモラ県 トロ トロ 立法院 1968年頃 4

29-0703 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サモラ県 トロ トロ 僧院 1968年頃 8

29-0801 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サラマンカ県 サラマンカ サラマンカ 貝の家 1968年頃 12

○ 29-0802 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サラマンカ県 サラマンカ サラマンカ サラマンカ大学 1968年頃 8

○ ○ 29-0803 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サラマンカ県 サラマンカ サラマンカ 大聖堂(新・旧) 1968年頃 12

○ ○ 29-0804 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サラマンカ県 サラマンカ サラマンカ サン・エステバン修道院 1968年頃 6

○ 29-0805 カスティリヤ・イ・レオン自治州
サラマンカ県 サラマンカ サラマンカ 町並み 1968年頃 3

29-0900 カスティリヤ・イ・レオン自治州 ペニャラ
ンタ・デ・ブラガモンテ サラマンカ近郊

ペニャランタ・デ・プラガモンテ
ペニャランダ城 1968年頃 4

○ ○ 29-1001 カスティリャ・イ・レオン自治州
セゴビア県 セゴビア セゴビア ローマ時代の水道橋 1968年頃 11

○ ○ 29-1002 カスティリャ・イ・レオン自治州
セゴビア県 セゴビア セゴビア サン・エステバン教会 1968年頃 2

○ ○ 29-1003 カスティリャ・イ・レオン自治州
セゴビア県 セゴビア セゴビア カテドラル 1968年頃 2

○ ○ 29-1004 カスティリャ・イ・レオン自治州
セゴビア県 セゴビア セゴビア アルカサル 1968年頃 22

29-1100 カスティリャ・イ・レオン自治州
セゴビア県 コカ コカ城 1968年頃 6

○ ○ 29-1201 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ アビラ アビラ城 城壁 1968年頃 8

○ ○ 29-1202 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ アビラ サン・ビセンテ教会 1968年頃 3

29-1203 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ アビラ ソタルボ 1968年頃 1

29-1204 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ アビラ 地図 1968年頃 3

29-1205 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ アビラ 町風景 1968年頃 30

○ 29-1300 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 アビラ

アビラ考古博物館(カ
テドラル付属の博物館) 展示場風景 1968年頃 1

29-1400 カスティリャ・イ・レオン自治州
アビラ県 オロペサ オロペサ城 1968年頃 1

29-1500 カスティリャ・イ・レオン
カスティーリャ・ヌエバ カスティーリャ・ヌエバ 町並み 1968年頃 1
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○ ○ 29-1601 カスティリャ・イ・レオン自治州
ブルゴス県 ブルゴス ブルゴス 大聖堂 1968年頃 2

○ 29-1602 カスティリャ・イ・レオン自治州
ブルゴス県 ブルゴス ブルゴス 町並み 1968年頃 4

○ 29-1700 カスティリャ・イ・レオン自治州
メディナ・デル・カンポ メディナ・デル・カンポ城 1968年頃 2

29-1800 カスティリャ・イ・レオン自治州
アレバロ メディナ・デル・カンポ近郊 アレバロ城 1968年頃 1

29-1900 カスティリャ・イ・レオン自治州
パレンシア県 アンプディア城 1968年頃 2

29-2001 アストゥリアス自治州
アストゥリアス県 コバドンガ コバドンガ ローマ橋 1968年頃 3

29-2002 アストゥリアス自治州
アストゥリアス県 コバドンガ コバドンガ古代住居跡 1968年頃 3

29-2100 カンタブリア自治州 サン・ヴィ
センテ・デ・ラ・ハルゲーラ サン・ヴィセンテ城 1968年頃 2

○ ○ 29-2200 カンタブリア自治州 カンタブリ
ア県 サンタンデル西約30㎞ アルタミラの洞窟 1968年頃 7

29-2300 カンタブリア自治州 カンタブリア県
サンティリャーナ・デル・マル 中世の騎士の村 1968年頃 16

○ 29-2400 カンタブリア自治州 北部スペインの奇山群 1968年頃 10

29-2500 カンタブリア自治州
サンタンデル地方 風景 1968年頃 6

29-2600 カンタブリア自治州 ブトウラゴ ビトウラゴ城 1968年頃 4

29-2700 カンタブリア自治州 ラ・ビエハ トレモル・モホン城 1968年頃 5

○ ○ 29-2800 ニュー・カスティリャ地方 マドリー
ド特別区 エル・エスコリアル

エル・エスコリアル(サン・ロレンソ・
デ・エル・エスコリアル修道院) 1968年頃 15

29-2901 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード

マドリード マンサナレス・エル・
レアル城 1968年頃 4

29-2902 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード

マドリード プラサ・オリエンテ広
場(王宮正面) 1968年頃 3

29-2903 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード マドリード アルムデナ大聖堂 1968年頃 2

29-2904 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード マドリード サン・ミゲル教会 1968年頃 9

29-2905 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード マドリード 闘牛 1968年頃 44

29-2906 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード

マドリード カサ・デ・カンポ 闘
牛士 1968年頃 22

○ 29-3000 ニュー・カスティリャ地方
マドリード特別区 マドリード プラド美術館 外観 1968年頃 6

○ ○ 29-3101 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド トレド 全景 1968年頃 38

○ ○ 29-3102 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド トレド グレコの家 1968年頃 7

○ ○ 29-3103 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド トレド 大聖堂 1968年頃 49

○ ○ 29-3104 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド

トレド セント・トメー教会 オル
ガス伯爵の埋葬 1968年頃 1

○ ○ 29-3105 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド トレド 太陽の門 1968年頃 7

○ ○ 29-3106 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド

トレド エル・クリスト・デ・ラ・
ルス 1968年頃 2

○ ○ 29-3107 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド

トレド サンタ・マリア・ラ・ブラ
ンカ 1968年頃 2

○ ○ 29-3108 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド トレド サン・セルヴァンド城 1968年頃 12

○ 29-3200 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 トレド

考古学博物館(サン
タ・クルス美術館) 中庭 1968年頃 5

29-3300 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 トレド県 モーラ モラ城 1968年頃 3

29-3400 ニュー・カスティリャ地方 カンポ・デ・クリプ
ターナ (アルカサル・デ・サン・ファン近郊) カンポ・デ・クリプターナ 風車の村 1968年頃 11

29-3500 ニュー・カスティリャ地方 グアダ
ラハラ県 モリーナ・デ・アラゴン モリーナ･デ･アラゴン城 1968年頃 7

29-3600 カスティリャ・ラ・マンチャ地方
アティエンサ アティエンサ城 1968年頃 3

29-3700 カスティリャ・ラ・マンチャ地方 サン・マルティン・デ・モンテアル
バン城 1968年頃 4

29-3800 カスティリャ・ラ・マンチャ地方 カスティリャ・ラ・マンチャ豆の取
り入れ･オリーブの林 1968年頃 27

29-3900 エストレマドゥラ地方
カスティーリャ・ヴィエーハ カスティーリャ・ヴィエーハ 1968年頃 11

○ ○ 29-4000 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 カセレス県 カセレス カセレス 旧市街(カセレス城) 1968年頃 4

29-4101 エストレマドゥラ地方 エストレマドゥ
ラ自治州 カセレス県 グアダルーペ グアダルーペ村風景 1968年頃 9

○ ○ 29-4102 エストレマドゥラ地方 エストレマドゥ
ラ自治州 カセレス県 グアダルーペ グアダルーペ修道院 1968年頃 13

○ ○ 29-4103 エストレマドゥラ地方 エストレマドゥ
ラ自治州 カセレス県 グアダルーペ グアダルーペ僧院 1968年頃 6

29-4200 エストレマドゥラ地方 エストレマドゥ
ラ自治州 カセレス県 トルヒーリョ トルヒーリョ城 1968年頃 2

29-4301 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 バダホス県 バダホス バダホス エスパンタ・ペロ教会 1968年頃 2

29-4302 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 バダホス県 バダホス バダホス サン・ファン教会 1968年頃 2

○ ○ 29-4401 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 バダホス県 メリダ メリダ ローマ橋(ローマン水道) 1968年頃 4

○ ○ 29-4402 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 バダホス県 メリダ メリダ ローマ劇場 1968年頃 2

○ ○ 29-4403 エストレマドゥラ地方 エストレマ
ドゥラ自治州 バダホス県 メリダ メリダ アルカサバ 1968年頃 2
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○ 29-4501 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ 町並み 1968年頃 18

29-4502 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ

コルドバ ローマ橋の水車(ローマン
水車) 1968年頃 3

○ ○ 29-4503 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ メスキータ 全景 1968年頃 1

○ ○ 29-4504 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ メスキータ ミフラーブ 1968年頃 12

○ ○ 29-4505 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ メスキータ 内部のアーチ 1968年頃 8

○ ○ 29-4506 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ

コルドバ メスキータ アル・ハッ
カムⅡ世作の門 1968年頃 9

○ ○ 29-4507 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ

コルドバ メスキータ オレンジの
中庭 1968年頃 14

○ ○ 29-4508 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ メスキータ 鳩の舎 1968年頃 3

○ ○ 29-4509 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ

コルドバ メスキータ サン・エス
テバン門 1968年頃 1

○ ○ 29-4510 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ メスキータ(モスク) 1968年頃 4

○ ○ 29-4511 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ

コルドバ マディーナ・アッザハラ
(メディーナ・アサハーラ) 1968年頃 8

○ ○ 29-4512 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 コルドバ コルドバ コルドバ聖堂 1968年頃 8

29-4600 アンダルシア地方 アンダルシア自
治州 アルモドバル・デル・リオ アルモドバル城 1968年頃 6

29-4701 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ サン・サルバドール教会 1968年頃 7

29-4702 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ カルメン修道院 1968年頃 1

29-4703 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ 市庁舎 1968年頃 2

○ ○ 29-4704 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ アルカサル(王宮) 全景 1968年頃 31

○ ○ 29-4705 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 城壁
とヒラルダの塔 1968年頃 1

○ ○ 29-4706 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 大使
の間 1968年頃 6

○ ○ 29-4707 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 乙女
の中庭 1968年頃 7

○ ○ 29-4708 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) カル
ロス２世のダイニング・ルーム 1968年頃 5

○ ○ 29-4709 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 人形
の中庭 1968年頃 3

○ ○ 29-4710 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ アルカサル(王宮) 中庭 1968年頃 16

○ ○ 29-4711 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 勝利
の広場 1968年頃 2

○ ○ 29-4712 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) ベド
ロ王の宮殿(ドン・ペドロ王宮) 1968年頃 1

○ ○ 29-4713 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 寝室
への通路 1968年頃 2

○ ○ 29-4714 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ アルカサル(王宮) 謁見
の間 1968年頃 3

○ ○ 29-4715 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ 大聖堂(セビリア聖堂)
(大寺院) ヒラルダの塔 1968年頃 9

○ ○ 29-4716 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ 大聖堂(セビリア聖堂)
(大寺院) オレンジの中庭 1968年頃 9

○ ○ 29-4717 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ

セビリャ 大聖堂(セビリア聖堂)
(大寺院) 内部(ステンドグラス) 1968年頃 9

29-4718 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ セマナ・サンタ 1968年頃 55

29-4719 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ 町並み 1968年頃 52

29-4720 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ セビリャ セビリャ市長 1968年頃 22

○ 29-4800 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 セビリャ県 セビリャ 県立美術館 門 1968年頃 1

29-4900 アンダルシア地方 アンダルシア自
治州 セビリャ県 セビリャから９㎞ イタリカ(神殿) 1968年頃 6

○ ○ 29-5001 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ 町並み 1968年頃 14

○ ○ 29-5002 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 1968年頃 110

○ ○ 29-5003 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ 休息の間
(寝台の間) 1968年頃 27

○ ○ 29-5004 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ 浴室(王の
浴場) 1968年頃 14

○ ○ 29-5005 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ ２姉妹の間 1968年頃 23

○ ○ 29-5006 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ コマレスの塔 1968年頃 1

○ ○ 29-5007 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ 公儀(大使)
の間 1968年頃 25

○ ○ 29-5008 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ バルカ(船)
の間(廊下) 1968年頃 1

○ ○ 29-5009 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 黄金の間 1968年頃 4

○ ○ 29-5010 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ リンダラ
ハ(ダラクサ)の庭 1968年頃 9

○ ○ 29-5011 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ アベンセ
ラッヘス(アベンセラーヘス)の間 1968年頃 9

○ ○ 29-5012 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ 王の間(諸
王の広間) 1968年頃 13

○ ○ 29-5013 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ 女王の化
粧室 1968年頃 41
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○ ○ 29-5014 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 淑女の塔 1968年頃 12

○ ○ 29-5015 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 獅子の中庭 1968年頃 105

○ ○ 29-5016 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ パルタル
の中庭 1968年頃 13

○ ○ 29-5017 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ ミルト(ア
ラヤネス)の中庭 1968年頃 75

○ ○ 29-5018 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ カルロス
５世宮殿 1968年頃 7

○ ○ 29-5019 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ

グラナダ アルハンブラ ヘネラリー
フェ 1968年頃 35

○ 29-5020 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 1968年頃 26

○ 29-5021 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ アルハンブラ 不明 1968年頃 50

○ 29-5022 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ カテドラル(グラナダ聖堂) 1968年頃 2

29-5023 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 グラナダ県 グラナダ グラナダ カルトゥハ修道院 1968年頃 4

29-5101 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 ハエン県 ハエン ハエン聖堂 1968年頃 2

29-5102 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 ハエン県 ハエン ハエン サンタ・カタリーナ城 1968年頃 9

29-5200 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 マラガ県 マラガ マラガ モーロ人 1968年頃 1

29-5300 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 サンタ・オララ サンタ・オララ城 1968年頃 7

29-5400 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 エシハ エシハ 町並み 1968年頃 5

29-5501 アンダルシア地方 アンダルシア自治州
アルコス・デ・ラ・フロンテーラ村

アルコス・デ・ラ・フロンテーラ村
町並み 1968年頃 21

29-5502 アンダルシア地方 アンダルシア自治州
アルコス・デ・ラ・フロンテーラ村 アルコス・デ・ラ・フロンテーラ城 1968年頃 11

29-5601 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 カディス カディス カテドラル(カディス聖堂) 1968年頃 4

29-5602 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 カディス カディス カルメン教会 1968年頃 1

29-5603 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 カディス カディス カルタゴ水軍城 1968年頃 2

○ 29-5604 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 カディス カディス 町並み 1968年頃 2

29-5701 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 アルヘシラス アルヘシラス ローマン水道 1968年頃 5

○ 29-5702 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 アルヘシラス アルヘシラス アルモライマの庭園 1968年頃 7

29-5800 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 カディス県 タリファ タリファ ローマン水道 1968年頃 2

29-5900 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コスタ・ブラバ？ ヨレット・デ・マル(ロレット城) 1968年頃 3

○ 29-6000 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コスタ・デル・ソル 太陽の海岸 アラブの見張塔 1968年頃 5

29-6100 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 ロンダ村 ロンダ村 町並み 1968年頃 12

29-6200 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 オルベラ村 オルベラ村 町並み 1968年頃 17

29-6300 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 プルラナ村 プルラナ村 村風景 1968年頃 7

29-6400 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 ハエン県 アルカウデテ アルカウデテ城 1968年頃 5

29-6500 アンダルシア地方 アンダルシア自治
州 ハエン県 アルカラ・ラ・レアル アルカラ・ラ・レアル城 1968年頃 5

29-6600 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 アルムニカル アルムニカル城 1968年頃 1

29-6700 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 サロブレーニャ サロブレーニャ城 1968年頃 3

