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1　締約国

　日本国

2　地　方

　新潟県

3　資産の名称

　佐渡島の金山

4　所在位置

日本政府が世界遺産一覧表への記載を推薦する「佐渡島の金山」は、東アジアの東端に当たる

日本列島の本州の中央部、新潟県の沖合に位置する佐渡島に所在する。推薦する資産は二つの構

成資産からなり、現行の行政区分に基づく各構成資産の所在地については以下に記すとおりであ

る。

ID 資産名
市・町・

地域
地理座標 資産面積 緩衝地帯 

地図
番号

1 相川鶴子金銀山

佐渡市

N38°02' 30” E138°15' 18” 461.5 886.2

図 E-5

図 E-6

図 E-7

2 西三川砂金山 N37°54' 35” E138°19' 31” 279.0 577.0
図 E-8

図 E-9

● 表 E-1 構成資産及びその所在地・面積・緩衝地帯の面積
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5　資産の範囲についての説明

「佐渡島の金山」は、日本国の新潟県佐渡市に所在する相川鶴子金銀山、西三川砂金山の二つの

鉱山によって構成されるシリアル遺産（関連性のある資産群）である。

各構成資産の範囲は、文化財保護法により史跡・重要文化的景観に指定・選定された範囲である。

資産の総面積は 740.5ha である。緩衝地帯の範囲は、資産の価値に負の影響を及ぼすような要素

を防ぐために必要な 1,463.2ha を設定した。

6　資産の範囲と緩衝地帯を描いた A4 サイズの地図

　「要約」の末尾に添付

7　推薦する資産が適合する評価基準

　（ⅲ）, （ⅳ）

8　顕著な普遍的価値の言明

a　総合的所見

「佐渡島の金山」は本州日本海側中央部沖合の島に所在するシリアル遺産（関連性のある資産群）

である。大規模で異なる鉱床をもつ相川鶴子金銀山と西三川砂金山の二つの資産から構成され、資

産内には複数の鉱山遺跡と集落遺跡が残り、それらの存在を裏付ける絵図・絵巻も多く残る。

本推薦資産により日本は 17 世紀に世界最大の金生産地となり、19 世紀まで途切れることなく

金の主要な供給地となり、輸出された小判は国際貿易にも大きく貢献した。

本推薦資産は江戸時代（1603 年〜1867 年）を通じて日本を統治した徳川幕府にとって財政基盤

を支える最も重要な鉱山であり、幕府は佐渡島を直接支配し徹底した金生産の管理を行った。また、

幕府は日本中から優れた鉱山労働者を集め、大規模な生産体制を形成した。さらにそこには豊かで

独特な芸能・信仰といった庶民文化も生まれた。集落遺跡は庶民文化を含む生産体制を伝える物証

である。

また、本推薦資産では採掘から選鉱、製錬、貨幣製造までの一連の生産工程が全て行われていた。

江戸時代の鎖国政策により、同時代に西欧及びその進出先の鉱山で進められた科学技術や機械装置

は導入されず、伝統的手工業による金生産が長期間にわたって続けられ、各鉱床の特性に適合した

鉱山技術及び一連の生産工程を極めていった。鉱山遺跡はその生産技術を伝える集合体である。

本推薦資産は、極東の鎖国下の国の金の島において、産業技術の機械化が世界に広がる時期に、

伝統的手工業による技術を追求し、独自の進化を遂げ生み出された究極の金生産システムを示して

おり、人類の鉱山史を考える上で不可欠な証拠である。
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b　評価基準の適用

