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像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産

4世紀後半から9世紀末まで、対外交流の

成就と航海の安全を祈って国家的祭祀が行

われた島です。22ヶ所の祭祀遺跡が良好

に保存されており、日本における古代祭祀

の変遷過程を示す責重な資産です。

しん　ぼる　　　　ぬ　やま

沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、田島の辺　沖ノ島での祭祀を奉斎した宗像氏と溝の民

津宮の三宮からなる神社です。「海北道中」　が築いた古墳群です。海を望む台地に41

を守る宗像三女神を奉斎し、島伝いの壮大　基の古墳が密集しており、「海北道中」を支

な神社へと発展をとげた特異な資産です。　配した海の民のあり方をよく表しています。



沖ノ島 ～

宗像大社の神官が島を守っており、一般の人は通常立ち入ることはできません。

また、上陸に際しては、海で祓（みそぎ）を行い、心身を清めなければなりません。

巨岩に神宿る信仰の島～
沖ノ島では、4世紀後半から9世紀末にかけて、対外交流の成就や航海の安全を願って国家的祭祀が行われました。

その祭祀形態は4段階に分けられ、日本固有の信仰の変遷過程を示す唯一の例として貴重な資産です。

第1段階：岩上祭祀（がんじょうさいし）
4世紀後半～5世紀

巨岩の上で祭祀が行われ、古

墳の副葬品と共通する鏡や剣

等が奉献されます。

第3段階：半岩陰・半露天祭祀（批姥鑑●、し）
7世紀後半～8世紀前半

岩陰から露天への過渡期の祭

祀。中国からもたらされた唐

三彩等が奉献されます。

第2段階：岩陰祭祀（いわかげさいし）
5世紀後半～7世紀

巨岩の下、岩陰で祭祀が行わ

れ、朝鮮半島からもたらされた

指輪や馬具等が奉献されます。

第4段階：露天祭祀（ろてんさいし）
8世紀～9世紀末

巨岩から離れた平坦地で祭祀

が行われ、祭祀専用に作られ

た晶が奉献されます。



昨Pされていた国宝～国家的祭祀の証～

金銅製龍頭（こんどうせいりゅうとう）

一対が出土しています。胴部を竿の先に

付けて、唇の孔（あな）から天蓋（てんがい）
や幡をつりさげて用いたと考えられます。

唐三彩長頸瓶（口緑部）
（とうさんさいちょうけいへい）

胴部に縦菱形の宝相華文（ほ
うそうげもん）の貼付文が施さ

れた長頸瓶の口

緑部。8世紀前
半のもので、世

界的に珍しい出
土例。中国河南

省産と見られ、第

七次または第八

次遣唐使によっ
てもたらされたと

考えられます。
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宗像大社～『古事記』、『日本書紀』に登場する三女神の降臨地～
北部九州から朝鮮半島に至る海の道「海北道中」を支配していた宗像氏と海の民は、海北道中を守る