29-6800 アンダルシア地方
アンダルシア自治州 ニエブラ城 1968年頃 9

29-6900 アンダルシア地方
アンダルシア自治州 バニヨス城 1968年頃 8

29-7000 アンダルシア地方
アンダルシア自治州 メヒナ・デ・フロンテーラ城 1968年頃 11

29-7100 アンダルシア地方
アンダルシア自治州 シエラ・ネバダ山脈 1968年頃 11

29-7200 アンダルシア地方
アンダルシア自治州 アンダルシアの花 1968年頃 5

29-7301 アラゴン地方 アラゴン自治州
ウエスカ県 ウエスカ ウエスカ サン・ペドロ・ビエホ教会 1968年頃 17

29-7302 アラゴン地方 アラゴン自治州
ウエスカ県 ウエスカ ウエスカ モンテ・アラゴン城 1968年頃 2

29-7400 アラゴン地方 アラゴン自治州
モンソン(ウエスカ近郊) モンソン城 1968年頃 6

29-7501 アラゴン地方 アラゴン自治州
サラゴサ県 サラゴサ サラゴサ ピラルの聖母教会 1968年頃 7

29-7502 アラゴン地方 アラゴン自治州
サラゴサ県 サラゴサ サラゴサ カテドラル 1968年頃 3

29-7600 アラゴン地方 アラゴン自治州
サラゴサ県 アリサ？ モンテッサ・デ・アリサ城 1968年頃 7

29-7700 アラゴン地方 アラゴン自治州
サラゴサ県 カラタユド カラタユド城 1968年頃 14

29-7800 アラゴン地方 アルケサール アルケサール城 1968年頃 7

29-7900 アラゴン地方 ポスエル・デ・
アリサ ポスエル・デ・アリサ城 1968年頃 2

29-8000 アラゴン地方 テルエル県
モレリャ モレリャ城 1968年頃 9
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29-8100 アラゴン地方 アラゴン エムビット城 1968年頃 2

29-8200 アラゴン地方 アラゴン バダラケ城 1968年頃 4

29-8300 アラゴン地方 アラゴン ロアーレ城 1968年頃 3

29-8401 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
ヘロナ県 ヘロナ ヘロナ 町並み 1968年頃 2

29-8402 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
ヘロナ県 ヘロナ ヘロナ カテドラル(ヘロナ聖堂) 1968年頃 4

29-8501 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
コスタ・ブラバ県 アンプリアス アンプリアス 漁港 1968年頃 1

29-8502 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
コスタ・ブラバ県 アンプリアス

古代都市アンプリアスの遺跡(ローマ
時代宮殿跡) 1968年頃 22

29-8600 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
コスタ・ブラバ県 トッサ・デ・マル トッサ・デ・マル城 1968年頃 6

29-8701 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
バルセロナ県 バルセロナ バルセロナ 町風景 1968年頃 35

○ 29-8702 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
バルセロナ県 バルセロナ バルセロナ サグラダ・ファミリア教会 1968年頃 13

○ 29-8703 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
バルセロナ県 バルセロナ

バルセロナ カテドラル(バルセロナ
聖堂) 1968年頃 54

○ 29-8800 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
バルセロナ モンセラート山

モンセラート山 ベネディクト会修
道院(モンセラート修道院) 1968年頃 10

29-8900 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
バルセロナ県 バルセロナ県 エスピトリオ教会 1968年頃 3

○ ○ 29-9001 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
タラゴナ県 タラゴナ

タラゴラ水道橋(ローマン水道)(悪魔
の橋) 1968年頃 2

29-9100 カタルニャ地方 カタルニャ自治州
タラゴナ県 タラゴナ近郊 バラー バラーの凱旋門(エトアル) 1968年頃 2

29-9200 カタルニャ地方 ベルデロブラス村 ベルデロブラス村 町並み 1968年頃 22

29-9300 カタルニャ地方 カステリット城 1968年頃 2

29-9400 バレンシア地方 バレンシア自治州
カステリョン県 ペニスコラ ペニスコラ城 1968年頃 1

29-9500 バレンシア地方 バレンシア自治州
バレンシア県 サグント サグント城 1968年頃 20

29-9600 バレンシア地方 バレンシア自治州
バレンシア県 ハティバ ハティバ城 1968年頃 6

29-9700 バレンシア地方 アリカンテ県
アリカンテ アリカンテ 闘牛のポスター 1968年頃 2

29-9800 バレンシア地方 アリカンテ県
アルマンサ アルマンサ城 1968年頃 4

29-9900 バレンシア地方 バレンシア 農家 1968年頃 7

30-0100 ムルシア自治州 ムルシア県 ムルシア 自然風景 1968年頃 5

○ 30-0200 ムルシア自治州 ムルシア県
ムルシア ムルシア ビジャル城 1968年頃 5

30-0300 ムルシア自治州 ムルシア県
ロルカ ロルカ 町並み 1968年頃 24

30-0400 バレアレス諸島 イビサ島 イビサ島 風景(春) 1968年頃 2

30-0501 バレアレス諸島 マリョルカ(マジョ
ルカ)島 パルマ・デ・マリョルカ パルマ・デ・マリョルカ ベルベル城 1968年頃 6

30-0502 バレアレス諸島 マリョルカ(マジョ
ルカ)島 パルマ・デ・マリョルカ

パルマ・デ・マリョルカ ベンディ
ナト城 1968年頃 2

30-0503 バレアレス諸島 マリョルカ(マジョ
ルカ)島 パルマ・デ・マリョルカ

パルマ・デ・マリョルカ カテドラ
ル(パルマ大聖堂) 1968年頃 10

30-0504 バレアレス諸島 マリョルカ(マジョ
ルカ)島 パルマ・デ・マリョルカ パルマ・デ・マリョルカ 町並み 1968年頃 19

30-0600 バレアレス諸島 マリョルカ(マ
ジョルカ)島 バルデモサ

バルデモサ カルトゥハ修道院(ショ
パンとジョルジュサンドの家) 1968年頃 11

30-0701 バレアレス諸島 メノルカ島 タラト文明遺跡 1968年頃 15

30-0702 バレアレス諸島 メノルカ島 トゥーロ・ローマン遺跡 1968年頃 2

30-0800 バレンシア自治州 カステリョン県
カバネス カバネス ローマンアーチ 1968年頃 1

30-0900 バスク州 ギプスコア県
ラ・コンチャ ラ・コンチャ 町並み 1968年頃 3

30-1000 アンダルシア自治州 カディス県
タリファ ジブラルタル海峡 1968年頃 8

30-1100 不明 ヴィジェナ城 1968年頃 1

30-1200 アンダルシア地方 アンダルシア
自治州 コルドバ県 エスペホ城 1968年頃 2

30-1300 不明 オルミロス城 1968年頃 2

30-1400 不明 サルバテーラ城 1968年頃 2

30-1500 ニュー・カスティリャ地方 カスティリャ・
ラ・マンチャ自治州 グアダラハラ県 トリーハ城 1968年頃 2

30-1600 不明 ペデウラサ城 1968年頃 3

30-1700 不明 モンレアーレ・デ・アリサ城 1968年頃 1

30-1800 不明 ラエナ城 1968年頃 1

30-1900 不明 フラメンコ 1968年頃 40

○ 30-2000 不明 サン・クリストバル
博物館 モザイク・彫刻・土器 1968年頃 17

30-0000 不明 不明 1968年頃 98
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重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,198 認定者：杉村 棟

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 162

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,135

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,297

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 2,455

Ｃ／Ｄ(％) 53％
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○ 31-0101 ロンバルディア州 ミラノ ミラノ大聖堂(ドゥオモ) おそらく
1969年 26 ゴシック建築の代表

31-0102 ロンバルディア州 ミラノ サン・セバスチャン教会 おそらく
1969年 2

○ 31-0103 ロンバルディア州 ミラノ サンタンブロージョ教会 1969年 27 ロマネスク建築の代表

○ 31-0200 ヴェネト州 パドヴァ パドヴァ スクロヴェンニ礼拝堂絵
画

おそらく
1969年 7 ジョットのブレスコ画の代表作

○ ○ 31-0301 ヴェネト州 ヴェローナ ヴェローナ サン・ゼノ・マッジョー
レ教会 1969年 43 ロマネスク建築の代表

○ 31-0401 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア スキアヴォーニ埠頭 おそらく
1969年 5

○ 31-0402 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア ゴンドラ(レガータ・
ストリカ)

おそらく
1969年 26

○ 31-0403 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア 大運河と商館(フォン
ダコ)

おそらく
1969年 3

○ 31-0404 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア 町風景 おそらく
1969年 39

○ 31-0405 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア 鐘楼から望んだベネ
チアの町

おそらく
1969年 17

○ 31-0406 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア 夕景 おそらく
1969年 8

○ 31-0407 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィアロッコ信者会 おそらく
1969年 2 ティントレットの巨大作品

○ 31-0408 ヴェネト州 ヴェネツィア スカルツィ教会(サンタ マリア ディ
ナザレ教会)

おそらく
1969年 2

31-0409 ヴェネト州 ヴェネツィア 造船所(アルセナーレ) おそらく
1969年 5

31-0410 ヴェネト州 ヴェネツィア サンタ・マリア・デイ・ミラーコリ
教会

おそらく
1969年 11

31-0411 ヴェネト州 ヴェネツィア サン・ジョバンニ・エ・パオロ教会 おそらく
1969年 9

○ 31-0412 ヴェネト州 ヴェネツィア リアルト橋 おそらく
1969年 4

○ 31-0413 ヴェネト州 ヴェネツィア サンタ・マリア・デラ・サルーテ教会 おそらく
1969年 30

31-0414 ヴェネト州 ヴェネツィア ジェスアティ教会 おそらく
1969年 3

○ ○ 31-0415 ヴェネト州 ヴェネツィア サン・マルコ広場 おそらく
1969年 6 重要建造物で囲まれたイタリアの代表的広場

○ ○ 31-0416 ヴェネト州 ヴェネツィア サン・マルコ大聖堂 1969年 38

○ ○ 31-0417 ヴェネト州 ヴェネツィア パラッツォ・ドゥカーレ(総督宮) おそらく
1969年 14

○ 31-0418 ヴェネト州 ヴェネツィア パラッツォ・ドゥカーレ(総督宮)
溜息の橋

おそらく
1969年 1

31-0419 ヴェネト州 ヴェネツィア 国立マルチャーナ図書館 おそらく
1969年 3

31-0420 ヴェネト州 ヴェネツィア ムーア人の時計塔 おそらく
1969年 4

○ ○ 31-0421 ヴェネト州 ヴェネツィア サンタ・マリア・グロリオーサ・デ
イ・フラーリ教会

おそらく
1969年 5 14～15世紀のゴシック建築｡

ティツィアーノの代表作あり

31-0422 ヴェネト州 ヴェネツィア ヴェネツィア 教会 おそらく
1969年 3

31-0423 不明 ヴェネツィア不明 おそらく
1969年 2

31-0500 ヴェネト州 サン・ジョルジョ・
マッジョーレ島 サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会 おそらく

1969年 1

○ 31-0601 ヴェネト州 サン・ミケーレ島 サン・ミケーレ島 遠景 おそらく
1969年 2

○ 31-0602 ヴェネト州 サン・ミケーレ島 サン・ミケーレ教会 おそらく
1969年 2

○ ○ 31-0701 エミリア・ロマーナ州 ラベンナ ガラ・プラキディア聖堂(ガラ・プラ
キディアの廟)(朝堂)

おそらく
1969年 2 モサイク芸術の最高傑作

○ ○ 31-0702 エミリア・ロマーナ州 ラベンナ サン・ヴィターレ教会(聖堂) 1969年 22 イタリアにおけるビザンツ建築
の代表作｡ 最高のモザイク装飾

○ 31-0801 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ 町並み おそらく
1969年 5

○ ○ 31-0802 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ 洗礼堂 1969年 5 11～13世紀の建築｡ 特にブロンズの扉

○ ○ 31-0803 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ ドゥオモ 1969年 63 聖堂建築の代表

○ ○ 31-0804 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ サンタ・マリア・ノ
ヴェッラ教会

おそらく
1969年 2 ゴシック建築の代表

○ ○ 31-0805 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ ヴェッキオ宮殿 おそらく
1969年 2 共和国政庁

○ 31-0806 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ ヴェッキオ宮殿の塔 おそらく
1969年 1

○ ○ 31-0807 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ サンタ・クローチェ
教会

おそらく
1969年 8 フィレンツェの町を代表する人々を祀る

○ ○ 31-0808 トスカナ州 フィレンツェ フィレンツェ サン・ミニアート・
アル・モンテ教会

おそらく
1969年 4 ロマネスク建築の代表

○ ○ 31-0900 トスカナ州 ピサ ピサ大聖堂 1969年 48 ロマネスク建築の代表

31-1001 ウンブリア州 アッシジ アッシジ 町並み おそらく
1969年 3

○ 31-1002 ウンブリア州 アッシジ サン・フランチェスコ修道院教会
外観(サン・フランチェス教会) 1969年 32

ジョットのフラスコ絵
画が有名○ ○ 31-1003 ウンブリア州 アッシジ サン・フランチェスコ修道院教会 ス

テンドグラス(サン・フランチェス教会) 1969年 2

○ ○ 31-1004 ウンブリア州 アッシジ サン・フランチェスコ修道院教会
壁画(サン・フランチェス教会)

おそらく
1969年 3

○ 31-1005 ウンブリア州 アッシジ アッシジ 絵画 おそらく
1969年 2 ジョット作

31-1006 ウンブリア州 アッシジ サン・ピエトロ教会 おそらく
1969年 4

イタリア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 31-1007 ウンブリア州 アッシジ サンタ・キアラ教会 おそらく
1969年 1 ゴシック建築

31-1008 ウンブリア州 アッシジ アッシジ 大城塞(ロッカ・マッジョー
レ)

おそらく
1969年 1

○ 31-1009 ウンブリア州 アッシジ ミネルヴァ神殿 おそらく
1969年 4

31-1010 ウンブリア州 アッシジ サンタ・マリア・デリ・アンジェリ
教会

おそらく
1969年 4

31-1011 ウンブリア州 アッシジ アッシジ 会議堂 おそらく
1969年 1

31-1101 ラツィオ州 ローマ ローマ マリナ・レンボー(女性) おそらく
1969年 7

31-1102 ラツィオ州 ローマ ローマ ヘラルナ通り 建築・壁画 おそらく
1969年 2

○ ○ 31-1103 ラツィオ州 ローマ サンタ・マリア・マジョーレ教会 おそらく
1969年 10 ４世紀聖母マリアに捧げら

れた聖堂｡ 四大聖堂の一つ

31-1104 ラツィオ州 ローマ デレスクイリーノ広場 オベリスク おそらく
1969年 1

○ ○ 31-1105 ラツィオ州 ローマ パンテオン おそらく
1969年 4 ローマ建築の代表｡ 前１世紀

31-1106 ラツィオ州 ローマ トライアーノ公園 オベリスク おそらく
1969年 16

31-1107 ラツィオ州 ローマ フォロ・トライアーノ遺跡 おそらく
1969年 4

○ 31-1108 ラツィオ州 ローマ フォロ・ロマーノ カエサルのバジ
リカ

おそらく
1969年 12

○ 31-1109 ラツィオ州 ローマ フォロ・ロマーノ ヴェスタの神殿 おそらく
1969年 3

○ ○ 31-1110 ラツィオ州 ローマ フォロ・ロマーノ遺跡 おそらく
1969年 34 古代ローマの最大遺跡遺構群

○ 31-1111 不明 不明 遺跡 おそらく
1969年 21

○ ○ 31-1112 ラツィオ州 ローマ ローマ コロッセオ おそらく
1969年 8 ローマ建築技術の代表

31-1113 ラツィオ州 ローマ ローマ 不明 おそらく
1969年 37

○ 31-1114 ラツィオ州 ローマ パラティーノの丘 おそらく
1969年 2 ローマ皇帝宮殿遺構群

○ 31-1115 ラツィオ州 ローマ サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ
広場 オベリスク

おそらく
1969年 2

○ ○ 31-1116 ラツィオ州 ローマ サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ
教会

おそらく
1969年 8 ローマ四大聖堂の一つ

31-1117 ラツィオ州 ローマ サンタ・マリア・アンティカ 絵画 おそらく
1969年 1

31-1118 ラツィオ州 ローマ サンタ・アレズイオ おそらく
1969年 1

31-1119 ラツィオ州 ローマ マチューダ神殿 おそらく
1969年 2

○ 31-1120 ラツィオ州 ローマ オスティア・アンティーカ おそらく
1969年 6 古代ローマ都市の最大の遺跡

31-1200 カンパニア州 サレルノ サレルノ 海岸風景 おそらく
1969年 1

○ ○ 31-1301 カンパニア州
パエストゥム(現：ペスト) パエストゥム 考古学地区 列柱路 1969年 1

イタリアにおけるギリ
シア都市の遺構｡ 特に
ギリシア神殿建築が重
要

○ ○ 31-1302 カンパニア州
パエストゥム(現：ペスト)