評価基準（iii）の適用

「佐渡島の金山」は、徳川幕府を頂点とする生産体制やそこに生まれた豊かな芸能・信仰といっ

た独特な庶民文化を伝える稀有な存在である。それらは集落遺跡として残り、さらには当時の金生

産や生活の様子を生き生きと描いた絵巻等によっても裏付けられる。

江戸時代を通じて日本を統治した徳川幕府は、佐渡島に奉行所を置き直接支配し、本推薦資産に

おける金生産を徹底して管理した。幕府は日本中から優れた鉱山技術を持つ労働者を集めて、組織

化・専門分化された分業体制を整え、独自の大規模な金生産体制を築いた。

また、様々な文化を背景に持つ佐渡島への移住者たちは、島という地理的特徴を背景に、豊かで

独特な芸能・信仰を生み出した。豊富な財力を背景に能が庶民に親しまれ、多様な宗派を受け入れ

る寺町も形成された。

評価基準（iv）の適用

「佐渡島の金山」は、16 世紀後半から 19 世紀まで伝統的な手工業による金生産の各種の鉱山技

術及び一連の生産工程が、遺跡として残る極めて稀な金生産技術の集合体である。特に 17 世紀に

おいては、世界最大級の金生産量を上げるなど、本推薦資産と比肩しうるほどの金鉱山遺跡は世界

に類例がない。

本推薦資産は、江戸時代の鎖国政策下、西欧及びその進出先の鉱山で製錬技術の研究や排水技術

の機械化が進められた時期に、伝統的な技術と国内外から選択的に取り入れた技術を融合させなが

ら、機械化に依らずに手工業によって究極にまで高めていった生産技術の発展過程を示している。

それぞれ異なる鉱床を持つ二つの構成資産は、鉱床の特性に適合した鉱山技術によって開発され

た。採掘では、西三川砂金山の水流を使った大規模な砂金採掘や相川鶴子金銀山における大規模な

露頭掘りや地中深くに延びる坑道掘りがある。集落内で鉱床の特性に合わせて行われていた選鉱や

精錬の工程は奉行所内の工場に集約して、極限まで金品位を高めた。

c　完全性の言明

「佐渡島の金山」は、伝統的な手工業による金生産システムの稀有な物証として、完全性を十分

に証明している。

本推薦資産は、顕著な普遍的価値を十分に理解できるよう、相川鶴子金銀山及び西三川砂金山の

二つの構成資産によるシリアル遺産とし、その特徴や工程の代表性を確実に担保できる適切な範囲

をとっている。場所を移して開発が進められたため、資産内の地上及び地下には鉱山遺跡や集落遺

跡が数多く残る。

資産内に残る遺跡の集合体は普遍的価値を伝える四つの価値の特性である、徹底した管理体制と

専門分化した生産体制、生産体制から生まれた庶民文化、鉱床に適合した各種鉱山技術、伝統的手

工業による一連の生産工程を十分表している。また、それらは技術工程を説明した絵図や絵巻など

の真正な歴史資料によって裏付けられている。構成資産内の鉱山遺跡や集落遺跡の保存状況は全体
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として良好であり、所有者あるいは管理者により適切に保管されている。

d　真実性の言明

本推薦資産は、考古遺跡のシリアル遺産であり、保存状態は良好で高い真実性を有している。本

推薦資産の真実性は「形状、意匠」、「材料、材質」、「位置、セッティング」において維持されている。

物証の大部分が、その後の採鉱活動や近代以降の開発圧力によって大きく破壊されることもなく、

手工業時代の状態を保持しており、高い真実性は、考古学的調査と地理学的調査により明らかにさ

れた遺構と遺物から証明されるとともに、金生産システムを表す絵図や絵巻など歴史資料によって

裏付けられている。

e　保存と管理に必要な措置

本推薦資産は、文化財保護法に基づき、史跡、重要文化的景観の指定・選定を受け、日本政府（文

化庁）の管理下で国の文化財として適切に保護されている。緩衝地帯は、文化財保護法及び景観法

に基づく佐渡市景観条例と佐渡市景観計画の適用により、構成資産及び周囲の環境を保護している。

本推薦資産の顕著な普遍的価値を一体的に保護することに関しては、新潟県と佐渡市が設置する

「新潟県世界遺産会議」と「包括的保存管理計画」により保証される。この会議の目的は、本推薦

資産に関わるすべての業務の調整を図り、その保存・活用・整備についての情報を共有し、さらに

緩衝地帯の保全を行うことにある。会議は、保護に対する方針を決定し、佐渡金銀山学術委員会並

びに国内の文化遺産保護を担当している文化庁から、助言や指導を受ける。

各構成資産については、保存管理の基本方針や具体的な方法・体制を明確に定めるため、個々の

保存活用計画が策定されている。この方針に従って、管理団体である佐渡市及び資産所有者として

の株式会社ゴールデン佐渡等により、適正な管理運営が行われることになる。

長期的な取り組みとして、資産がもつ顕著な普遍的価値を、資産全体として人々にわかりやすく

伝えるため、個々の構成資産の特性を踏まえて、地域住民の理解と協力を促しつつ、年次計画に沿っ

て整備や来訪者受入のための施策を着実に進めていく。
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９　公的機関の名称と連絡先

　文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室

　　住所 ： 〒 100-8959　東京都千代田区霞が関３－２－２

　　Tel ： ＋ 81-3-6734-2877

　　Fax ： ＋ 81-3-6734-3820

　　E-mail：bunikoku@mext.go.jp

　　Web address : http://www.bunka.go.jp

　新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室

　　住所 ： 〒 950-8570　新潟市中央区新光町４－１

　　Tel ： ＋ 81-25-285-5511

　　Fax ： ＋ 81-25-280-5764

　　E-mail：ngt500080@pref.niigata.lg.jp

　　Web address : http://www.pref.niigata.lg.jp

　佐渡市世界遺産推進課

　　住所 ： 〒 952-1292　佐渡市千種 232

　　Tel ： ＋ 81-259-63-5136

　　Fax ： ＋ 81-259-63-6130

　　E-mail：k-goldmine@city.sado.niigata.jp

　　Web address : http://www.city.sado.niigata.jp
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構成資産の位置
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● 図 E-1 世界の中での位置図

● 図 E-2 資産が所在する新潟の位置
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1 相川鶴子金銀山

2 西三川砂金山
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● 図 E-3 佐渡島における構成資産の位置図

資産
緩衝地帯

凡例

追加指定・選定予定
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資産
緩衝地帯

凡例 SCALE  1:150,000
5km0 21

1 相川鶴子金銀山

2 西三川砂金山

● 図 E-4 構成資産及び緩衝地帯範囲図

追加指定・選定予定
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