宗像三女神を奉斎し、島伝いの壮大な神社が成立しました。日本最古の歴史書『日本書紀』によると、

天照大神の神勅（しんちょく）により、三女神がこの宗像の地に降りられ、祀られるようになったこと

が記されています。

一田心姫神－ 「中津宮」（大島）一篇違憲蒜－

9世紀末に国家的祭祀が終えた後、神の島　　御嶽山山頂付近で、沖ノ島での露天祭祀と

虻型章宮」（田島卜岩垂筆鱒二
三宮の総社言中ノ島での露天祭祀と同時期

として宗像氏や海の民により信仰が継承さ　同時期に祭祀が始まりました。現在の社殿　にはここで祭祀が始まりました。現在の本

れています。17世紀には社殿が建立された　は17世紀に建立され、海を望む御嶽山の麓　殿は大宮司宗像氏貞、拝殿は小早川隆景が

といわれ、祭祀遺跡のある巨岩群の中に建　　に建っています。

てられています。

今も続く祈り

16世紀に再建したものです。

宗像三女神の誕生
『古事記』および『日本書紀』によると、素箋鳴尊（すさのおのみこと）が、姉

の天照大神（あまてらすおおみかみ）に邪心がないことを示すために、それ

ぞれが持っている剣と玉を交換し、誓約（うけい．正しいか否か判断するた

めの占い）を行いました。天照大神が素箋鳴尊の剣をとり、天真名井（あま

のまない）ですすぎ、これをかみ砕いて口から息を吹き出すと、その中から

宗像三女神が誕生しました。

田心姫神は沖津宮、蒲津姫神は中津宮、市杵島姫神は辺津宮にそれぞれ示巳

誓約（うけい）イメージ　　られています。

沖津宮造拝所

大島の北側の海岸段丘上に位置し

ており、空気の澄み切った日には

沖ノ島を直に見ることができます。

沖ノ島は通常渡島できないため、

ここから遥拝します。

みあれ祭（10月1日）

沖津宮の田心姫神、中津宮の清津

姫神をのせた御座船を市杵島姫神

のいる辺津宮にお迎えする神迎え

の神事。宗像七浦の数百隻の漁船

が海上神幸します。中世に行われ

ていた御長芋神事（みながてしん

じ）を復興したものです。

交通安全祈願

現在、宗像大社は交通安全

の守護神としても多くの人の

信仰を集めています。

神奈備祭（10月3日）

お迎えした宗像三女神に、秋

季大祭の無事斎行を感謝し

て秋季大祭最終日の夜、高

宮祭場で行われます。



新原・奴山古墳群
～沖ノ島祭祀を奉斎した宗像氏と海の民の墓域～

新原・奴山古墳群は、沖ノ島での祭祀を奉斎した宗像氏と海の民が、5世紀前半から

6世紀後半にかけて、前方後円墳5基、円墳35基、方墳1基の計41基の古墳を築造

したもので、当時の入り海に面した台地上の「海北道中」を望める場所に位置していま

す。古墳時代の宗像地域において、「海北道中」を支配し、祭祀を支えて発展させた

海の民のあり方を最もよく表しています。

22号墳

5世紀前半に築造され、新原・奴山古墳群の

中で最も古い古墳の1つです。全長80mで前

方部が著しく短い帆立貝式前方後円墳で、周

溝の周囲には幅10m程の周堤が巡っています。

12号墳

5世紀後半に築造された全長43mの前方　　5世紀前半に築造された宗像地域で唯一の

後円墳です。古墳の周囲に幅5m程の平坦　方墳です。墳丘上に玉砂利が敷かれ、沖ノ

部があり、基壇と考えられます。　　　　　　島と共通する鉄斧や琉王白原石が表採されて

おり、祭祀の場（祭壇）
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7中ノ島と関連遺産群」のコンセプト

九州と朝鮮半島の問の海域に位置する

沖ノ島では、4世紀後半から9世紀末に

かけて、中国大陸および朝鮮半島との

対外交流の成就を願う国家的祭祀が行わ

れました。その中で、朝鮮半島に向かう

海の道「海北道中（かいはくどうちゅう）」

を守る「道主貴（みちぬしのむち）※」と

称された宗像三女神が生み出され、沖

津宮、中津宮、辺津宮の三宮からなる

島伝いの壮大な宗像大社が成立しました。

また、沖ノ島での祭祀を奉斎した宗像

氏と海の民は、この海域の支配者とし

て、海北道中を望む台地上に墓域を築

きました。

本資産は、海を介した古代祭祀の実態

が東アジア世界において最もよく保存

されている例であり、日本固有の信仰の

変遷過程を確認できる唯一の資産です。

※貴（むち）とは最も高貴な神の称号であり、

道主貴とはあらゆる道を導く最も尊い神。
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4世紀、ヤマト王権が朝鮮半島の加耶・百済との

関係を深めるために、朝鮮半島に至る海路「海北

道中」を支配し、航海術に長けていた宗像氏と手

を結ぶことは不可欠だったといえます。

げや㌦醐㌦〆血彗頓㌔壷〆

ヤマト王権（倭）
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沖ノ島は、日本と朝鮮半島、中国大陸を行き来するときに、
極めて重要な位置にありました。

（倭）・日本と朝鮮半島・中国との交流史

4世紀後半　沖ノ島で岩上祭祀が始まる（～5世紀）

宗像氏がヤマト王権の中国・朝鮮半島への

航海で活躍

5世紀前半　新原・奴山古墳群（～6世紀後半）

5世紀後半　岩陰祭祀（～7世紀）

654年　　胸形君徳善の娘・尼子娘（あまこのいらつめ）

が天武天皇の子・高市皇子を産む

7世紀後半　半岩陰・半露天祭祀（～8世紀前半）

三宮体制の成立

8世紀　　　露天祭祀（～9世紀末）

712年　　『古事記』に三宮が登場

20年　　『日本書紀』に三宮が登場

4世紀後半　倭と百済との間に国交成立

391年　　倭、高句麗と戦う（高句麗好太王碑文）

421年　　倭王讃、中国南朝宋へ朝貢する（倭の五三）

・前方後円墳が各地で盛んに作られる。

・百済から陶工が渡来、須恵器が次第に普及

・大陸の文化が伝わる（漢字・織物・土木技術など）

478年　　債王武（雄略天皇）、未へ朝貢する（倭の五王）

538年　　百済から仏教が伝わる（上官聖徳法王帝説）

604年　　聖徳太子が十七条の憲法を定める

607年　　遣隋使・小野妹子を送る

630年　　遣唐使を中国に送る

645年　　大化の改新

663年　　白村江の戦いで、唐・新羅連合軍に敗れる

672年　　壬申の乱、天武天皇即位（673年）

694年　　藤原京遷都

701年　　大宝律令完成

710年　　平城京遷都

794年　　平安京遷都

838年　　最後の遣唐使派遣

894年　　遣唐使をやめる

439年　北醜、中国華北を統一

589年　隋、中国を統一

618年　唐建国

651年　ササン朝ペルシャ滅亡

660年　百済滅亡

668年　唐により高句麗滅亡

676年　新羅、朝鮮半島統一

755年　唐で安史の乱起こる

907年　唐滅
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