パエストゥム 考古学地区 イタリ
ア人の寺 1969年 6

○ ○ 31-1303 カンパニア州
パエストゥム(現：ペスト)

パエストゥム 考古学地区 バシリ
カ(ヘラⅠ) 1969年 20

○ ○ 31-1304 カンパニア州
パエストゥム(現：ペスト)

パエストゥム 考古学地区 ネプチュー
ン(ポセイドン)神殿(ヘラⅡ) 1969年 31

○ ○ 31-1305 カンパニア州
パエストゥム(現：ペスト)

パエストゥム 考古学地区 ケレス
神殿 1969年 7

31-1400 カンパニア州 カッシーノ近郊 モンテ・カッシノ修道院 おそらく
1969年 1

○ 31-1500 カンパニア州 アマルフィ ドゥオモ・ディ・サン・タンドレア
(聖アンデレ本寺) 1969年 12 イタリア典型的な中世海洋共和国都市

31-1600 シチリア州 チェファルー チェファルー カテドラーレ モザ
イク画 1969年 2

○ ○ 31-1700 シチリア州 パレルモ パレルモ礼拝堂 カペラ・パラティー
ナ 1969年 1 13世紀の建築｡ モザイク装飾が有名

31-1800 不明 トルセロ(バシリカ) 壁画 おそらく
1969年 1

31-0000 不明 不明 おそらく
1969年 51

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 482 認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 114

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 617

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 731

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 884

Ｃ／Ｄ(％) 83％

イタリア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

32-0101 バチカン バチカン 建築物 おそらく
1969年 1

○ ○ 32-0102 バチカン バチカン サン・ピエトロ寺院(サン・
ピエトロ広場)

おそらく
1969年 24 ローマ・カトリック教会の総本山

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 24 認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 24

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 24

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 25

Ｃ／Ｄ(％) 96％

バチカン市国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 33-0100 オー・ド・フランス地域圏
ソンム県 アミアン アミアン大聖堂 1969年頃 16 ゴシック建築の代表

○ ○ 33-0200 イル・ド・フランス地域圏
パリ県 シテ島 ノートルダム大聖堂 1969年頃 25 ゴシック建築の代表

○ ○ 33-0300 サントル・ヴァル・ド・ロワール地域圏
ウール・エ・ロアール県 シャルトル シャルトル大聖堂 1969年 87 ゴシック建築の代表

○ ○ 33-0400 ノルマンディー地域圏 マンシュ
県 モン・サン・ミシェル モン・サン・ミシェル修道院 1969年 7 ロマネスク・ゴシック建築

33-0500 ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域
圏 ソーヌ・エ・ロアール県 オータン オータン サン・ラザール大聖堂 1969年 10

○ 33-0600 ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域
圏 コート・ドール県 モンバール フォントネー修道院 1969年 7

○ 33-0700 ブルゴーニュ・フランシュ・コン
テ地域圏 ヨンヌ県 ヴェズレー ヴェズレーの聖堂 1969年 8

○ 33-0800 オクシタニー地域圏 タルヌ・エ・
ガロンヌ県 モワサック サン・ピエール旧修道院 1969年 11

33-0900 プロバンス・コートダジュール地方 アルプ・
ド・オートプロバンス県 シャトー・アルヌー シャトー・アルヌー 町並み 1969年頃 4

33-1000 プロバンス・アルプ・コートダジュール地
域圏 アルプ・マリティーム県 ニース ニース 町並み 1969年頃 2

○ 33-1100 ヌーヴェル・アキテーヌ地域圏
ヴィエンヌ県 サン・サヴァン

サン・サヴァン・シュル・ガルタン
プの聖堂 1969年 13

○ 33-1200 オクシタニー地域圏 タルヌ県
アルビ サント・セシル大聖堂 1969年頃 3

33-1300 不明 絵画 1969年頃 1

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 135 認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 174

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 174

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 194

Ｃ／Ｄ(％) 90％

フランス共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 34-0101 ニーダーザクセン州
ヒルデスハイム ザンクト・ミヒャエル教会 1969年 9

34-0102 ニーダーザクセン州
ヒルデスハイム ヒルデスハイム大聖堂 1969年 2

○ 34-0200 バイエルン州 バンベルク バンベルク大聖堂 1969年 21 10世紀のゴシック建築

○ 34-0300 バイエルン州 シュヴァンガウ ノイシュワンシュタイン城 1969年 1

○ 34-0400 バイエルン州 アウグスブルク アウグスブルク 町並み 1969年頃 4

34-0500 バイエルン州 ウンターフランケン
ビュルツブルク ビュルツブルク 町並み 1969年頃 7

○ 34-0600 バイエルン州 ミッテルフランケン
ローデンブルク ローデンブルク 町並み 1969年頃 28

○ ○ 34-0700 ノルトライン・
ウェストファーレン州 アーヘン アーヘン大聖堂 1969年 9

○ ○ 34-0800 ノルトライン・
ウェストファーレン州 ケルン ケルン大聖堂 1969年 1

○ 34-0900 バーデン・ヴュルテンブルク州
ハイデルベルク ハイデルベルク 町並み 1969年頃 3

○ ○ 34-1000 ラインラント・ファルツ州
ローレライ遺跡近郊 ライン川 ライン川 1969年頃 1

34-0000 不明 不明 1969年頃 114

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 56 認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 36

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 41

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 77

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 200

Ｃ／Ｄ(％) 39％

ドイツ連邦共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 35-0100 ケント州 カンタベリー カンタベリー カンタベリー大聖堂 1969年 9 中世ゴシック建築

○ ○ 35-0201 スコットランド ロージアン州
エジンバラ エジンバラ 聖ジャイルズ聖堂 1969年頃 1

○ ○ 35-0202 スコットランド ロージアン州
エジンバラ エジンバラ城 1969年頃 5

35-0203 スコットランド ロージアン州
エジンバラ エジンバラ 不明 1969年頃 1

35-0300 カンブリア州 ウィンダミア ウィンダミア 町並み 1969年頃 9

○ 35-0400 オックスフォード・シャー州
オックスフォード オックスフォード 町並み 1969年頃 3 ユニバーシティ・カレッジ｡ 最古のカレッジ建築

35-0500 ウェールズ地方 カンブリア山地 カンブリア山地 1969年頃 2

35-0600 グロスターシャー州 グロスター グロスター大聖堂 1969年頃 9

○ 35-0801 グレーター・ロンドン
ロンドン

ビクトリア・アルバー
ト美術館 細密画 1969年頃 1

○ 35-0802 グレーター・ロンドン
ロンドン

ビクトリア・アルバー
ト美術館 陶器 1969年頃 7

○ 35-0901 グレーター・ロンドン
ロンドン 大英博物館 細密画 1969年頃 1

大英博物館｡ 世界最古
にして最大

○ 35-0902 グレーター・ロンドン
ロンドン 大英博物館 タイル 1969年頃 0

○ 35-0903 グレーター・ロンドン
ロンドン 大英博物館 金属製品 1969年頃 3

○ 35-0904 グレーター・ロンドン
ロンドン 大英博物館 彫刻 1969年頃 2

○ 35-0905 グレーター・ロンドン
ロンドン 大英博物館 ラピスラズリ 1969年頃 1

35-1101 ウォリックシャー州 ストラトフォー
ド・オン・エーボン

ストラトフォード・オン・エーボン
シェークスピアの生家 1969年頃 1

35-1102 ウォリックシャー州 ストラトフォー
ド・オン・エーボン ストラトフォード・オン・エーボン 1969年頃 2

35-0000 不明 不明 1969年頃 28

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 33 認定者：浅香 正

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 18

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 15

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 33

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 85

Ｃ／Ｄ(％) 39％

英国 (グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

36-0100 ウィーン ウィーンの葡萄酒ができた時に松葉
をささげるところ 不明 1

重 要 遺 跡 認 定 枚 数

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ)

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 0

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1

Ｃ／Ｄ(％) 0％

オーストリア共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 37-0100 クライネシャイデク(ベルンとバレーの境
界) アレッチュ氷河､ ユングフラウ山 アレッチュ氷河､ ユングフラウ山 1970年頃 6

37-0200 バレー州 ツェルマット近郊
マッターホルン山 マッターホルン山 1970年頃 4

37-0300 バレー州 ツェルマット近郊
モンテ・ローザ山 モンテ・ローザ山 1970年頃 1

37-0400 バレー州 ツェルマット近郊
ツムット氷河 ツムット氷河 1970年頃 1

37-0500 バレー州 シンプロン シンプロン 農家 1970年頃 1

37-0600 ジュネーブ州 ジュネーブ レマン湖､ モン・ブラン公園 1970年頃 9

37-0700 不明 スキーヤー 1970年頃 1

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 6

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 6

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 23

Ｃ／Ｄ(％) 26％

スイス連邦
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 38-0100 南部連邦管区 ロストフ州
アゾフ アゾフ ギリシア植民地 おそらく

1989年 20

38-0200 北カフカース連邦管区 スタウロ
ポリ地方 グルショースコエ グルショースコエ遺跡 おそらく

1989年 2

38-0301 北カフカース連邦管区 カラチャイ・
チェルケス共和国 アルヒーズ アルヒーズの石人 おそらく

1989年 5

○ 38-0302 北カフカース連邦管区 カラチャイ・
チェルケス共和国 アルヒーズ

アルヒーズ 中央教会(アルメニア教
会)

おそらく
1989年 33

○ 38-0303 北カフカース連邦管区 カラチャイ・
チェルケス共和国 アルヒーズ アルヒーズ 北教会(アルメニア教会) おそらく1989年 19

○ 38-0400 北カフカース連邦管区 カラチャイ・
チェルケス共和国 ダルガフスク ダルガフスク 町並み おそらく

1989年 53

○ 38-0500 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 リム・ゴラ遺跡 おそらく

1989年 21

38-0600 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 ハサウト遺跡(渓谷) おそらく

1989年 23

○ 38-0700 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 ジョアンナ教会 おそらく

1989年 63

○ 38-0800 北カフカース連邦管区 カラチャイ・
チェルケス共和国 カフカス(コーカサス) カフカス(コーカサス) おそらく

1989年 23

38-0901 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 フマラ おそらく

1989年 11

○ 38-0902 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 フマラ遺跡 おそらく

1989年 35

○ 38-1001 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 スタブロポリ ベルボッカ遺跡 おそらく

1989年 19

38-1002 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 スタブロポリ スタブロポリ 町並み おそらく

1989年 10

○ 38-1100 北カフカース連邦管区 スタブロポリ
地方 スタブロポリ～ピャチゴルスク スタブロポリ～ピャチゴルスク おそらく

1989年 54

○ 38-1201 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク ピャチゴルスク クルガン塔型墳墓 おそらく

1989年 8

○ 38-1202 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク ピャチゴルスク 巨大石棺 おそらく

1989年 8

38-1203 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク ピャチゴルスク ジョアンナ教会 おそらく

1989年 5

○ 38-1204 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク ピャチゴルスク 馬牧場 おそらく

1989年 20

○ 38-1205 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク ピャチゴルスク 町並み おそらく

1989年 69

○ 38-1206 北カフカース連邦管区 スタブロ
ポリ地方 ピャチゴルスク近郊 ピャチゴルスク近郊 風景・人物 おそらく

1989年 35

○ 38-1300 北カフカース連邦管区 スタブロポリ地
方 ピャチゴルスク～オルジョニキーゼ

ピャチゴルスク～オルジョニキーゼ
町並み

おそらく
1989年 25

○ 38-1400 北カフカース連邦管区 スタブロポリ地
方 ピャチゴルスク～オルジョニキーゼ

ピャチゴルスク～オルジョニキーゼ
北オセティアの人々

おそらく
1989年 73

○ 38-1501 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 スタヴロポリ博物館 金 1989年 2

○ 38-1502 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 スタヴロポリ博物館 工芸品 1989年 13

○ 38-1503 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国 スタヴロポリ博物館 彫刻 1989年 22

○ 38-1600 北カフカース連邦管区
カラチャイ・チェルケス共和国

カラチャエフ・チュル
ケス歴史考古学博物館 織物 1989年 41

○ 38-1701 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 ピャチゴルスク

ピャチゴルスク郷土
史博物館 金 1989年 4

○ 38-1702 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 ピャチゴルスク

ピャチゴルスク郷土
史博物館 青銅器・鉄 1989年 21

○ 38-1703 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 ピャチゴルスク

ピャチゴルスク郷土
史博物館 土器 1989年 9

○ 38-1704 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 ピャチゴルスク

ピャチゴルスク郷土
史博物館 ガラス 1989年 2

○ 38-1705 北カフカース連邦管区
スタブロポリ地方 ピャチゴルスク

ピャチゴルスク郷土
史博物館 織物 1989年 2

38-1801 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ ズイルガ遺跡 1989年 1

38-1802 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ オルジョニキーゼ 町並み 1989年 8

○ 38-1900 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ近郊

オルジョニキーゼ近郊 山頂の塔角
建造物 1989年 18

○ 38-2000 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 ダルガフス村跡 ダルガフス村跡 1989年 60

○ 38-2100 北カフカース連邦管区
北オセティア共和国 コバン村跡 コバン村跡 1989年 47

38-2200 北カフカース連邦管区
北オセティア共和国 ズィルガイ・マスジッド 1989年 12

○ 38-2301 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 金 1989年 21

○ 38-2302 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 青銅器 1989年 17

○ 38-2303 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 金属製品 1989年 6

○ 38-2304 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 土器 1989年 3

○ 38-2305 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 ガラス 1989年 1

○ 38-2306 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア大学付
属考古学博物館 工芸品 1989年 2

○ 38-2401 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 金 1989年 3

○ 38-2402 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 金属・青銅器 1989年 32

○ 38-2403 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 彫刻 1989年 1

○ 38-2404 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 土器 1989年 4

ロシア連邦
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○ 38-2405 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 ガラス 1989年 3

○ 38-2406 北カフカース連邦管区 北オセティ
ア共和国 オルジョニキーゼ

北オセティア歴史・建
築・文学統合博物館 織物 1989年 20

38-2501 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル 町並み 金貨を持っ
た女性 1989年 6

38-2502 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル クラスノダル 町並み 日没 1989年 23

○ 38-2600 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル～マイコープ

クラスノダル～マイコープ タマニ
の踊り 1989年 125

○ 38-2700 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル～ロストフ クラスノダル～ロストフ 1989年 73

○ 38-2801 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル～アナパ(ケルチ)

クラスノダル～アナパ(ケルチ) 町
並み 1989年 57

38-2802 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル～アナパ(ケルチ)

クラスノダル～アナパ(ケルチ) 夕
景 1989年 10

38-2901 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ ゴルギッピア遺跡 1989年 19

38-2902 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ ゴルギッピア遺跡 露店 1989年 9

○ 38-3000 南部連邦管区 クラスノダル地方
カフカス(コーカサス) カフカス港歓迎の踊り 1989年 97

○ 38-3100 南部連邦管区 アディゲ共和国
マイコープ マイコープ遺跡 1989年 86

○ 38-3201 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 金 1989年 2

○ 38-3202 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 金属製品 1989年 4

○ 38-3203 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 彫刻 1989年 7

○ 38-3204 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 工芸品 1989年 7

○ 38-3205 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 陶器 1989年 1

○ 38-3206 南部連邦管区 クラスノダル地方
クラスノダル

クラスノダル歴史考
古学博物館 織物 1989年 24

○ 38-3301 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ アナパ考古学博物館 鏡銅 1989年 1

○ 38-3302 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ アナパ考古学博物館 彫刻 1989年 11

○ 38-3303 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ アナパ考古学博物館 土器 1989年 7

○ 38-3304 南部連邦管区 クラスノダル地方
アナパ アナパ考古学博物館 ガラス 1989年 4

○ ○ 38-3401 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 クレムリン 広場 1989年 39

○ ○ 38-3402 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 ワシーリー大聖堂 1989年 72

○ ○ 38-3403 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 アルハンゲリスキー聖堂 1989年 7

○ 38-3404 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 イワン・ベリーキー(大イ
ワン)の鐘樓 1989年 11

