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第第第第１１１１章章章章    資産の概要資産の概要資産の概要資産の概要 

 

１．位置および１．位置および１．位置および１．位置および天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物「沖の島原始林」「沖の島原始林」「沖の島原始林」「沖の島原始林」の概要の概要の概要の概要 

 

（１）天然記念物「沖の島原始林」の位置 

 天然記念物「沖の島原始林」は、全島宗像大社沖津宮の境内である沖ノ島の全域が指定地である。 

 その位置は、7 ページの史跡「宗像神社境内」に示すとおりであり、九州本土から約 49km 離れた

日本海西南部海域の中の孤島である。 

 

（２）天然記念物「沖の島原始林」の概要 

 沖ノ島は、絶海の孤島であるとともに、全島が宗像大社沖津宮の境内であり、古代より神域とされ、

厳重な禁忌などの信仰に基づく文化的伝統によって、これまでほとんど人の手が入らず、原生的な自

然を現在にとどめている. 

 沖ノ島の気候は、東シナ海から日本海へと流れ込む対馬暖流の影響で温暖である。原始林の主体と

なるムサシアブミ－タブノキ群落や希少植物の繁殖、ビロウやオオタニワタリなどの亜熱帯植物の自

生北限としてほぼ原始の状態を保っている。 

 このことから、大正 15（1926）年国の天然記念物に指定された。 

 海岸線は、特に島の北部がシベリアからの季節風とそれに伴う高波によって標高 40ｍまで自然裸地

となり、それより上部に海岸風衝低木林や草地となっている。島全体はタブノキが優占し、常在的に

ナタオレノキがあり、狭い樹冠にヤブニッケイが点在する。林内には、ヤブツバキが多くヒゼンマユ

ミが常在する。風衝による更新が盛んで、カラスザンショウ、ヤマザクラ、クワノハエノキ、ムクノ

キが混在し、ハマビワ、マサキ、トベラ、オオバグミなど海岸的な植生が特徴である。一ノ岳南斜面

の黄金谷にはオオタニワタリやオオバグミを含む群落があり、沖津宮周辺のクワノハエノキの枝の着

生や頂上付近の崖にフウランの群落がみられる。 

 植物の希少種として、環境省のレッドデータⅠＢ類にイワレンゲ、オオタニワタリ、ヒゼンマユミ、

Ⅱ類にキノクニスゲ、タチバナ、フウランが指定されている。 

 また、原始林に育まれ、生息する動物も特徴的である。爬虫類は、ニホントカゲが多く生息するが、

ヘビがいない。そのため、鳥類はオオミズナギドリの繁殖がすさまじく、多いときで島に約１０万羽

が生息する。天然記念物に指定されているカラスバトや沖ノ島の 1ｋｍ南側にある岩礁で繁殖するカ

ンムリウミスズメなど貴重な海鳥が多い。特に渡り鳥の営巣地としても重要な島で春と秋にその種類

が増える。島で両生類の生息は確認されていない。 

 

  



128 

２２２２．．．．    指定概要指定概要指定概要指定概要 

 

（１）指定内容 

 指定内容は以下のとおりである。 

○名称 沖の島原始林 （おきのしまげんしりん） 

○文化財種類  史跡名勝天然記念物 

○種別 天然記念物 

○都道府県名 福岡県 

○緯度 34.24676121 

○経度 130.10412967 

○指定年月日 １９２６．１０．２０ （大正１５年１０月２０日） 

○指定基準 （二）代表的原始林、稀有の森林植物相  

○詳細解説  沖ノ島ハ玄海灘ニ在リテ原始林ヲ以テ蔽ハレ其位置ノ九州北部ニアルニ拘ハラ

ズ熱帶性樹種ヲ産スルヲ以テ著ルシ 

資料：文化庁ホームページ「文化財データベース」より（注：玄海灘は、現在、玄界灘と表記され

ている。） 
 

（２）指定理由 

 本資産の指定理由は、下記のとおりである。 

 

 国指定天然記念物 沖の島原始林  大正 15（1926）年 10 月 20 日指定 宗像郡大島村大字沖

の島 

 

