
 

 
 

 

 

 

 
SITES CLASSES AU PATRIMOINE 

MONDIAL EN FRANCE 

 

フランスの世界遺産登録地 

 
- 文化遺産 

- 自然遺産 

- 複合遺産 

 

 

 
 

  



 

 
 

 SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL EN FRANCE 
フランスのユネスコ世界遺産登録地（登録年度順） 

２０１８年７月現在、全４４か所 

 

 

 文化遺産 

⚫ モン・サン・ミシェル及びその湾 

Mont-Saint-Michel et sa baie (1979) 

⚫ シャルトルのノートル・ダム大聖堂 

Cathédrale Notre-Dame de Chartres (1979) 

⚫ ヴェルサイユの宮殿と庭園 

Palais et parc de Versailles (1979) 

⚫ ヴェズレーのサント・マドレーヌ・バジリカ教会と丘 

Basilique et colline de Vézelay (1979) 

⚫ ヴェゼール渓谷の先史時代史跡群と洞窟壁画群（ラスコーの洞窟） 
Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère (1979) 

⚫ フォンテーヌブロー宮殿と庭園 

Palais et parc de Fontainebleau (1981) 

⚫ アミアンのノートル・ダム大聖堂 

Cathédrale Notre-Dame d'Amiens (1981) 

⚫ オランジュのローマ劇場とその周辺及びオランジュ凱旋門 

Théâtre antique et ses abords et « Arc de Triomphe » d'Orange (1981) 

⚫ アルルのローマ遺跡及びロマネスク様式建造物群  

Arles, monuments romains et romans (1981) 

⚫ フォントネーのシトー会修道院 

Abbaye cistercienne de Fontenay (1981) 

⚫ シュリー・シュル・ロワールとシャロンヌ間のロワール渓谷 

Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes (1981) (2000 / 2017) 

* 2000年の登録されたこの世界遺産の登録域には、既に 1981年に登録されていた「シャンボールの城と領地」を

含む。 

* 2017年に登録区域を拡大し、シュノンソー城を加える。 

⚫ 天日製塩施設、サラン・レ・バン大製塩所からアルク・エ・スナン王立製塩所まで  

De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans, la production du sel 

ignigène (1982 / 2009) 

⚫ ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場及びアリアンス広場 

Places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy (1983) 

⚫ サン＝サヴァン・シュール・ガルタンプの修道院付教会 

Abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe (1983) 

⚫ ポン・デュ・ガール（ローマの水道橋） 
Pont du Gard (1985) 

⚫ ストラスブールのグラン・ディルとノイシュタット 

Strasbourg – Grande île et Neustadt (1988) (2017) 

* 2017年にノイシュタット地区をあらたに登録区域に加え、登録名も変更 



 

 
 

⚫ パリのセーヌ河岸 

Paris, rives de la Seine (1991) 

⚫ ランスのノートル-ダム大聖堂、サン-レミ旧大修道院及びトー宮殿 

Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Rémi et palais du Tau, Reims (1991) 

⚫ ブールジュのサン・テティエンヌ大聖堂 

Cathédrale Saint-Étienne de Bourges (1992) 

⚫ アヴィニョン歴史地区：法王庁宮殿、司教関連建造物群及びサン・ベネゼ橋 

Centre historique d’Avignon : Palais des papes, ensemble épiscopal et Pont d’Avignon (1995) 

⚫ ミディ運河 

Canal du Midi (1996) 

⚫ 歴史的城塞都市カルカッソンヌ 

Ville fortifiée historique de Carcassonne (1997) 

⚫ リヨン歴史地区 

Site historique de Lyon (1998) 

⚫ フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路  

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (1998) 

⚫ サン・テミリオン地域 

Juridiction de Saint-Émilion (1999) 

⚫ ベルギーとフランスの鐘楼群 

Beffrois de Belgique et de France (1999 / 2005) 

⚫ 中世市場都市プロヴァン 

Provins, ville de foire médiévale (2001) 

⚫ ル・アーヴル、オーギュスト・ペレによる再建都市 

Le Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret (2005) 

⚫ ボルドー、月の港 

Bordeaux, Port de la Lune (2007) 

⚫ ヴォーバンの要塞群 

Fortifications de Vauban (2008) 

⚫ アルビ司教都市 

Cité épiscopale d'Albi (2010) 

⚫ コースとセヴェンヌの地中海性農牧地の文化的景観 

Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen (2011) 

⚫ アルプス山系の先史時代杭上住居跡群 

Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes (2011) 

⚫ ノール=パ・デュ・カレー地方の炭田地帯 

Bassin minier du Nord-Pas de Calais (2012) 

⚫ アルデッシュ ショーヴェ・ポンダルク洞窟壁画 

Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, Ardèche (2014) 

⚫ シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ 

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (2015) 

⚫ ブルゴーニュのブドウ畑のクリマ 

Les climats du vignoble de Bourgogne (2015) 

⚫ ル・コルビュジエの建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－ 
L’œuvre architecturale de Le Corbusier : une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne 

(2016) 

（世界 7か国 17建築群のうち、フランスの 10建築） 



 

 
 

⚫ タプタプアテアのマラエ 
フランス領ポリネシアのライアテア島、タプタプアテア市オポア地区にある祭祀遺跡 
Taputapuātea (2017) 

 

 自然遺産 

⚫ コルシカ： ポルト湾：ピアナのカランケ、ジロラッタ湾、スカンドラ保護区 

Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola (1983) 

⚫ ニューカレドニアのラグーン 

Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (2008) 

⚫ レユニオン島の尖峰、圏谷および絶壁群 

Pitons, cirques et remparts de l’ile de la Réunion (2010) 

⚫ ピュイ山脈とリマーニュ断層の地殻変動地域 

Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne (2018) 

 

 複合遺産 

⚫ ピレネー山脈のペルデュ山 

Pyrénées - Mont Perdu (1997 / 1999) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録件数 
 

44 件 

全登録数 

 

39 件 

文化遺産 

 

4 件 

自然遺産 

 

1 件 

複合遺産 
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