38-3405 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 モスクバレッカヤ塔 1989年 2

○ 38-3406 中央連邦管区 モスクワ 赤の広場 町並み 1989年 65

○ 38-3500 中央連邦管区 ウラジーミル州
スーズダリ スーズダリ 建築 1989年 2

○ 38-3600 コーカサス ベゼンギン村 コーカサス ベゼンギン村 1989年 23

○ 38-3701 極東連邦管区 ハバロフスク地方
ハバロフスク ハバロフスク 街風景 1989年 19

○ 38-3702 極東連邦管区 ハバロフスク地方
ハバロフスク アムール川 ハバロフスク アムール川夕景 1989年 8

38-3800 南部連邦管区 ロストフ州
ロストフ・ナ・ドヌ ロストフ・ナ・ドヌー 草原と町 1989年 8

○ 38-3901 南部連邦管区 ロストフ州
ロストフ・ナ・ドヌ

ロストフ・ナ・ドヌー
歴史博物館 金 1989年 48

○ 38-3902 南部連邦管区 ロストフ州
ロストフ・ナ・ドヌ

ロストフ・ナ・ドヌー
歴史博物館 銀 1989年 18

○ 38-3903 南部連邦管区 ロストフ州
ロストフ・ナ・ドヌ

ロストフ・ナ・ドヌー
歴史博物館 彫刻・土器ほか 1989年 10

○ 38-4000 カフカス(コーカサス)山脈 カフカス(コーカサス)山脈 1989年 58

○ 38-4100 ドン川 ドン川 1989年 2

○ 38-4201 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 アッパー・バルカリア チュゲム渓谷 家型墳墓群 1989年 27

○ 38-4202 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 アッパー・バルカリア チュゲム渓谷 中世の階段跡 1989年 14

38-4203 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 アッパー・バルカリア チュゲム渓谷 集落跡 1989年 17

○ 38-4204 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 アッパー・バルカリア チュゲム渓谷 1989年 49

○ 38-4205 北カフカース連邦管区 カバルダ・バルカル
共和国 アッパー・バルカリア チュゲム チュゲム 町並み 1989年 42

38-4300 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 アッパーチュゲム アッパーチュゲム 家型墳墓群 1989年 16

○ 38-4400 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 シャボエフ城 1989年 22

○ 38-4501 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 ベゼンギ村 ベゼンギ村 1989年 26

38-4502 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 ベゼンギ村 ベゼンギ村 糸紡ぎ 1989年 8

○ 38-4601 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 1989年 154
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38-4602 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 死者の街 1989年 12

○ 38-4603 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 キュンニュム村跡 1989年 49

○ 38-4604 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 サゥトゥ村跡 1989年 19

38-4605 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 ズイルギー村跡 1989年 6

38-4606 北カフカース連邦管区 カバルダ・
バルカル共和国 チュレク渓谷 チュレク渓谷 不明 1989年 26

○ 38-4700 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 エルズイ遺跡 1989年 54 長引くチェチェン戦争

により被害が伝えられる
が､ ロシアの報道規制
により詳細はあまり伝わっ
てこない｡ トウハバエル
ドゥイ教会は荒廃が激
しい｡ この地方にある
古い塔は､ 一族の結束
をあらわすものといわれ
貴重な文化遺産である
が､ ロシア軍の格好の
標的となり､ 被害を受
けている｡ なお､ 世界
遺産に登録することで
注目を集めたいというチェ
チェン人による記事が､
ニューヨークタイムズに
掲載された

38-4800 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 タルギム遺跡 1989年 2

○ 38-4901 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 アッサ谷 アッサ谷遺跡群 1989年 38

○ 38-4902 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 アッサ谷 アッサ谷 トウハバ・エルドゥイ教会 1989年 34

○ 38-4903 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 アッサ谷 アッサ谷 チェチェン族 1989年 164

○ 38-5000 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 ホイ村 ホイ村 中世の墓 1989年 87

○ 38-5100 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 ホイ村 チェチェンの谷 1989年 104

38-5201 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 イングーシ イングーシ 町並み 1989年 19

○ 38-5202 北カフカース連邦管区
イングーシ共和国 イングーシ イングーシの谷 1989年 144

○ 38-5301 北カフカース連邦管区
チェチェン共和国 グロズヌイ

国立チェチェン・イン
グーシ郷土史博物館 金 1989年 3 チェチェン戦争により

グロズヌイは焼土と化
した｡ 当時の博物館職
員からの情報によれば､
博物館はすでに破壊さ
れ､ 多くの収蔵品が失
われたという

○ 38-5302 北カフカース連邦管区
チェチェン共和国 グロズヌイ

国立チェチェン・イン
グーシ郷土史博物館 金属・青銅器 1989年 11

○ 38-5303 北カフカース連邦管区
チェチェン共和国 グロズヌイ

国立チェチェン・イン
グーシ郷土史博物館 彫刻 1989年 10

○ 38-5304 北カフカース連邦管区
チェチェン共和国 グロズヌイ

国立チェチェン・イン
グーシ郷土史博物館 織物 1989年 4

○ 38-5400 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 アルカズ遺跡 1989年 10

○ 38-5501 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 ゴール ゴール遺跡 1989年 36

38-5502 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 ゴール ゴール村 町並み 1989年 78

38-5503 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 ゴール 現在のゴール村 不明 2

○ 38-5601 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント ジュマ・マスジット 1989年 23

38-5602 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント ダトウン教会 1989年 5

○ 38-5603 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント デルベント城塞 1989年 13

○ 38-5604 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント 町並み 1989年 131

○ 38-5605 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント カーペット市 1989年 45

○ 38-5606 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 デルベント デルベント 共同墓地 1989年 59

○ 38-5701 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 グムフ村 グムフ村 1989年 177

○ 38-5702 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 グムフ村近郊 グムフ村近郊 1989年 36

38-5800 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ マハチカラ 共産党本部 1989年 6

○ 38-5901 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ダゲスタン歴史建築
博物館 彫刻 1989年 27

○ 38-5902 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ダゲスタン歴史建築
博物館 金属製品 1989年 12

○ 38-6001 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ソ連科学アカデミータゲスタン
支部・歴史･言語･文学研究所 金 1989年 10

○ 38-6002 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ソ連科学アカデミータゲスタン
支部・歴史･言語･文学研究所 銀・青銅器 1989年 5

○ 38-6003 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ソ連科学アカデミータゲスタン
支部・歴史･言語･文学研究所 工芸品 1989年 3

○ 38-6100 北カフカース連邦管区
ダゲスタン共和国 マハチカラ

ダゲスタン芸術博物
館 金属製品 1989年 17

○ 38-6200 クリミア連邦管区
クリミア共和国 チムタラカン遺跡 おそらく

1989年 44

○ 38-6300 南部連邦管区 アドゥイゲ共和国
タマニ タマニ 町並み おそらく

1989年 36

○ 38-6400 南部連邦管区 アドゥイゲ共和国
タマニ タマニ博物館 ガラス・鉄製品 おそらく

1989年 11

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 3,544 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 3,426

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 144

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 3,570

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 3,921

Ｃ／Ｄ(％) 91％

ロシア連邦
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 38-6501 オデッサ州 ベルゴロド・
ドニエストロフスキー ティラ城塞 おそらく

1989年 47

○ 38-6502 オデッサ州 ベルゴロド・
ドニエストロフスキー ティラ遺跡 おそらく

1989年 22

38-6503 オデッサ州 ベルゴロド・
ドニエストロフスキー ニコニイ遺跡 おそらく

1989年 10

○ 38-6600 オデッサ州 オデッサ オデッサ 町並み おそらく
1989年 116

○ 38-6700 オデッサ州
オデッサ～ヘルソン州 ヘルソン オデッサ～ヘルソン 町並み おそらく

1989年 86

○ 38-6801 オデッサ州 オデッサ オデッサ博物館
(考古学博物館) 土器 おそらく

1989年 7

○ 38-6802 オデッサ州 オデッサ オデッサ博物館
(考古学博物館) コイン おそらく

1989年 17

○ 38-6900 ヘルソン州 ヘルソン～クリミア
自治共和国 シンフェロポリ ヘルソン～シンフェロポリ おそらく

1989年 64

○ 38-7000 クリミア自治共和国
シンフェロポリ東南郊外 ネアポリス遺跡 おそらく

1989年 21

38-7100 クリミア自治共和国
シンフェロポリ近郊 シンフェロポリ近郊 町並み おそらく

1989年 15

○ ○ 38-7200 クリミア自治共和国
セバストポリ

セバストポリ ヘルソネス遺跡(ケル
ソネス) ギリシア植民都市

おそらく
1989年 84

○ 38-7301 クリミア自治共和国 ケルチ パンティカパイオン遺跡 おそらく
1989年 80

○ 38-7302 クリミア自治共和国 ケルチ イグラット遺跡 おそらく
1989年 79

38-7303 クリミア自治共和国 ケルチ ツァルスキ・クルガン おそらく
1989年 22

○ 38-7304 クリミア自治共和国 ケルチ ミルメーキ遺跡 おそらく
1989年 23

○ 38-7305 クリミア自治共和国 ケルチ ニュンファ(ニンファウム)遺跡 おそらく
1989年 75

38-7306 クリミア自治共和国 ケルチ イエニカレ要塞 レニー・カリア おそらく
1989年 23

○ 38-7307 クリミア自治共和国 ケルチ ヨアンナ・プリチーチ ビザンチン教
会セントションザバプティスト教会

おそらく
1989年 20

38-7308 クリミア自治共和国 ケルチ ケルチ 軍事基地 おそらく
1989年 3

○ 38-7309 クリミア自治共和国 ケルチ ケルチ 町並み おそらく
1989年 18

38-7310 クリミア自治共和国 ケルチ ケルチの丘の大階段 おそらく
1989年 2

○ 38-7401 クリミア自治共和国 スダク スダク城塞 おそらく
1989年 103

38-7402 クリミア自治共和国 スダク スダク 町並み おそらく
1989年 1

38-7501 クリミア自治共和国
エフパトリア ケルキニチーダ遺跡 おそらく

1989年 1

○ 38-7502 クリミア自治共和国
エフパトリア チャイカ遺跡 おそらく

1989年 53

38-7503 クリミア自治共和国
エフパトリア エフパトリア 町並み おそらく

1989年 25

○ 38-7601 クリミア自治共和国
エフパトリア

エフパトリア郷土史
博物館 金属 おそらく

1989年 8

○ 38-7602 クリミア自治共和国
エフパトリア

エフパトリア郷土史
博物館 コイン おそらく

1989年 13

○ 38-7603 クリミア自治共和国
エフパトリア

エフパトリア郷土史
博物館 土器 おそらく

1989年 8

○ 38-7701 クリミア自治共和国 ヤルタ ヤルタ アルメニア教会 おそらく
1989年 16

○ 38-7702 クリミア自治共和国 ヤルタ ヤルタ ヴァロンツォフ宮殿 おそらく
1989年 64

○ 38-7703 クリミア自治共和国 ヤルタ ヤルタ フナ遺跡 おそらく
1989年 49

○ 38-7704 クリミア自治共和国
ヤルタ アイ・ペトリ山 ヤルタ アイ・ペトリ山 おそらく

1989年 16

○ 38-7705 クリミア自治共和国 ヤルタ ヤルタ 町並み おそらく
1989年 133

○ 38-7801 クリミア自治共和国
バフチサライ バフチサライ宮殿 おそらく

1989年 78

38-7802 クリミア自治共和国
バフチサライ バフチサライの子供達 おそらく

1989年 17

38-7803 クリミア自治共和国
バフチサライ ケシ畑 おそらく

1989年 23

○ 38-7901 クリミア自治共和国
バフチサライ

バフチサライ宮殿博
物館 織物 おそらく

1989年 15

○ 38-7902 クリミア自治共和国
バフチサライ

バフチサライ宮殿博
物館 道具 おそらく

1989年 3

○ 38-7903 クリミア自治共和国
バフチサライ

バフチサライ宮殿博
物館 工芸品 おそらく

1989年 2

○ 38-8000 クリミア自治共和国
ブーモークフ ブーモークフ 遊牧民 おそらく

1989年 65

○ 38-8100 クリミア自治共和国 クリム クリム おそらく
1989年 23

○ 38-8200 ヘルソン州 アスカニアノーバ自
然公園 アスカニアノーバ自然公園 おそらく

1989年 384

○ 38-8301 ミコライエフ州 ハルティノ村 オルビア遺跡 おそらく
1989年 124

38-8302 ミコライエフ州 ハルティノ村 オルビア遺跡 町並み おそらく
1989年 4

ウクライナ
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,808 認定者：長澤和俊

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 1,892

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 84

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,976

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 2,038

Ｃ／Ｄ(％) 97％

ウクライナ
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 38-8401 マーリ州 メルヴ 小キズ・カラ おそらく
1989年 7 全

体
に
考
古
学
的
遺
跡
で
あ

り
調
査
発
掘
が
先
行
す
べ
き

で
あ
る
。○ ○ 38-8402 マーリ州 メルヴ 大キズ・カラ おそらく

1989年 19 一部は保存修復されている

○ ○ 38-8403 マーリ州 メルヴ 大キズ・カラ周辺 おそらく
1989年 3

○ ○ 38-8404 マーリ州 メルヴ スルタン・カラ 全景 おそらく
1989年 53

○ ○ 38-8405 マーリ州 メルヴ スルタン・カラ 官庁跡 おそらく
1989年 9

○ ○ 38-8406 マーリ州 メルヴ スルタン・カラ スルタン・サンジャー
ル廟

おそらく
1989年 23 保存修復がされている｡

○ ○ 38-8407 マーリ州 メルヴ スルタン・カラ ムハンマド・イブ
ン・ゼイード廟

おそらく
1989年 7 ムハンマドは８世紀に死亡､ 廟は1112～

13年建設｡ 中世建築の様式が良く残る

○ 38-8408 マーリ州 メルヴ メルヴ おそらく
1989年 9

38-8501 アハル州 アシガバート アシガバート(アシハバード) 町並
み

おそらく
1989年 44

38-8502 アハル州 アシガバート アシガバート(アシハバード) カー
ペット工場

おそらく
1989年 25

38-8503 アハル州 アシガバート アシガバート(アシハバード) カラ・
クム運河

おそらく
1989年 10

○ ○ 38-8600 アハル州 アシガバート 新ニサ 新ニサ パルチア勃興期の遺跡 おそらく
1989年 19 シャフリスタンに相当する(市街区)

○ ○ 38-8700 アハル州 アシガバート 旧ニサ 旧ニサ パルチア勃興期の遺跡 おそらく
1989年 103 チタデルに相当する(内域)発掘調査中

38-8800 アハル州 アシガバート ニサ ニサ 町並み おそらく
1989年 4

○ 38-8900 アハル州 アシガバート アナウ遺跡 おそらく
1989年 126 モスクは倒壊しているが､ 先史

時代の遺跡として学史的に重要

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 369 認定者：堀 晄

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 135

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 252

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 387

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 461

Ｃ／Ｄ(％) 84％

トルクメニスタン
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 38-9001 ブハラ州 ブハラ アルク城 おそらく
1989年 6

いずれも良く保存され
ている

○ ○ 38-9002 ブハラ州 ブハラ ミリ・アラブのメドレセ(アミル・ア
リム・ハナ)

おそらく
1989年 34

○ ○ 38-9003 ブハラ州 ブハラ カラーン・ミナレット おそらく
1989年 55

○ ○ 38-9004 ブハラ州 ブハラ アブドゥールアジズ・ハーンのメド
レセ

おそらく
1989年 11

○ ○ 38-9005 ブハラ州 ブハラ ウルグ・ベグのメドレセ おそらく
1989年 10

○ ○ 38-9006 ブハラ州 ブハラ クケリダシのメドレセ おそらく
1989年 4

○ 38-9007 ブハラ州 ブハラ タキ・ザルカラン(宝石商市場の丸屋
根)

おそらく
1989年 16

○ 38-9008 ブハラ州 ブハラ ディクン・ベキのハナカ(巡礼用宿舎) おそらく1989年 7

○ ○ 38-9009 ブハラ州 ブハラ ナディール・ディヴァン・ベキのメ
ドレセ

おそらく
1989年 16

○ ○ 38-9010 ブハラ州 ブハラ リヤビ・ハウズ(ディヴァン・ベキ回
教寺院)

おそらく
1989年 2

○ ○ 38-9011 ブハラ州 ブハラ イスマイル・サマニ廟 おそらく
1989年 15 中央アジア最古のイスラム建築

○ 38-9012 ブハラ州 ブハラ チャル・ミナルのメドレセ おそらく
1989年 9 19世紀で新しい

○ 38-9013 ブハラ州 ブハラ シトライ・マヒ・ホーサ宮殿(月と星
の宮殿)