沖の島は玄海の孤島で、周囲約四㎞、全域は宗像神社沖津宮の境内に属し、全島古来斧を入れ

たことのないうっそうたる原始林でおおわれている。 

タブノキを主とし、アオガシ・コクテンギ・ナタオレノキ・ネズミモチ・ヒゼンマユミ・トベ

ラ・イスノキ・ハマビワ・ヤブニッケイ・シロダモ・モッコク・ヤブツバキ・カクレミノ・ホル

トノキ・カラスザンショウ・アカメガシワなどの木が茂り、ハマヒサカキが多く、樹下にはアオ

キを主としてヤツデ・マンリョウなどの低木があり、フウトウカズラ・テリハツルウメモドキ・

ミヤコジマツヅラフジなどの蔓性植物もある。草本にはノシラン・ヤブラン・ムサシアブミ・オ

ニヤブソテツ・オリヅルシダなどが繁茂している。またオオタニワタリの自生があり、島の東北

端に近い尾根には四株のビロウが見られ、共に分布の北限地として意義が深い。 

島はその位置が九州北部にあるにかかわらず、代表的な暖帯林相を呈することが著しい。 

 
資料：福岡県の名勝・天然記念物（昭和 54（1979）年 3月 15 日発行） 

   編集：福岡県教育庁管理部文化課、発刊：福岡県教育委員会 
 

（３）指定区域 

 天然記念物の指定区域は、港湾を除く全島である。 

宗像市大島２９８８・２９８９・２９９０番地 面積６８３．７６３㎡ 
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第第第第２２２２章章章章    保存管理計画策定に伴う保存管理計画策定に伴う保存管理計画策定に伴う保存管理計画策定に伴う調査調査調査調査 

 

１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容 

 

（１）調査の目的 

 天然記念物「沖の島原始林」は、指定されて以来、保存管理を目的とした調査を行っていなかった

ことから、全島にわたる植生分布の把握とともに原生的な状態の変化を捉えるための調査を実施した。 

 

（２）調査内容 

 今回の調査では、既往文献調査、植生調査、動植物調査を行った。 

 沖ノ島は、これまでも玄界灘の独立した島として、最終氷期以来陸続きになったことのない、特殊

な環境であり、植物の植生や動物の調査など大陸と日本の生物界の生息状況やその後対馬暖流の影響

などによる南方系の動植物調査など過去に大学や専門機関による調査が行われている。また、福岡県

によるレッドデータ調査や環境調査なども行われ、すでにその報告が出されているところである。 

 今回の調査は、「沖の島原始林」の保存管理計画に伴う調査であることから、島全島の植生調査と

オオミズナギドリの巣穴の調査、ネズミの分布状況に絞って調査を実施した。この調査によってある

期間のモニタリングなどによる経年変化などを将来に渡って読み取るための基礎資料とした。 

 特に原始林として指定後 87 年がたった現在、どこまでその価値が保たれているのか、また、将来

に渡ってどのように原始林を保っていくことが最良なのか、明らかにすることを主眼において調査を

実施した。原始林と共生しているオオミズナギドリの影響やネズミが沖ノ島にとって他の動植物に影

響を与えているのかなど今回の調査では、結論は出ないにしても今後の基礎資料として沖ノ島の原始

林の体系的な調査の１つとして報告し、今後の保存管理のあり方を模索していく。 

 各調査において実施した調査細目および具体的な調査方法は各項に示す。 
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２２２２．．．．植生植生植生植生調査調査調査調査 

 

（１）調査項目および調査手法 

 亜熱帯性植物の北限に位置づけられ、国の天然記念物（大正 15（1926）年指定）に指定されてい

る「沖の島原始林」において今回実施した植物調査は、沖ノ島全島の植生現状調査および原始林調査

とした。 

 

 １）植生調査 

 島内全域の植生状況を明らかにすることを目的として、環境省の第７回自然環境基礎調査（植生調

査平成 21（2009）年度実施）や宗像市自然環境調査結果報告書（平成 18（2006）年度実施）におけ

る植物群落単位や分布範囲などの既存情報を参考にして、植生調査を行った。 

 植生調査は植物社会学的手法に則って実施し、現地で確認された各植物群落の代表的な地点におい

て植物群落調査を実施して、群落の構造・種組成などを明らかにし、これらをもとに現在、島内で成

立する群落を整理した。 

 このうち夏季調査では、全島の植生の概要を把握することに主眼を置き、その過程において可能な

限り、植物群落調査を実施した。秋季調査では、現地調査において植生調査を補完的に実施した。 

 夏季および秋季の現地調査によって得られた調査結果に基づき、地形精度 1/5,000～1/10,000 程度

の現存植生図を作成した。 

 作成にあたっては、これまで実施されている環境省の自然環境保全基礎調査による全国統一凡例の

植生判読基準に基づいて、宗像市自然環境調査結果報告書で示される植生図を参考に、全島の主要な

植生箇所を踏査することにより、最新の現存植生図を作成した。 

 