おそらく
1989年 4 19世紀で新しい

○ 38-9014 ブハラ州 ブハラ ティムアブドゥラハナのバザールヌ
イ・クーポル

おそらく
1989年 2

○ ○ 38-9015 ブハラ州 ブハラ バラ・ハウズ・モスク おそらく
1989年 17

○ 38-9016 ブハラ州 ブハラ ブハラ 城壁 おそらく
1989年 7

○ 38-9017 ブハラ州 ブハラ ブハラ 赤い山 おそらく
1989年 4

○ 38-9018 ブハラ州 ブハラ ブハラ 町並み おそらく
1989年 125

○ 38-9019 ブハラ州 ブハラ ブハラ バザール おそらく
1989年 5

○ 38-9100 ブハラ州 ブハラ スイトライ・マヒ・ホサ宮殿 おそらく
1989年 6

○ 38-9201 サマルカンド州 サマルカンド サマルカンド 町並み おそらく
1989年 25

○ ○ 38-9202 サマルカンド州 サマルカンド レギスタン広場 おそらく
1989年 33

いずれも良く保存され
ている○ ○ 38-9203 サマルカンド州 サマルカンド レギスタン広場 ウルグベクのメド

レセ
おそらく
1989年 10

○ ○ 38-9204 サマルカンド州 サマルカンド レギスタン広場 ティラカリ・メド
レセ

おそらく
1989年 59

○ ○ 38-9205 サマルカンド州 サマルカンド レギスタン広場 シェルドルのメド
レセ

おそらく
1989年 54

○ ○ 38-9206 サマルカンド州 サマルカンド グリ・アミール廟 おそらく
1989年 71

○ ○ 38-9207 サマルカンド州 サマルカンド イシュラト・ハーナ廟 おそらく
1989年 44

○ ○ 38-9208 サマルカンド州 サマルカンド ビビハニム・モスク おそらく
1989年 102 修復中

○ ○ 38-9209 サマルカンド州 サマルカンド シャーヒジンダ廟 おそらく
1989年 76

○ ○ 38-9210 サマルカンド州 サマルカンド アフラシアブの丘(アフラシャブの丘) おそらく1989年 5 発掘中｡ 博物館の壁画はフランスにより修復された

○ ○ 38-9211 サマルカンド州 サマルカンド ウルグ・ベク天文台跡 おそらく
1989年 7 遺跡公園となってよく管理されている

○ 38-9301 タシケント州 タシケント カファル・シャシ廟 おそらく
1989年 51 いずれも良く保存されている

○ 38-9302 タシケント州 タシケント クカルダシのメドレセ おそらく
1989年 35 いずれも良く保存され

ている○ 38-9303 タシケント州 タシケント バラク・ハーンのメドレセ おそらく
1989年 40

38-9304 タシケント州 タシケント タシケント 結婚式 おそらく
1989年 19

38-9305 タシケント州 タシケント タシケント 昔のシルクロード本道 おそらく
1989年 3

38-9306 タシケント州 タシケント タシケント バザール おそらく
1989年 2

38-9307 タシケント州 タシケント タシケント 町並み おそらく
1989年 9

○ 38-9400 タシケント州 タシケント 国立歴史博物館 彫刻 おそらく
1989年 30

○ 38-9501 ホラズム州 ヒバ ヒバ 町並み おそらく
1989年 45

いずれも良く保存され
ている

○ ○ 38-9502 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ おそらく
1989年 59

○ ○ 38-9503 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ 城壁 おそらく
1989年 10

○ ○ 38-9504 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ パフラヴァン・マ
フムド廟

おそらく
1989年 6

○ ○ 38-9505 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ ジュマ・モスク おそらく
1989年 11

○ ○ 38-9506 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ イスラムフッジャ
のミナレットとメドレセ

おそらく
1989年 16

○ ○ 38-9507 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ クトルグ・ムラト・
イナックのメドレセ

おそらく
1989年 11

○ ○ 38-9508 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ ヴァロタ・パルヴァ
ン・タルヴァザ(東門､ 奴隷の門)

おそらく
1989年 7

○ ○ 38-9509 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ アラクリ・ハーン
のメドレセ

おそらく
1989年 21

ウズベキスタン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 38-9510 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ ムハマド・アミン・
ハーンのメドレセ

おそらく
1989年 7

○ ○ 38-9511 ホラズム州 ヒバ イチャン・カラ カルタ・ミナル おそらく
1989年 30

○ 38-9600 ホラズム州 ウルゲンチ ウルゲンチ 町並み おそらく
1989年 15

38-9701 フェルガナ州 コーカンド ナレブ・ダバイのモスク(メドレセ) おそらく
1989年 13

38-9702 フェルガナ州 コーカンド フダヤル汗の宮殿 おそらく
1989年 51

38-9703 フェルガナ州 コーカンド モダリ・ハーン廟 おそらく
1989年 13

38-9704 フェルガナ州 コーカンド コーカンド 男性 おそらく
1989年 4

38-9800 ブハラ州 マハサ マハサ 町並み､ 建築 おそらく
1989年 6

38-9900 アム・ダリア川 アム・ダリア川 おそらく
1989年 33

39-0100 ゼラフシャン川 ゼラフシャン川 おそらく
1989年 2

39-0200 カラクム砂漠 カラクム砂漠 おそらく
1989年 25

39-0300 カフカス(コーカサス) カフカス(コーカサス) 人､ 風景 おそらく
1989年 14

○ 39-0400 ブハラ州 ブハラ 絨毯博物館 アガク・イ・アッタリ寺(マゴキ・アッ
タリ・モスク)

おそらく
1989年 7 砂に埋もれていたのが発掘され､ 現在は絨毯博物館

39-0500 アムール河 アムール河 おそらく
1989年 8

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 1,002 認定者：堀 晄

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 193

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 1,013

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 1,206

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 1,408

Ｃ／Ｄ(％) 86％

ウズベキスタン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 39-0600 ソクド州
パンジャケント(ペンジケント) パンジャケント 遺跡 町並み 不明 122 発掘中｡ そのうちいくつかの遺構

が保存され､ 観光の目玉となる

○ 39-0700 ソクド州
パンジャケント(ペンジケント) ペンジケント博物館 外観 不明 2

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 124 認定者：堀 晄

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 124

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 124

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 124

Ｃ／Ｄ(％) 100％

タジキスタン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

39-0800 南カフカス (コーカサス) 南カフカス(コーカサス) おそらく
1989年 10

○ ○ 39-0901 コブスタン県 コブスタン コブスタン遺跡 岩壁画 おそらく
1989年 19

バクーの旧市街等は2000
年の大地震で危機遺産
のリストにもあげられ
ていた

39-0902 バクー市 バクー 草原夕景 おそらく
1989年 1

○ 39-0903 バクー市 バクー 町並み おそらく
1989年 77

39-1000 シェキ シェキ ・ハーン宮殿 町並み おそらく
1989年 162

○ 39-1101 シェキ アゼルバイジャン共
和国科学アカデミー 青銅器 おそらく

1989年 7

○ 39-1102 シェキ アゼルバイジャン共
和国科学アカデミー 土器 おそらく

1989年 34

○ 39-1103 シェキ アゼルバイジャン共
和国科学アカデミー ガラス おそらく

1989年 1

○ 39-1104 シェキ アゼルバイジャン共
和国科学アカデミー ネックレス おそらく

1989年 1

○ 39-1201 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 金属・青銅器 おそらく

1989年 13

○ 39-1202 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 土器 おそらく

1989年 73

○ 39-1203 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 彫刻 おそらく

1989年 1

○ 39-1204 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 陶器 おそらく

1989年 15

○ 39-1205 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 コイン おそらく

1989年 2

○ 39-1300 バクー市 アゼルバイジャン歴
史博物館 展示風景 おそらく

1989年 4

39-1401 クバ県 クバ 町並み おそらく
1989年 40

39-1402 クバ県 カーペット工場 おそらく
1989年 11

39-1500 シャブラン県 シャブラン遺跡 おそらく
1989年 18

39-0000 不明 不明 おそらく
1989年 159

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 170 認定者：堀 晄

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 151

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 96

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 247

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 648

Ｃ／Ｄ(％) 38％

アゼルバイジャン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

39-1600 フェルガナ フェルガナの人々 おそらく
1989年 60

39-1700 天山山脈 天山山脈 おそらく
1989年 6

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 0

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 66

Ｃ／Ｄ(％) 0％

キルギス共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

39-1800 アルマトゥイ(アルマ・アタ)
天山山脈

アルマトゥ(アルマ・アタ) 天山山
脈 1989年頃 10

39-1901 アルマトゥイ(アルマ・アタ) アルマトゥ(アルマ・アタ) 町並み 1989年頃 5

39-1902 アルマトゥイ(アルマ・アタ) アルマトゥ(アルマ・アタ) 旧ロシ
ア正教教会 1989年頃 30 ゼンコフ正教教会

39-2000 イリ川 イリ川の夕景 1989年頃 1

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 0 認定者：堀 晄

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 0

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 0

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 46

Ｃ／Ｄ(％) 0％

カザフスタン共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

40-0100 チワワ州 チワワ チワワ 農家 1966～
90年頃 3

40-0200 サン・ルイス・ポトシ州 サン・
ルイス・ポトシ サン・ルイス・ポトシ 1966～

90年頃 3

40-0300 中央高原 中央高原 1966～
90年頃 2

40-0400 ハリスコ州 グアダラハラ 魚市場 パンチョ・モリヤ氏 1975年頃 16

○ ○ 40-0401 ハリスコ州 グアダラハラ グアダラハラ オスピシオ・カバー
ニャス壁画 1975年 25

○ 40-0402 ハリスコ州 グアダラハラ グアダラハラ ハリスコ州庁舎 壁
画(オロスコ) 1975年 21

40-0403 ハリスコ州 グアダラハラ グアダラハラ マリアッチ広場 1966～
90年頃 7

○ 40-0404 ハリスコ州 グアダラハラ グアダラハラ ビルヘン(黒マリア)
を迎える人々

1966～
90年頃 39

40-0405 ハリスコ州 グアダラハラ グアダラハラ 1966～
90年頃 78

○ 40-0500 ハリスコ州 エル・モッサ・
プロビンシア(グアダラハラ近郊)

エル・モッサ・プロビンシア アー
ロン教聖地

1966～
90年頃 15

○ 40-0600 ハリスコ州 トナラ トナラ 1966～
90年頃 109 コロニアル建築

○ 40-0700 ハリスコ州 トラケパケ トラケパケ 町村風景 1966～
90年頃 21 コロニアル建築

40-0800 ハリスコ州
シウダード・グスマン

シウダード・グスマン ワニ皮なめ
し風景

1966～
90年頃 7

○ 40-0900 ハリスコ州 テキーラ村 テキーラ村 マゲイ(竜舌蘭の一種)
の植付､ 収穫風景

1966～
90年頃 22

40-1001 ハリスコ州 プエルト・バヤルタ プエルト・バヤルタ 1966～
90年頃 16

40-1002 ハリスコ州 プエルト・バヤルタ プエルト・バヤルタ 漁 1966～
90年頃 44

40-1100 ハリスコ州 マグダレーナ村 マグダレーナ村 オパール市(密売) 1966～
90年頃 31

○ 40-1200 ハリスコ州
ラゴス・デ・モレノ村 ラゴス・デ・モレノ村 1966～

90年頃 64

40-1201 ハリスコ州
ラゴス・デ・モレノ村

ラゴス・デ・モレノ村 チャーロ(カ
ウボーイ)

1966～
90年頃 35

40-1300 ハリスコ州 チャパラ湖畔 チャパラ湖畔 ペスカード・ブラン
コを道路で干す

1966～
90年頃 2

○ ○ 40-1400 グアナフアト州 グアナフアト グアナフアト 町並み 1966～
90年頃 10

40-1500 コリマ州 マンサニヨ マンサニヨ 町並み 1966～
90年頃 4

○ 40-1601 ミチョアカン州 パツクアロ湖
ハニツオ島 ハニツオ島 タラスコ族 1966～

90年頃 60 民族(タラスコ)文化

○ 40-1602 ミチョアカン州 パツクアロ湖
ハラクアロ島

ハラクロア島 タラスコ族 老人の
踊り

1966～
90年頃 30 民族(タラスコ)文化

○ 40-1603 ミチョアカン州 パツクアロ湖 タラスコ族 1966～
90年頃 2 民族(タラスコ)文化

○ 40-1700 ミチョアカン州 キロガ キロガ 1966～
90年頃 33 コロニアル建築

40-1801 ミチョアカン州
ツィン・ツン・ツァン 藁細工 1969年頃 4

○ 40-1802 ミチョアカン州
ツィン・ツン・ツァン ツィン・ツン・ツァン 遺跡 1969年 1 タラスコ王国の都跡

40-1900 ミチョアカン州 パラチョ村 楽器製作風景､ 民家 1966～
90年頃 21

40-2000 ミチョアカン地方(州)
カパクワロ カパクワロ 町村風景 タラスコ族 1966～

90年頃 13

40-2100 メキシコ州 テスココ村 テスココ村 1966～
90年頃 24

○ ○ 40-2201 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 ケツァルパパ
ロトルの宮殿(貴族の館) 1969年 20

○ ○ 40-2202 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 ジャガーの宮
殿 1969年 11

○ ○ 40-2203 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 月の神殿 1969年 25

○ ○ 40-2204 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 太陽の神殿 1969年 50

○ ○ 40-2205 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 死者の道 1969年 7

○ ○ 40-2206 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 ケツァルコア
トル神殿 1969年 38

○ ○ 40-2207 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 小神殿 1969年 21

○ ○ 40-2208 メキシコ州 テオティワカン テオティワカン遺跡 第３ピラミッ
ド 1969年 1

40-2300 メキシコ州 トルカ トルカ 1966～
90年頃 9

○ 40-2400 チアパス州 パレンケ バランカ・グランデ遺跡 1975年 112

○ 40-2500 メキシコ市 近代美術館 屋外 彫刻 1966～
90年頃 15

○ 40-2601 メキシコ市 国立人類学博物館 外観 正面入口・中庭 1966～
90年頃 12

○ 40-2602 メキシコ市 国立人類学博物館 展示風景 1975年頃 40

○ 40-2603 メキシコ市 国立人類学博物館 第
５
室

テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
室

テスココ遺跡 彫刻 1975年 1

メキシコ国立人類博物
館は博物館建築も含め
て一級のものを展示

○ 40-2604 メキシコ市 国立人類学博物館 テオティワカン遺跡 彫刻 1975年 21

○ 40-2605 メキシコ市 国立人類学博物館 アスカポツァルコ遺跡 1975年 1

○ 40-2606 メキシコ市 国立人類学博物館 ゲレロ州 石製面 1975年 1

メキシコ合衆国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 40-2607 メキシコ市 国立人類学博物館 その他 1975年 12

メキシコ国立人類博物
館は博物館建築も含め
て一級のものを展示

○ 40-2608 メキシコ市 国立人類学博物館 第
６
室
ト
ル
テ
カ
室

エカテペック 土偶 1975年 6

○ 40-2609 メキシコ市 国立人類学博物館 ショチカルコ遺跡 石彫 1975年 11

○ 40-2610 メキシコ市 国立人類学博物館 トゥーラ遺跡 1975年 24

○ 40-2611 メキシコ市 国立人類学博物館 中央高原 土器 1975年 2

○ 40-2612 メキシコ市 国立人類学博物館
第
７
室
ア
ス
テ
カ
室

テノチティトラン遺跡 石彫 1975年 11

○ 40-2613 メキシコ市 国立人類学博物館 メキシコ市 石彫 1975年 78

○ 40-2614 メキシコ市 国立人類学博物館 メキシコ州 1975年 12

○ 40-2615 メキシコ市 国立人類学博物館 テワカン遺跡 神像 1975年 3

○ 40-2616 メキシコ市 国立人類学博物館 その他 1975年 15

○ 40-2617 メキシコ市 国立人類学博物館
第
８
室

オ
ア
ハ
カ
室

モンテアルバン遺跡 1975年 8

○ 40-2618 メキシコ市 国立人類学博物館 石製品 1975年 5

○ 40-2619 メキシコ市 国立人類学博物館 第
９
室
メ
キ
シ
コ

湾
地
方
室

メキシコ州 石彫 1975年 1

○ 40-2620 メキシコ市 国立人類学博物館 ベラクルス 土偶・土器 1975年 15

○ 40-2621 メキシコ市 国立人類学博物館 セロ・デ・ラス・メサス 神像 1975年 1

○ 40-2622 メキシコ市 国立人類学博物館

第
９
室
メ
キ
シ
コ
湾
岸
地
方
室

トレス・サポテス遺跡 1975年 5

○ 40-2623 メキシコ市 国立人類学博物館 サン・ロレンソ・テノチティ
トラン遺跡 1975年 15

○ 40-2624 メキシコ市 国立人類学博物館 ベラクルス州 クルスデルミ
ラグロ 1975年 3

○ 40-2625 メキシコ市 国立人類学博物館 ベラクルス州 トゥクトラス
装身具 1975年 1

○ 40-2626 メキシコ市 国立人類学博物館 チアパス州 石斧 1975年 1

○ 40-2627 メキシコ市 国立人類学博物館 ラ・ベンタ遺跡 1975年 19

○ 40-2628 メキシコ市 国立人類学博物館 グアテマラ共和国 石製品 1975年 1

○ 40-2629 メキシコ市 国立人類学博物館 ワステカ文化 土器 1975年 6

○ 40-2630 メキシコ市 国立人類学博物館 湾岸文化 1975年 1

○ 40-2631 メキシコ市 国立人類学博物館 その他 1975年 171

○ 40-2632 メキシコ市 国立人類学博物館

第
10
室
マ
ヤ
室

パレンケ遺跡 1975年 24

○ 40-2633 メキシコ市 国立人類学博物館 チアパス州 ヤシュチラン遺跡 1975年 92

○ 40-2634 メキシコ市 国立人類学博物館 トニナ遺跡 石彫 1975年 7

○ 40-2635 メキシコ市 国立人類学博物館 チンクルティック 香炉 1975年 1

○ 40-2636 メキシコ市 国立人類学博物館 石板 1975年 1

○ 40-2637 メキシコ市 国立人類学博物館 イサッパ(イサパ)遺跡 1975年 5

○ 40-2638 メキシコ市 国立人類学博物館 ホヌータ 石彫 1975年 2

○ 40-2639 メキシコ市 国立人類学博物館 コマルカルコ 彫像 1975年 3

○ 40-2640 メキシコ市 国立人類学博物館 ハイナ島 土偶 1975年 20

○ 40-2641 メキシコ市 国立人類学博物館 ハイナ島 土器 1975年 1

○ 40-2642 メキシコ市 国立人類学博物館 ハイナ島 彫刻(貝製) 1975年 2

○ 40-2643 メキシコ市 国立人類学博物館 ハイナ島 ハイナ土偶 1975年 19

○ 40-2644 メキシコ市 国立人類学博物館 サンタ・ロッサ・シタンパク
遺跡 石彫 1975年 1

○ ○ 40-2645 メキシコ市 国立人類学博物館 カラクルム遺跡 彫刻 1975年 3

○ 40-2646 メキシコ市 国立人類学博物館 カンペチェ州南部 石柱 1975年 2

○ 40-2647 メキシコ市 国立人類学博物館 マヤパン遺跡 香炉 1975年 5

○ 40-2648 メキシコ市 国立人類学博物館 マヤパン遺跡 彫刻 1975年 1

○ 40-2649 メキシコ市 国立人類学博物館 チチェン・イッツァ遺跡 1975年 31

○ 40-2650 メキシコ市 国立人類学博物館 チチェン・イッツァ遺跡 彫像 1975年 1

○ 40-2651 メキシコ市 国立人類学博物館 オシキントック遺跡 石彫 1975年 2

○ 40-2652 メキシコ市 国立人類学博物館 ウシュマル遺跡 石彫 1975年 7

○ 40-2653 メキシコ市 国立人類学博物館 カバー遺跡 石彫 1975年 2

○ 40-2654 メキシコ市 国立人類学博物館 サジール遺跡 石彫 1975年 1

メキシコ合衆国



�����

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 40-2655 メキシコ市 国立人類学博物館 ユカタン 土器 1975年 1

メキシコ国立人類博物
館は博物館建築も含め
て一級のものを展示

○ 40-2656 メキシコ市 国立人類学博物館 グアテマラ共和国 アティタ
ン 土器 1975年 1

○ 40-2657 メキシコ市 国立人類学博物館 石碑 1975年 6

○ 40-2658 メキシコ市 国立人類学博物館 石製品 1975年 13

○ 40-2659 メキシコ市 国立人類学博物館 土笛 1975年 3

○ 40-2660 メキシコ市 国立人類学博物館 土器 1975年 47

○ 40-2661 メキシコ市 国立人類学博物館 金属製品 1975年 3

○ 40-2662 メキシコ市 国立人類学博物館 骨製品 1975年 2

○ 40-2663 メキシコ市 国立人類学博物館 鈴 1975年 1

○ 40-2664 メキシコ市 国立人類学博物館 装身具 1975年 1

○ 40-2665 メキシコ市 国立人類学博物館 その他 1975年 1

○ 40-2666 メキシコ市 国立人類学博物館 第12室
西部室 石製品 1975年 5

○ 40-2667 メキシコ市 国立人類学博物館

室
名
不
明

石彫 アロージョ・ソンソ 1975年 4

○ 40-2668 メキシコ市 国立人類学博物館 石製品 1975年 8

○ 40-2669 メキシコ市 国立人類学博物館 土器 1975年 2

○ 40-2670 メキシコ市 国立人類学博物館 その他 1975年 1

○ 40-2701 メキシコ市 アナワカリ博物館 外観 1975年 4

○ 40-2702 メキシコ市 アナワカリ博物館 ディエゴ・リベラ作壁画､ 素描 1975年 9

○ 40-2800 メキシコ市 チャプルテペク城
(現：国立歴史博物館) 外観 1975年頃 2 歴史的建造物

○ 40-2900 メキシコ市 カルメン旧修道院
(現：カルメン博物館) 外観､ 中庭の噴水 1975年 10

○ 40-3001 メキシコ市 社会保険庁第一号地区病院 壁画
ダビッド・アルファロ・シケイロス作 1975年頃 15 ダビッド・アルファロ・シケイロス作｢す

べてのメキシコ人に完全な社会保障を｣

○ 40-3002 メキシコ市 社会保険庁第一号地区病院 壁画
ディエゴ・リベラ作 1975年 23 ディエゴ・リベラ作 ｢健康

を求めるインディオの村｣

○ 40-3003 メキシコ市 ディエゴ・リベラ壁画館 1975年 37 ディエゴ・リベラ作｢日曜日の午後アラメダ公
園を散歩する夢｣｡1985年メキシコ地震で被害

○ ○ 40-3004 メキシコ市 国立宮殿 壁画 ディエゴ・リベラ作 1975年頃 70 ディエゴ・リベラ作｢インディオの歴史｣

○ 40-3005 メキシコ市 チャプルテペック城国立歴史博物館
壁画 ダビッド・アルファロ・シケイロス作 1975年 72 ｢ディアス独

裁から革命へ｣
メキシコ革
命(1910年)
の10年後､
メキシコに
始まり世界
に強い影響
を 与 え た
｢壁画運動｣
の代表的作
品群

○ 40-3006 メキシコ市 ポリフォルム 壁画 ダビッド・ア
ルファロ・シケイロス作 1975年 34 ｢宇宙と人間と｣

○ ○ 40-3007 メキシコ市 国立宮殿 壁画 ディエゴ・リベラ
作 1975年頃 46 ｢メキシコ革命｣

○ 40-3008 メキシコ市 インスルヘンテス劇場 壁画 ディ
エゴ・リベラ作 1975年 24 ｢メキシコ演劇の歴史｣

○ ○ 40-3009 メキシコ市 メキシコ国立自治大学 壁画 フアン・オゴ
ルマン､ ダビッド・アルファロ・シケイロス作 1975年頃 17

○ 40-3010 メキシコ市 メキシコ市 郵政省 壁画 1975年 1

○ 40-3011 メキシコ市 メキシコ市 運輸省 壁画 ホセ・
チャベス・モラード作 1975年 2

40-3101 メキシコ市 メキシコ市 立体交差点 1975年頃 5

40-3102 メキシコ市 メキシコ市 インスル･ヘンテス通り
建築物 1975年頃 6

40-3103 メキシコ市 メキシコ市 人種記念塔 1975年頃 12

40-3104 メキシコ市 メキシコ市 ロペス・マテオス団地
事務所 1975年頃 8

○ 40-3105 メキシコ市 メキシコ市 シウダード・サテリテ
記念塔 1975年頃 4 建築家ルイス・バラガンの作品

40-3106 メキシコ市 メキシコ市 石油記念塔 1975年頃 4

○ ○ 40-3107 メキシコ市 メキシコ市 三文化広場 1975年頃 8 アステカ期・植民地期・近
代の三時代の建築が集まる

○ ○ 40-3108 メキシコ市 メキシコ市 タイルの家 1975年頃 7 支倉常長も泊まったとされる家｡
コロニアル建築(チェリゲーラ様式)

○ 40-3109 メキシコ市 メキシコ市 グァテマラ通りとアル
ゼンチン通り 1975年頃 10 コロニアル建築｡ 1985年地震で多くの建物が崩壊

○ 40-3110 メキシコ市 メキシコ市 レフォルマ通り 1975年頃 5
マクシミリアノーがメキシコ皇帝と
なりその妃カルロータの為にシャン
ゼリゼ通りを模して造らせた大通り

40-3111 メキシコ市 メキシコ市 コロンブスロータリー 1975年頃 4

40-3112 メキシコ市 メキシコ市 チャプルテペクロータ
リー 1975年頃 1

40-3113 メキシコ市 メキシコ市 ガリバルディー広場(マ
リアッチ広場) 1975年頃 1

○ 40-3114 メキシコ市 メキシコ市 サン・ハシント広場 1975年頃 60 コロニアル建築

40-3115 メキシコ市 メキシコ市 日曜広場 1975年頃 6

40-3116 メキシコ市 メキシコ市 アラメダ公園 1975年頃 4

○ 40-3117 メキシコ市 メキシコ市 チャプルテペク公園 1975年頃 12

メキシコ合衆国
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40-3118 メキシコ市 メキシコ市 メルセド市場 1975年頃 1

40-3119 メキシコ市 メキシコ市 テピート市場 1975年頃 14

40-3120 メキシコ市 メキシコ市 デパート市場 1975年頃 1

40-3121 メキシコ市 メキシコ市 アステカスタジアム(競
技場) 1975年頃 9

○ ○ 40-3122 メキシコ市 メキシコ市 ソカロ 1975年頃 2

40-3123 メキシコ市 メキシコ市 日墨会館 1975年頃 1

40-3124 メキシコ市 メキシコ市 俯瞰 1975年頃 5

40-3125 メキシコ市 メキシコ市 町風景 1975年頃 4

40-3126 メキシコ市 メキシコ市 土曜日バザー 1975年頃 60

40-3127 メキシコ市 メキシコ市 ラグーニャ(ラグニージャ)
市場 1975年頃 96

○ 40-3128 メキシコ市 ラテンアメリカ・タワーと国立芸術
院宮殿 1975年頃 4

16世紀～20世紀のメキ
シコ建築史資料

○ ○ 40-3129 メキシコ市 国立宮殿(パラシオ・デ・ナショナル・
オリエンテ) 建物 1975年頃 13

○ ○ 40-3130 メキシコ市 イトゥルビデ宮殿 1975年頃 4

○ ○ 40-3131 メキシコ市 グアダルペ寺院 1975年頃 151

○ 40-3132 メキシコ市 サン・フアン教会 1975年頃 5

○ ○ 40-3133 メキシコ市 メキシコ・シティ・メトロポリタン
大聖堂 1975年頃 22

○ 40-3134 メキシコ市 メルセド修道院 1975年頃 5

16世紀～20世紀のメキ
シコ建築史資料○ 40-3135 メキシコ市 ヴィスカイーナス学院 1975年頃 3

○ 40-3136 メキシコ市 奇跡のメダル教会 メダリヤ・ミラ
グロッサ(奇跡の聖母マリア)教会 1975年頃 7

○ ○ 40-3200 ソチミルコ ソチミルコ 1966～
90年頃 64

○ 40-3301 モレロス州 クエルナバカ クエルナバカ カテドラル 建物､
壁画 1975年頃 18 壁画は古いもので1596年秀吉の命令に

よる26聖人(殉教者)処刑が描かれる

○ 40-3302 モレロス州 クエルナバカ シケイロスのアトリエ 絵画 1975年 12

40-3303 モレロス州 クエルナバカ近郊 クエルナバカ近郊 町並み 1975年頃 7

○ ○ 40-3401 モレロス州 ショチカルコ ショチカルコ遺跡 全景 1969年 10

テオティワカン滅亡事
件を解く鍵を握る遺跡

○ ○ 40-3402 モレロス州 ショチカルコ ショチカルコ遺跡 ボール・コート 1969年 9

○ ○ 40-3403 モレロス州 ショチカルコ ショチカルコ遺跡 羽毛の蛇の神殿 1969年 68

○ ○ 40-3404 モレロス州 ショチカルコ ショチカルコ遺跡 大神殿 1969年 12

○ ○ 40-3405 モレロス州 ショチカルコ ショチカルコ遺跡 1975年頃 2

○ 40-3500 イダルゴ州 トゥーラ トゥーラ遺跡 明けの明星神殿(金星
神殿) 1969年 99 メソアメリカ古代史上最も有名な都市の一つ

○ 40-3600 イダルゴ州 トゥーラ？ トゥーラ博物館 土器 1975年 1

○ 40-3701 ベラクルス州 ベラクルス ベラクルス 町並み 1966～
90年頃 56 征服者コルテスの上陸地｡ 西洋

への窓口としての歴史を持つ

○ 40-3702 ベラクルス州 ベラクルス トゥストラのジャングルの中をヴィ
ルヘン(黒マリア)を運ぶ人々

1966～
90年頃 18

○ ○ 40-3801 ベラクルス州 エル・タヒン エル・タヒン遺跡 全景 1975年頃 5

まだ建物の発掘修復が
殆ど進んでいない時期
の写真

○ ○ 40-3802 ベラクルス州 エル・タヒン エル・タヒン遺跡 壁龕のピラミッド 1969年 7

○ ○ 40-3803 ベラクルス州 エル・タヒン エル・タヒン遺跡 球戯場 1969年 6

○ ○ 40-3804 ベラクルス州 エル・タヒン エル・タヒン遺跡 祭壇 1969年 6

○ ○ 40-3805 ベラクルス州 エル・タヒン エル・タヒン遺跡 小タヒン(タヒン・
チコ) 1969年 17

○ 40-3900 ベラクルス州 センポアラ センポアラ遺跡 1969年 4 征服者たちが上陸した頃栄えていた町の遺跡

○ 40-4000 ベラクルス州 パパロアパン トトナカ族の漁の風景 1966～
90年頃 38

40-4100 ベラクルス州 トトナカ族 1966～
90年頃 2

40-4200 プエブラ州 プエブラ プエブラ 植民地農場(アシエンダ)
男性

1966～
90年頃 2

○ 40-4300 プエブラ州 チョルラ チョルラ遺跡 1966～
90年頃 3 メソアメリカ最大の建造物を持つ遺跡

○ 40-4400 プエブラ州 ポポカテペトル山 ポポカテペトル山 1966～
90年頃 28 海抜5438ｍ｡ 隣りのイスタクシワト

ル山とともにメキシコのシンボル

○ 40-4500 ゲレロ州 タスコ タスコ 町並み 1966～
90年頃 235 銀山の町｡ 歴史的建造物等

○ 40-4600 ゲレロ州 タスコ 民芸博物館 外観 1966～
90年頃 2

40-4700 ゲレロ州 サリトラ サリトラ 1966～
90年頃 8

○ 40-4800 ゲレロ州 アカプルコ アカプルコ 1966～
90年頃 140 太平洋航路の最も重要な港市として栄えた

40-4900 ゲレロ州 ゲレロ 稲作 1966～
90年頃 5

メキシコ合衆国
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○ 40-5000 オアハカ州 オアハカ オアハカ 町並み遠景 1990年頃 13