 ２）原始林調査 

 天然記念物に指定されている原始林の群落構造や種組成等の現状を把握するため、既存知見から沖

ノ島に成立しているとされる自然植生を対象に、コドラートの位置設定を行い、夏季調査および秋季

調査において、各コドラートの植生調査および詳細な群落構造を把握する調査を実施した。 

 コドラートの位置設定、植生調査は前項で実施する夏季の植生調査において実施することを基本と

し、必要に応じて秋季調査で補完した。 

 ここで、コドラートの設置は、中心地点を GPS（衛星測位システム）において定め、円形あるいは

方形の調査区を群落状況に合わせて実施した。コドラートのサイズは基本的に群落高(m)×群落高(m)

程度の面積とした。 

 また、詳細な群落構造の把握は秋季調査において実施した。想定した調査内容は、主要構成種およ

び植生を標徴する樹種の、平均樹高、平均直径、株立状況、特徴的な生育状況である。 
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写真Ⅱ－2－2－1 沖ノ島空中写真（縮尺約 10,000分の 1） 
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（２）沖ノ島全島現状調査 

 

 １）植生に与える影響要因から見た概況 

 沖ノ島は全島に亘り風衝を受けるため、全体的に林高は低く抑えられ、一部に見られる発達した樹

林でも林高は 18m～20m程度となっている。 

 全島の植生はタブノキを中心とした自然林が広く分布する。このうち発達した樹林は、棚状の凹状

立地などやや風衝の弱い立地に見られ、ムサシアブミ－タブノキ群集に区分される。特に祭祀遺跡周

辺・黄金谷などでは、着生植物など種組成が豊かで 100 年生以上の大径木の株立ち個体が多く、原始

林的様相を呈する。 

 海岸斜面前面や鞍部、風衝急斜面地など風衝の強い立地では、ハマビワ、トベラなどを主体とする

オニヤブソテツ－ハマビワ群集などが成立し、樹高は 1m～7m程度となっている。 

 さらに風衝が強い海岸斜面では、ヒゲスゲなどを中心とした風衝草原が成立する。 

 全島が自然植生に近いとはいえ、近代以降の軍事施設利用など人為影響を受けた立地もみられ、植

生もそれに伴ってある程度変遷してきたと見られる。それとともに、風衝・潮害、オオミズナギドリ

による表土攪乱・土壌の窒素過多などが強い影響を与えていると推定される。 

 

 ２）植生および植物相の特徴 

 植生および植物相の特徴としては以下のことがあげられる。ただし、植物相については、今回の調

査項目ではないため、植生調査地点およびその移動の過程で確認された種に限られる。また、既存資

料としても、立ち入りが制限されている離島という特性上、十分な調査実績がないため、今回の調査

を経て沖ノ島の植物相を総合的に把握しているとは言い難い。さらに、このように植物種の分布の状

況が不明なまま、限られた日数で植生調査を実施しているため、確認された植物群落を群落体系に位

置できるまでの情報は得られていない。 

 

・広大に分布するタブノキ自然林は、主にムサシアブミ－タブノキ群集と同定される。ムサシアブミ

－タブノキ群集は平地の湿潤な立地に成立する群落であり、こういった立地は開発を受けやすいた

め、まとまった分布がみられる場所は日本国内でごく限られているが沖ノ島では広大に分布する。

また、斜面上部までムサシアブミ－タブノキ群集が広がっているのは湿潤な海洋気候の影響を受け

ていることを指標する。 

・原始林を中心に優占種（主要木）であるタブノキが通常の実生更新ではなく、ひこばえや胴吹きの

自然萌芽による萌芽更新（栄養繁殖）を主体とする更新をしている。タブノキ等のクスノキ科の植

物は樹齢を重ねて大木になっても、比較的高い萌芽再生能力を維持する。 

・全島に亘りタブノキを中心とした鳥散布型の樹種で構成されている。 

・植物相としては、本土で一般的なブナ科の樹種など重力散布型の種子散布形態をもつ高木種が生育

しないなど、本土の一般的な植物相に比べ、種組成に欠落があると推定される。一方、ビロウ、オ

オタニワタリ、イソヤマアオキ、ヒゼンマユミ、ナタオレノキ、ミヤコジマツヅラフジなど南方系

の種の生育もみられ、これらの種の北限域の一つと考えられる。なお、ナタオレノキ、ヒゼンマユ

ミなどは本土では類例を見ないほどの集中分布が見られる。ナタオレノキは本土では稀に単木的に

見られる種であるが、本島では主要な林冠構成木の一つとなっている。 
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・限られた日数の調査にもかかわらず、絶滅のおそれのあるとされている種の生育が多種確認された。

このうち個体数の多い種もあり、これらは自然性の高さを指標している。植物相調査を実施すれば

さらに別の種も確認されると推察される。（表Ⅱ－2－2－1） 

・植物相では南方系樹種の北限域としての分布も多くの種で確認された。ビロウのように現在知られ

ている北限地であることも含む。こういった種の多さと、これらを主とする南方系の種の生育環境

が存在することは沖ノ島の自然環境の特徴である。（表Ⅱ－2－2－2） 

 

表Ⅱ－2－2－1 確認された絶滅のおそれのある種 

 

 

 

表Ⅱ－2－2－2 北限地あるいは北限域と考えられる南方系の種 

種 名  
沖ノ島での分布 

確認状況 

ビロウ 北限地 ４個体 

オオタニワタリ 北限域  

イソヤマアオキ 北限地？  

ナタオレノキ（対馬・白島に分布） 北限域 高密度 

ヒゼンマユミ 国内北限域 高密度 

ミヤコジマツヅラフジ 北限域 高密度 

リュウキュウミヤマシキミ 北限域  

ナンバンキブシ 北限域  

カラタチバナ 北限域  

クワノハエノキ 北限域  

  

和名 学名 環境省RL 福岡県RL

ﾁｬｾﾝｼﾀﾞ科 オオタニワタリ Asplenium antiquum 絶滅危惧II類 絶滅危惧II類

ｳﾗﾎﾞｼ科 オオイワヒトデ Colysis pothifolia 絶滅危惧IB

ﾆﾚ科 クワノハエノキ Celtis boninensis 絶滅危惧II類

ｲﾗｸｻ科 コケミズ Pilea peploides 絶滅危惧IB

ﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ科 ミヤコジマツヅラフジ Cyclea insularis 絶滅危惧II類

イソヤマアオキ Cocculus laurifolius 絶滅危惧IA

ﾆｼｷｷﾞ科 ヒゼンマユミ Euonymus chibai 絶滅危惧IB 準絶滅危惧

ｷｸ科 キクタニギク Chrysanthemum seticuspe 準絶滅危惧

ﾔｼ科 ビロウ Livistona subglobosa 絶滅危惧IA

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科 キノクニスゲ Carex matsumurae 準絶滅危惧 準絶滅危惧

ﾗﾝ科 フウラン Neofinetia falcata 絶滅危惧II類 絶滅危惧IA

選定基準※種名
科名高次分類群

シダ植物

単子葉植物

双子葉植物

※選定基準： 

「環境省 RL」：『福岡県の希少野生生物 －福岡県レッドデータブック 2011－』記載種 

「福岡県 RL」：『第 4 次レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）』2012 
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表Ⅱ－2－2－3（1） 確認された主な高等植物種 

 

 

タブノキ（クスノキ科） 

 照葉樹林の代表的な常緑高木であり、西日本を中心に

沖縄から青森まで分布する。東・北日本では生育は沿海

地に限られる。自然林から二次林まで広く生育し、主に

鳥散布によって分布は拡大する。 

 本島では最も高木種として普遍的であるが、低木層以

下の個体は極めて少なく、残存する個体は 100 年生以上

の個体が幹更新を繰り返しているものと考えられる。 

ナタオレノキ（モクセイ科） 

 常緑高木で照葉樹林中にやや稀に生育する。台

湾から福井県まで分布する。別名：シマモクセイ。

本島ではタブノキに次いで常緑高木林の主要構成

種であるが、低木層以下の個体は少ない。タブノ

キほど株立ちはせず、単幹の高木が多い。 

   