○ 40-5101 オアハカ州 ミトラ ミトラ 町並み 1966～
90年頃 3 オアハカ地方の重要遺跡の一つ

○ 40-5102 オアハカ州 ミトラ ミトラ遺跡 1966～
90年頃 105

○ 40-5200 オアハカ州 フチタン フチタン 市場 サポテコ族 1966～
90年頃 16

40-5300 オアハカ州
プエルト・エスコンディド プエルト・エスコンディド 1966～

90年頃 8

○ 40-5400 オアハカ州 プエルト・アンヘル プエルト・アンヘル 貝紫採集風景 1990年頃 163
メソアメリカ三大染料の一つ
貝紫はオアハカ州の沿岸で今
でも古い伝統を継承する

○ 40-5501 オアハカ州 ドン・ルイス村
(ピノテパ・デ・ドン・ルイス) ドン・ルイス村風景､ 後帯機 1990年頃 296

○ 40-5502 オアハカ州 ドン・ルイス村
(ピノテパ・デ・ドン・ルイス)近郊 ドン・ルイス村 近郊 1990年頃 9

○ 40-5502 オアハカ州 ドン・ルイス村
(ピノテパ・デ・ドン・ルイス)近郊 ドン・ルイス村近郊 町並み 1990年頃 7

40-5600 オアハカ州 オルメカ族の村 サボテン地帯 1966～
90年頃 8

○ ○ 40-5701 オアハカ州 オアハカ盆地 モンテ・アルバン遺跡 1966～
90年頃 15

○ ○ 40-5702 オアハカ州 オアハカ盆地 モンテ・アルバン遺跡 1966～
90年頃 118

40-5801 ディアス・オルダース村 ディアス・オルダース村 1966～
90年頃 54

40-5802 ディアス・オルダース村近郊 ディアス・オルダース村近郊 ロバ､
女性

1966～
90年頃 5

○ ○ 40-5901 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 遠望 1966～
90年頃 23

○ ○ 40-5902 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 太陽の神殿 1966～
90年頃 18

○ ○ 40-5903 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 宮殿 1966～
90年頃 113

○ ○ 40-5904 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 碑銘の神殿 1966～
90年頃 12

○ ○ 40-5905 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 十字の神殿､ 葉の十
字の神殿

1966～
90年頃 30

○ ○ 40-5906 チアパス州 パレンケ パレンケ遺跡 1966～
90年頃 45

○ 40-6001 チアパス州 ボナンパク ボナンパク遺跡 建築物 1989年 57

800年頃の壁画が密林の
中で保存されてきた○ 40-6002 チアパス州 ボナンパク ボナンパク遺跡 石碑１号～３号 1989年 13

○ 40-6003 チアパス州 ボナンパク ボナンパク遺跡 壁画 1989年 73

○ 40-6101 チアパス州 ウスマシンタ川 ウスマシンタ川 1966～
90年頃 124

○ 40-6102 チアパス州 ウスマシンタ川 ウスマシンタ川 考古学者､ 人夫たち 1966～
90年頃 4

○ 40-6201 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 取材用テント 1980～
90年代 7

○ 40-6202 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 伐採作業 1980～
90年代 227

○ 40-6203 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 グアテマラから
ヤシュチュランを望む

1980～
90年代 2

○ 40-6204 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 見張り塔 1980～
90年代 8

○ 40-6205 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ウスマシンタ川周辺 1980～
90年代 4

○ 40-6206 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ウスマシンタ川 1980～
90年代 4

○ 40-6207 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 西プラットホーム 1980～
90年代 21

○ 40-6208 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ５号建築 1980～
90年代 2

○ 40-6209 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ６号 1980～
90年代 22

○ 40-6210 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ７号建築 1980～
90年代 34

○ 40-6211 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ８号 1980～
90年代 6

○ 40-6212 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 ９号建築 1980～
90年代 2

○ 40-6213 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 10号 1980～
90年代 13

○ 40-6214 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 11号 1980～
90年代 3

○ 40-6215 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 12号建築 1980～
90年代 17

○ 40-6216 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 13号建築 1980～
90年代 14

○ 40-6217 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 14号球技場 1980～
90年代 19

○ 40-6218 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 16号 1980～
90年代 9

○ 40-6219 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 17号建築 1980～
90年代 6

○ 40-6220 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 19号建築 1980～
90年代 28

○ 40-6221 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 20号建築 1980～
90年代 18

○ 40-6222 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 21号 1980～
90年代 7

○ 40-6223 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 22号建築 1980～
90年代 13

メキシコ合衆国
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○ 40-6224 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 23号建築 1980～
90年代 24

○ 40-6225 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 24号建築 1980～
90年代 10

○ 40-6226 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 25､ 26号建築 1980～
90年代 5

○ 40-6227 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 30号建築 1980～
90年代 7

○ 40-6228 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 33号 1980～
90年代 57

○ 40-6229 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 39号建築 1980～
90年代 11

○ 40-6230 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 40号建築 1980～
90年代 13

○ 40-6231 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 41号建築 1980～
90年代 6

○ 40-6232 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 42号建築 1980～
90年代 6

○ 40-6233 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 44号建築 1980～
90年代 37

○ 40-6234 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 45号建築 1980～
90年代 1

○ 40-6235 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 46号建築 1980～
90年代 3

○ 40-6236 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 47号建築 1980～
90年代 2

○ 40-6237 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 48号建築 1980～
90年代 3

○ 40-6238 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 49､ 50号建築 1980～
90年代 4

○ 40-6239 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 74号建築 1980～
90年代 6

○ 40-6240 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 78号建築 1980～
90年代 5

○ 40-6241 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 建築 不明 1980～
90年代 21

○ 40-6242 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 石碑１号 1980～
90年代 5

○ 40-6243 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 石碑２号 1980～
90年代 8

○ 40-6244 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 石碑11号 1980～
90年代 5

○ 40-6245 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 石碑13号 1980～
90年代 2

○ 40-6246 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 小アクロポリス 1980～
90年代 7

○ 40-6247 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 石碑類 1980～
90年代 13

○ 40-6248 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 1980～
90年代 293

○ 40-6301 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 960

○ 40-6302 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 525

○ 40-6303 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景・空撮・自然風景

1980～
90年代 572

○ 40-6304 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 964

○ 40-6305 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 901

○ 40-6306 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 749

○ 40-6307 チアパス州 ウスマシンタ川中流 ヤシュチラン遺跡 不明 キャンプ・
発掘現場風景

1980～
90年代 440

○ 40-6401 チアパス州 フロンテラ・コロサ
ル村(フロンテラ・エチェベリア) ヤシュチラン発掘物資積込作業風景他 1980～

90年代 79

40-6402 チアパス州 フロンテラ・コロサ
ル村(フロンテラ・エチェベリア)

フロンテラ・コロサル村 ウスマシ
ンタ川

1966～
90年頃 17

○ 40-6500 チアパス州 オコシンゴ オコシンゴ ツォツィル族 1966～
90年頃 61

マヤ民族文化資料
○ 40-6600 チアパス州

サンファン・チャムラ村
サンファン・チャムラ村 ツォツィ
ル族

1966～
90年頃 181

40-6700 チアパス州 サン・クリストバル・
デ・ラス・カサス

サン・クリストバル・デ・ラス・カ
サス セマナ・サンタ

1966～
90年頃 53

○ 40-6800 チアパス州 シナカンタン村 シナカンタン村 ツォツィル族 1966～
90年頃 29 マヤ民族文化資料

○ 40-6900 チアパス州 アカコヤグア アカコヤグア 榎本武揚植民地 1966～
90年頃 11 日墨交流史の中で重要

40-7000 チアパス州 チアパス州 1966～
90年頃 7

○ 40-7100 チアパス州 トニナ遺跡 1966～
90年頃 3

チアパスのマヤ遺跡
○ 40-7201 チアパス州 ラカンハ ラカンハ遺跡 1966～

90年頃 23

○ 40-7202 チアパス州 ラカンハ ラカンハ ラカンドン族 1966～
90年頃 197 20世紀半ばになってから文明

に接したマヤの小グループ

○ 40-7300 タバスコ州 ラ・ベンタ ラ・ベンタ 1966～
90年頃 7 メソアメリカ最初の文明オルメカの代表的遺跡

○ 40-7400 タバスコ州 ビヤエルモサ ビヤエルモサ 密林風景､ マム(マメ)
族の家

1966～
90年頃 6 マヤ地域における水上

交通路として重要○ 40-7500 タバスコ州 サントドミンゴ川 サント・ドミンゴ川 1966～
90年頃 1

○ 40-7600 タバスコ州 サンペドロ川 サン・ペドロ川 1988年 16 マヤ地域における水上交通路として重要

○ 40-7700 タバスコ州 ポモナ ポモナ遺跡 １号～11号 1989年 26 ウスマシンタ水系下流域のマヤ遺跡

メキシコ合衆国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

40-7800 タバスコ州 タバスコ州 1988年 3

○ 40-7900 カンペチェ州 シウダード・デル・
カルメン シウダード・デル・カルメン 海､ 船 1966～

90年頃 16 スペイン征服期初期にしばしば語られる地

40-8000 カンペチェ州 イスラ・アグアダ イスラ・アグアダ ギターを弾く人 1966～
90年頃 1

40-8101 カンペチェ州 カンペチェ カンペチェ 朝景 1988年 9

○ ○ 40-8102 カンペチェ州 カンペチェ カンペチェ 旧市街 1988年 32 城壁に囲まれた町

40-8103 カンペチェ州 カンペチェ近郊 カンペチェ近郊 1988年 15

○ 40-8200 カンペチェ州 カンペチェ カンペチェ考古学博
物館 彫刻 1975年 9

○ 40-8300 カンペチェ州 メキシコ湾 メキシコ湾 1966～
90年頃 10 メキシコ湾はスペイン以前から重要な水上交通路

40-8400 カンペチェ州 カンペチェ州 1966～
90年頃 7

40-8500 ユカタン州 メリダ メリダ 建築物､ フラミンゴ 1966～
90年頃 2

○ 40-8600 ユカタン州 マヤパン遺跡 1969年 67 マヤ後古典期後期(1200～1450)最大の都市の遺跡

○ ○ 40-8701 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 1969年 16

1969年はまだ調査及び
建物の修復がそれ程進
んでなかった｡ その頃
の遺跡の写真は重要

○ ○ 40-8702 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 魔法使いのピラミッ
ド 1969年 41

○ ○ 40-8703 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 矩形の尼僧院 1969年 133

○ ○ 40-8704 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 亀の家 1969年 11

○ ○ 40-8705 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 総督の館 1969年 41

○ ○ 40-8706 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 鳩の家 1969年 12

○ ○ 40-8707 ユカタン州 プウク地方 ウシュマル遺跡 老女の家 1969年 8

○ ○ 40-8801 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 球技場 1969年 31

○ ○ 40-8802 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 ジャガーの
神殿 1969年 76

○ ○ 40-8803 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 ツォンパン
トリ 1969年 31

○ ○ 40-8804 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 鷲の基壇 1969年 84

○ ○ 40-8805 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 金星の祭壇 1969年 12

○ ○ 40-8806 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 カスティージョ
(ククルカンのピラミッド) 1969年 131

○ ○ 40-8807 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 戦士の神殿 1969年 45

○ ○ 40-8808 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 高僧の墳墓 1969年 23

○ ○ 40-8809 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 赤い家 1969年 6

○ ○ 40-8810 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 天文台(カラ
コル) 1969年 48

○ ○ 40-8811 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 教会 1969年 3

○ ○ 40-8812 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 壁パネルの
神殿 1969年 11

○ ○ 40-8813 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 尼僧院 1969年 184

○ ○ 40-8814 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 生け贄の泉
(セノーテ) 1969年 1

○ ○ 40-8815 ユカタン州 プウク地方 チチェン・イツァ遺跡 おそらく
1969年 4

40-8900 ユカタン州 アカンケ アカンケ教会 1966～
90年頃 1

40-9000 ユカタン州 オクシュツカブ オクシュツカブ メルカード 1966～
90年頃 50

○ 40-9100 ユカタン州 プウク地方 カバー遺跡 1969年 80
いずれもマヤで最も華
麗な建築を生んだプー
ク文化の諸都市｡ ウシュ
マル同様まだ調査が進
んでいなかった時期の
写真

○ 40-9200 ユカタン州 プウク地方 シュラパック遺跡 1969年 10

○ 40-9300 ユカタン州 プウク地方 サイル遺跡 1966～
90年頃 59

○ 40-9400 ユカタン州 プウク地方 ラブナ遺跡 1969年 21

40-9500 ユカタン地方 ムナ村 ムナ村 朝食屋 1966～
90年頃 7

○ 40-9600 ユカタン アカン村(アカンケ) アカン村 ピラミッド 1975年 1

○ 40-9700 ユカタン ユカタン マヤ族の家 1966年～
90年頃 1

○ 40-9800 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム 海､ 樹海 おそらく
1975年 8

トゥルム遺跡はカリブ
海岸にスペイン征服期
まで栄えた城郭都市の
跡

○ 41-0101 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 おそらく
1975年 98

○ 41-0102 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 見張塔 おそらく
1975年 23

○ 41-0103 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 神官の館 おそらく
1975年 2

○ 41-0104 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 大宮殿 おそらく
1975年 29

○ 41-0105 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 碑文のピラミッド 1975年 7

メキシコ合衆国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 41-0106 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 雨の神殿 おそらく
1975年 5

○ 41-0107 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 フレスコの神殿 おそらく
1975年 29

○ 41-0108 キンタナ・ロー州 トゥルム トゥルム遺跡 炎の基壇 おそらく
1975年 1

41-0201 キンタナ・ロー州 カンクン カンクン 海岸風景 1966～
90年頃 19

41-0202 キンタナ・ロー州 カンクン近郊 カンクン近郊 1966～
90年頃 147

41-0300 キンタナ・ロー州 イスラ・
ムヘーレス島 イスラ・ムヘーレス島 海岸風景 1966～

90年頃 38

41-0400 カリブ海 カリブ海 海岸風景 1966～
90年頃 2

41-0500 エル・コラール エル・コラール 自然､ 遺跡 1966～
90年頃 1

41-0600 モリナ・デ・フローレス 植民地農場､ 教会 1966～
90年頃 25

○ 41-0700 チアパス州 ラカンドン族 居留区 1988年 209

○ 41-0800 ユカタン州 エネケンの植民地農場 1966～
90年頃 20 エネケン農園は殆ど放棄されその建築が惜しまれている

41-0900 不明 水車・教会他 1966～
90年頃 8

41-1000 不明 マヤ族生活風景 1966～
90年頃 18

41-1100 不明 マメ族の家 1966～
90年頃 1

41-1200 不明 オルメカ族の家 1966～
90年頃 1

41-1300 不明 ツーラ遺跡 1966～
90年頃 2

41-1400 不明 遺跡 1966～
90年頃 2

41-1500 不明 植民地農場 1966～
90年頃 19

41-1600 不明 媚薬売り 1966～
90年頃 2

41-1700 不明 望月オパール 1966～
90年頃 17

41-1800 不明 飯田先生､ 平室医師､ 広石邦夫氏 1966～
90年頃 40

41-1900 不明 メキシコの地図 1966～
90年頃 1

○ 41-2000 不明 国立民芸博物館 外観 1966～
90年頃 1

○ 41-2100 不明 メキシコ研究所 ヤシュチラン遺跡出土品 1966～
90年頃 75

○ 41-2200 不明 不明(メキシコ研究
所か) ヤシュチラン遺跡出土品 1966～

90年頃 35

○ 41-2300 ベラクルス州 ハラパ ハラパ博物館 石彫 1969年頃 7 ハラパ博はオルメカ遺物の宝庫

○ 41-2400 不明 博物館 石彫 1966～
90年頃 28

○ 41-2401 不明 国立人類学博物館か ウィチョル族 毛糸絵画 1966～
90年頃 99

○ 41-2402 不明 国立人類学博物館か ウィチョル族 ハリスコ州毛糸絵画
ほか 1969年 8

○ 41-2403 不明 国立人類学博物館か トラナ ハリスコ州 陶器 1969年 4

○ 41-2404 不明 国立人類学博物館か タラスコ族 ハリスコ地方 民芸
品 1969年 1

○ 41-2405 不明 国立人類学博物館か 楽器 1969年 1

○ 41-2406 不明 国立人類学博物館か サラマンカ地
方 仮面 1969年 2

○ 41-2407 不明 国立人類学博物館か タラスコ族 ミチョアカン州
パツクアロ湖 仮面 1969年 2

○ 41-2408 不明 国立人類学博物館か タラスコ族 ミチョアカン地方
盆 1969年 1

○ 41-2409 不明 国立人類学博物館か 漆塗り工芸品 ミチョアカン州
キロガの盆と皿 1969年 2

○ 41-2410 不明 国立人類学博物館か タスコ ゲレロ州 タスコ
仮面 1969年 2

○ 41-2411 不明 国立人類学博物館か サリトラ ゲレロ州 サリトラ
儀式用仮面 1969年 2

○ 41-2412 不明 国立人類学博物館か サリトラ 籠 1966～
90年頃 1

41-0000 不明 不明 1966～
90年頃 60

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 13,146 認定者：大井邦明

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 10,922

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 2,224

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 13,146

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 14,378

Ｃ／Ｄ(％) 91％

メキシコ合衆国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 42-0101 サカテペケス県 アンティグァ・
グァテマラ アンティグァ ラ・メルセデ 1989年 6