ビロウ（ヤシ科） 

 台湾から九州・四国南部まで生育

するヤシ科の高木。海岸近くの樹林

に生育する。 

 本島がビロウの北限地とされて

おり、島内では北東の岬（ワレノハ

ナ）で海岸断崖斜面上部の風衝低木

林に４個体の生育が確認され、うち

２個体は低木林から突出している。

江戸時代に多数の発生が確認、昭和

初期に３～５個体が確認されてお

り、個体数は 80 年近く変わらない

と考えられるが繁殖状況は不明で

ある。県 RL 記載種。 

イソヤマアオキ（ツヅラフジ科） 

 主に東南アジアから沖縄地方を経

て九州南部まで生育する種で四国南

部や九州北部が北限域であり、本島が

北限の可能性がある。暖地の林内に生

える常緑低木で県内では本島のみで

分布記録がある。本島では二ノ岳と三

ノ岳の鞍部で記録があり、そのほか樹

林内の数ヶ所で見られた。ただし確認

個体数は５個体程度であり、島内の分

布も極めて少ないと考えられる。県

RL 記載種。 

別名：コウシュウウヤク。 

ヒゼンマユミ（ニシキギ科） 

 沖縄から九州、山口、徳島、

朝鮮南島嶼部に分布する常緑

低木～亜高木。海岸近くの樹林

に生育する。県内ではほかに白

島で記録がある。本島ではタブ

ノキ林の低木以下の下層にや

や普通に見られ、有数の高密度

分布地と考えられる。環境省

RL、県 RL 記載種。 

注）RL：レッドデータリスト（絶滅のおそれのある野生生物について記載したデータブック） 
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表Ⅱ－2－2－3（2） 確認された主な高等植物種 

   

オオタニワタリ（チャセンシダ科） 

 台湾、香港、琉球から九州中南部のほか、

徳島、紀伊半島、伊豆諸島、済州島にも記

録があり、本島は分布の北限域にあたる。

常緑で長蛇円形の大型の葉を多数つける着

生シダ類。本島ではタブノキ自然林のうち

発達した安定立地の樹林内で巨木や巨岩に

着生して見られる。環境省 RL 記載種。 

ニオウヤブマオ(ｲﾗｸｻ科) 

 主に徳之島から山口に

かけて分布する。西日本・

南方系の海岸生草本。イラ

クサ科としては重厚な葉

を持つ。オニヤブマオ、サ

イカイヤブマオと近縁で

時に同種とされる。 

オオバヤドリギ（ヤドリギ科） 

 樹木に寄生し、半寄生生活を送

るやや蔓生の常緑低木。関東南部

から中国にかけて分布する。本島

では祭祀遺跡周辺の発達したタブ

ノキ林の高木層に多くの着生が見

られた。各部に赤褐色の星状毛が

密生する。 

 

 

 

 

 

 

  

ミヤコジマツヅラフジ(ツヅラフジ科) 

 琉球から九州、中国地方西部、近畿南部

に分布し、沿海地の照葉樹林の林縁などに

生える常緑の蔓植物。本島は北限域にあた

る。県内ではほかに地島、白島で分布が知

られる。本島では林縁や林冠ギャップなど

でやや普通に見られる。ハスノハカズラに

似て葉柄が葉身に盾状につく。福岡県 RL 記

載種。 

コケミズ（イラクサ科） 

 九州から関東南部にか

けて分布する夏緑草本。山

の陰湿地に生育する。県内

ではほかに英彦山で記録

がある。本島では一ノ岳西

側稜線の岩壁斜面に群生。

福岡県 RL 記載種。 

ノシラン（ユリ科） 

 沖縄から九州、四国、近畿にか

けて分布する常緑草本。西日本沿

海地の照葉樹林帯に普通。ジャノ

ヒゲの仲間で長大な葉を多数つけ

て大株となる。本島は北限域にあ

たるが、島内では林内から海岸風

衝草原に至るあらゆる植生域で見

られる。 

   

クワノハエノキ（ニレ科） 

 小笠原、南西諸島、九州西部沿海、山口に

かけて分布。沿海地方の樹林に生育する落葉

高木。本島は北限域にあたる。本島では自然

林の林冠ギャップなどに見られる。県内はほか

に小呂島，鐘崎で記録がある。県 RL 記載種。 

ハマエノコロ（イネ科） 

 日本全土の海岸で見ら

れる低茎草本。海岸の植生

域の前縁の砂浜などに多

く、海岸風衝斜面などにも

見られる。 

フウラン（ラン科） 

 沖縄から九州、四国、関東地方

まで分布する常緑の着生植物。祭

祀遺跡周辺の大径木の大枝、一ノ

岳南側の岩壁斜面などに分布す

る。環境省 RL、県 RL 記載種。 
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（３）植生調査の成果 