コロニア建築｡ アンティ
グアは今のグァテマラ
市へ移る前の首都

○ ○ 42-0102 サカテペケス県 アンティグァ・
グァテマラ アンティグァ カプチーナ 1989年 21

○ ○ 42-0103 サカテペケス県 アンティグァ・
グァテマラ アンティグァ カテドラル 1989年 20

○ ○ 42-0104 サカテペケス県 アンティグァ・
グァテマラ アンティグァ 市街地空撮 1989年頃 63

○ 42-0201 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ(グアテマラ・シティー)
カミナル・フユ遺跡 1989年頃 12

○ 42-0202 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ(グアテマラ・シティー)
市内 1989年頃 1

○ 42-0301 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館

マヤ低地出土

原古典期 土器 1989年頃 6

ポポル・ヴフ博はグァ
テマラ国内の古代文化
遺物を収集｡ 特にマヤ
南部 (グァテマラ高地
を含む) の遺物は貴重

○ 42-0302 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 古典期 土器 1989年頃 5

○ 42-0303 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 古典期後期 土器 1989年頃 17

○ 42-0304 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 チャ
マ式土器 1989年頃 36

○ 42-0305 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館

マヤ低地南部出土

古典期前期 ツァ
コル式土器 1989年頃 15

○ 42-0306 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 テ
ペウ式土器 1989年頃 26

○ 42-0307 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 多
彩文土器 1989年頃 14

○ 42-0308 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
マヤ低地南部ナラ
ンホ出土

古典期後期 多
彩文土器 1989年頃 6

○ 42-0309 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館

マヤ低地南東部
出土

古典期前期 グァ
ルポプ土器 1989年頃 2

○ 42-0310 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 古典期後期 土器 1989年頃 29

○ 42-0311 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 ウ
ルア・ヨホア土器 1989年頃 8

○ 42-0312 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 コ
パドール式土器 1989年頃 8

○ 42-0313 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館

グァテマラ南海岸
出土

古典期前期 土器 1989年頃 12

○ 42-0314 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 古典期後期 土器 1989年頃 1

○ 42-0315 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 ティ
キサテ土器 1989年頃 12

○ 42-0316 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 ティ
キスタン土器 1989年頃 3

○ 42-0317 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 儀
礼用石斧 1989年頃 2

○ 42-0318 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
中央高原出土

先古典期中期
土器 1989年頃 1

○ 42-0319 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
先古典期後期
土器 1989年頃 10

○ 42-0320 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館

グァテマラ高地
出土

先古典期後期
土器 1989年頃 4

○ 42-0321 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 人
体彫刻 1989年頃 2

○ 42-0322 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期前期 連
結土器 1989年頃 1

○ 42-0323 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 古典期後期 土器 1989年頃 33

○ 42-0324 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期後期 葬
礼用仮面 1989年頃 1

○ 42-0325 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
古典期末期 プ
ロンベイ土器 1989年頃 22

鉛釉土器と称されてい
る

○ 42-0326 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館
アマティトラン
湖出土 古典期前期 土器 1989年頃 16

○ 42-0327 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 イシィル地域出土 古典期後期 骨
壷 1989年頃 37

鉛釉土器と称されてい
る○ 42-0399 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) ポポル・ブフー博物館 出土地不明 土器 1989年頃 4

○ 42-0401 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部
(ティカル)出土 古典期 土器 1989年頃 8

○ 42-0402 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部
(ティカル)出土

古典期前期 土器 1989年頃 54

○ 42-0403 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期後期 土器 1989年頃 14

○ 42-0404 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期後期 土器 1989年頃 15

○ 42-0405 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部
(ワシャクトゥン)
出土

古典期 土器 1989年頃 1

○ 42-0406 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期前期 土器 1989年頃 2

○ 42-0407 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期後期 土器 1989年頃 10

○ 42-0408 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南東部(モ
タグァ渓谷)出土 古典期 土器 1989年頃 4

○ 42-0409 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南東部
出土 古典期前期 土器 1989年頃 10 サン・アゥグスティンアカサグァストラシ出土

○ 42-0410 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
グァテマラ高地
出土

原古典期 土器 1989年頃 10

○ 42-0411 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 先古典期 土器 1989年頃 8

○ 42-0412 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期 土器 1989年頃 6

グアテマラ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 42-0413 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期前期 土器 1989年頃 3

○ 42-0414 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期後期 土器 1989年頃 3

○ 42-0415 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 後古典期 土器 1989年頃 16

○ 42-0416 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部出
土 古典期後期 土器 1989年頃 31

○ 42-0417 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館

出土地不明

古典期 土器 1989年頃 20

○ 42-0418 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 古典期後期 土器 1989年頃 4

○ 42-0419 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 年代不詳 土器 1989年頃 5

○ 42-0420 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
グァテマラ高地
出土 ヒスイ 1989年頃 32

○ 42-0421 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 出土地不明 1989年頃 14

○ 42-0422 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 グァテマラ高地
出土

後古典期 黒曜石 1989年頃 1

○ 42-0423 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
古典期後期 黒
曜石 1989年頃 4

○ 42-0424 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
グァテマラ高地(カ
ミナルフユ)出土 先古典期 石製品 1989年頃 11

○ 42-0425 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部出
土 古典期 石碑 1989年頃 1

○ 42-0426 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
マヤ低地南部(ク
シャトゥン)出土 古典期前期 石碑 1989年頃 1

○ 42-0427 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
LAS ILUSIONES
出土

先古典期後期
石碑 1989年頃 7

○ 42-0428 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館 出土地不明 石碑 1989年頃 12

○ 42-0429 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
グァテマラ高地(チマ
ルテナンゴ県)出土 後古典期 金製品 1989年頃 2

○ 42-0430 グアテマラ市(グアテマラ・シティー) グアテマラ国立考古学人類学博物館
グァテマラ高地
(キチェ県)出土 後古典期 土器 1989年頃 3

○ 42-0500 グアテマラ市(グアテマラ・シティー)
ミシュコ・ビエホ (市内北近郊) ミシュコ・ビエホ遺跡 空撮 1989年頃 44

○ 42-0600 ペテン県 タヤサル タヤサル 空撮 1989年頃 26

○ 42-0700 ペテン県 ペテン 密林 空撮 1989年頃 8

○ ○ 42-0801 ペテン県 ティカル遺跡 遠景 1989年頃 7

○ ○ 42-0802 ペテン県 ティカル遺跡 No. ８ 1989年頃 22

○ ○ 42-0803 ペテン県 ティカル遺跡 No. ９ 1989年頃 24

○ ○ 42-0804 ペテン県 ティカル遺跡 No. 10 1989年頃 25

○ ○ 42-0805 ペテン県 ティカル遺跡 No. 11 1989年頃 22

○ ○ 42-0806 ペテン県 ティカル遺跡 No. 12 1989年頃 23

○ ○ 42-0807 ペテン県 ティカル遺跡 No. 13 1989年頃 24

○ ○ 42-0808 ペテン県 ティカル遺跡 No. 14 1989年頃 25

○ ○ 42-0809 ペテン県 ティカル遺跡 No. 15 1989年頃 24

○ ○ 42-0810 ペテン県 ティカル遺跡 No. 16 1989年頃 24

○ ○ 42-0811 ペテン県 ティカル遺跡 No. 17 1989年頃 24

○ ○ 42-0812 ペテン県 ティカル遺跡 No. 18 1989年頃 24

○ ○ 42-0813 ペテン県 ティカル遺跡 No. 19 1989年頃 23

○ ○ 42-0814 ペテン県 ティカル遺跡 No. 20 1989年頃 24

○ ○ 42-0815 ペテン県 ティカル遺跡 No. 21 1989年頃 24

○ ○ 42-0816 ペテン県 ティカル遺跡 No. 22 1989年頃 24

○ ○ 42-0817 ペテン県 ティカル遺跡 No. 23 1989年頃 24

○ ○ 42-0818 ペテン県 ティカル遺跡 No. 24 1989年頃 24

○ ○ 42-0819 ペテン県 ティカル遺跡 No. 25 1989年頃 24

○ ○ 42-0820 ペテン県 ティカル遺跡 No. 26 1989年頃 24

○ ○ 42-0821 ペテン県 ティカル遺跡 No. 27 1989年頃 24

○ ○ 42-0822 ペテン県 ティカル遺跡 No. 29 1989年頃 10

○ ○ 42-0823 ペテン県 ティカル遺跡 １号神殿 1989年頃 17

○ ○ 42-0824 ペテン県 ティカル遺跡 ２号神殿 1989年頃 2

○ ○ 42-0825 ペテン県 ティカル遺跡 ３号神殿 1989年頃 5

グアテマラ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 42-0826 ペテン県 ティカル遺跡 ４号神殿 1989年頃 1

○ ○ 42-0827 ペテン県 ティカル遺跡 ５号神殿 1989年頃 2

○ ○ 42-0828 ペテン県 ティカル遺跡 北アクロポリス 1989年頃 17

○ ○ 42-0829 ペテン県 ティカル遺跡 中央アクロポリス 1989年頃 22

○ ○ 42-0830 ペテン県 ティカル遺跡 碑文の神殿 1989年頃 4

○ ○ 42-0831 ペテン県 ティカル遺跡 失われた世界 1989年頃 4

○ ○ 42-0832 ペテン県 ティカル遺跡 グループＧ 1989年頃 4

○ ○ 42-0833 ペテン県 ティカル遺跡 グループＨ 1989年頃 22

○ ○ 42-0834 ペテン県 ティカル遺跡 グループＱ 1989年頃 8

○ ○ 42-0835 ペテン県 ティカル遺跡 コウモリ宮殿 1989年頃 2

○ ○ 42-0836 ペテン県 ティカル遺跡 ７つの神殿の広場 1989年頃 1

○ ○ 42-0837 ペテン県 ティカル遺跡 38号神殿 1989年頃 2

○ 42-0900 ペテン県 ティカル博物館 石碑 1989年頃 29

○ 42-1001 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 全景 空撮 1989年頃 8

ペテンの古典期の重要
遺跡

○ 42-1002 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ａ５号､ Ａ18
号 空撮 1989年頃 14

○ 42-1003 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ａ５号 空撮 1989年頃 32

○ 42-1004 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ａ18号 空撮 1989年頃 14

○ 42-1005 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ａグループ西
側 空撮 1989年頃 9

○ 42-1006 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ｂグループ
空撮 1989年頃 10

○ 42-1007 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 Ｅグループ
空撮 1989年頃 45

○ 42-1008 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 村 空撮 1989年頃 12

○ 42-1009 ペテン県 ワシャクトゥン遺跡 密林 空撮 1989年頃 7

○ 42-1100 ペテン県 ヤシハ遺跡 空撮 1989年頃 38

42-1200 スチテペケス県 マサテナンゴ マサテナンゴ 1989年頃 2

○ 42-1300 ペテン県 エル・ミラドール遺跡 空撮 1989年頃 54 ティカル以前の先古典期に
おける低地マヤの大遺跡

○ ○ 42-1401 イサバル県 キリグア キリグア遺跡 1989年頃 35

○ ○ 42-1402 イサバル県 キリグア キリグア遺跡 空撮 1989年頃 49

○ 42-1500 ソロラ県 アティトラン湖 アティトラン湖 1989年頃 241

グァテマラの典型的風
景が見られる場所

○ 42-1601 ソロラ県 サンティアゴ・アティ
トラン (アティトラン湖周辺) サンティアゴ・アティトラン 1989年頃 466

○ 42-1602 ソロラ県 サンタ・カタリナ・
パロポ (アティトラン湖周辺) サンタ・カタリナ・パロポ 1989年頃 149

○ 42-1603 ソロラ県 パナハチュル
(アティトラン湖周辺) パナハチュル 1989年頃 5

○ 42-1700 キチェ県 チチカステナンゴ チチカステナンゴ 1989年頃 304

42-1800 アルタ・べラパス県 リオネグロ リオネグロ 空撮 1989年頃 22

42-1900 サカパ県 ベテル ベテル 1989年頃 27

42-0001 撮影地不明 遺跡名不明 1989年頃 1

42-0000 不明 不明 1989年頃 15

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 2,973 認定者：大井邦明

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 2,173

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 800

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 2,973

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 3,040

Ｃ／Ｄ(％) 98％

グアテマラ共和国
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重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ ○ 43-0101 コパン県 コパン コパン遺跡 GRAN PLAZA 1989年 54

○ ○ 43-0102 コパン県 コパン コパン遺跡 中コート 1989年 3

○ ○ 43-0103 コパン県 コパン コパン遺跡 球技場 1989年 18

○ ○ 43-0104 コパン県 コパン コパン遺跡 神聖文字の階段 1989年 18

○ ○ 43-0105 コパン県 コパン コパン遺跡 11号建築・石碑Ｎ 1989年 11

○ ○ 43-0106 コパン県 コパン コパン遺跡 アクロポリス 西コート 1989年 23

○ ○ 43-0107 コパン県 コパン コパン遺跡 アクロポリス 東コート 1989年 21

○ ○ 43-0108 コパン県 コパン コパン遺跡 18号建築 1989年 8

○ ○ 43-0109 コパン県 コパン コパン遺跡 22号遺跡 1989年 9

○ ○ 43-0110 コパン県 コパン コパン遺跡 1989年 1

○ ○ 43-0111 コパン県 コパン コパン遺跡 空撮 1989年 7

○ ○ 43-0112 コパン県 コパン コパン遺跡周辺 空撮 1989年 12

○ 43-0201 コパン県 コパン コパン博物館 土器 1989年 47

○ 43-0202 コパン県 コパン コパン博物館 石碑・石製品 1989年 7

○ 43-0203 コパン県 コパン コパン博物館 骨・貝製品 1989年 5

○ 43-0204 コパン県 コパン コパン博物館 ヒスイ 1989年 9

○ 43-0301 コパン県 コパン コパン地方研究所 土器 1989年 41

○ 43-0302 コパン県 コパン コパン地方研究所 石碑 1989年 9

43-0400 コパン県 ラ・エントラーダ エル・プエンテ遺跡 1989年 10

○ 43-0500 コパン県 ラ・エントラーダ ラ・エントラーダ考
古学博物館 土器・石製品 1989年 43

43-0600 フランシスコ・モラザン県
テグシガルパ テグシガルパ 空撮 1989年 3

○ 43-0701 フランシスコ・モラザン県
テグシガルパ

テグシガルパ国立博物
館(国立人類歴史博物館) ヒスイ 1989年 4

○ 43-0702 フランシスコ・モラザン県
テグシガルパ

テグシガルパ国立博物
館(国立人類歴史博物館) 土器 1989年 60

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 410 認定者：大井邦明

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 225

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 185

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 410

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 423

Ｃ／Ｄ(％) 97％

ホンジュラス共和国
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パナマ共和国

重要遺跡 世界遺産 収蔵場所番号 撮 影 地 博物館名称 被写体名称 撮影年 枚数 特記事項

○ 44-0101 サン・ブラス諸島 サン・ブラス諸島 1990年頃 874

重 要 遺 跡 認 定 枚 数 874 認定者:大井邦明

内､ 世界遺産を除いた枚数(Ａ) 874

世 界 遺 産 撮 影 枚 数(Ｂ) 0

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 874

カ ッ ト 数 計(Ｄ) 874

Ｃ／Ｄ(％) 100％
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