 植生調査の結果、樹林植生としてムサシアブミ－タブノキ群集（1）、タブノキ群落（2）、オニヤブ

ソテツ－ハマビワ群集（3）、クワノハエノキ－タブノキ群落（4）、マダケ群落（8）の 5 群落、草原

植生としてヒゲスゲ群落、ススキ群落、海岸風衝再生草原、ハマエノコロ群落、イソヤマテンツキ群

落、ツルナ群落、イワヒバ群落、メヒシバ群落 8 群落を区分し、その他の土地区分である自然裸地（11）

と人工裸地・人工構造物（12）の２つを加えて合計 15 群落で植生図化を行った。 

※（ ）内番号は、（表Ⅱ－2－2－4（1）～（2））、（図Ⅱ－2－2－1）に対応 

 全島の一般的な大部分の斜面の潜在自然植生は、ここで区分したムサシアブミ－タブノキ群集（1）

およびオニヤブソテツ－ハマビワ群集（3）が成立する立地である。このうち、特に風衝の影響を強

く受けて低木林で維持されている樹林をタブノキ群落（2）として区分し、人為あるいは自然災害に

よる樹林破壊後の回復過程にあると考えられる樹林をクワノハエノキ－タブノキ群落（4）として区

分した。クワノハエノキ－タブノキ群落は風衝の影響を考えると自然植生として維持していると考え

られる群落もあるが、種組成や沖ノ島の樹林の維持機構まで明らかにする十分な調査データが存在し

ないため、ここでは二次的要素を含めて再生途上の群落としてまとめた。 

 さらにムサシアブミ－タブノキ群集として区分した樹林（1）の中でも、風衝影響の少ない安定し

た湿潤立地で種組成が豊かかつ古い大径木で上層がしめられる樹林を特に発達した林分としてムサ

シアブミ－タブノキ群集（1a）として区分した。一方、風衝の影響を受けて着生種、湿潤立地の種群

を欠くなどの特徴がある林分を（1b）、さらに強い風衝影響を受けており、高木林としては成立して

いるものの、上層に胸高直径 20～30cm の個体が多く、低木層あるいは草本層の被度が低く、種組成

も貧困な樹林を（1c）として区分した。 

 草原植生は、まず自然植生として、風衝や潮風を強く受ける海岸前縁の斜面に分布する風衝草原（5）

を、種組成から 3 群落（5 a、5b、5c）に区分した。また、海岸低地などに広がる低茎草原（6）を砂

丘植生としてまとめ 3 群落（6 a、6b、6c）に区分した。なお主稜線南側は岩壁が連なっており、こ

こにはイワヒバを中心とした低被度の岩壁草原植生が成立していたため、岩壁植生（7）として区分

した。ただし、まとまった面積として図化できる場所はごく限られている。 

 二次植生（10）としては、漁港周辺の造成地上に広がる低茎草原を二次草原として区分した。ただ

し、本土のように外来種や多様な先駆種が広がらないため、種組成は自然植生とかなり連続的である。 
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表Ⅱ－2－2－4（1） 確認された植物群落（樹林植生） 

凡例 

番号 
大区分 群落名 

1a 

常
緑

広
葉

樹
自

然
林

 

ムサシアブミ

－タブノキ群

集 

タブノキが優占する

高木林。 
種組成が豊かで群落
構造が発達した 1a と

風衝の影響を強く受
ける 1c と区分され、
また、オオミズナギド

リの被害が大きい群
落は 1a から区分して
1b とした。 

風衝が低いほど種組

成が豊かで着生植物
などが見られ、大径木

の密度が高い。一方風
衝が強まると、大径木

の頻度が下がり、種構

成が貧困となる。 

1a 

（発達林分） 

風衝の影響が比較的少ないやや安定し

た立地に成立する群落。種組成が特に
豊かな林分で、オオタニワタリ、オオ

バヤドリギ、フウランなどの着生種、

オオイワヒトデなど好湿性の種によっ
て特徴づけられる。株立ち大径木が多
く、もっとも原始林的様相を呈する。 

南～南東斜面中部の祭祀遺跡や黄金谷
といった巨岩分布地周辺や、北斜面の

一部に成立する。 

 

1b 
1b 

（発達林分） 
林床衰退型 

樹冠が大きく、大径木を含む点は 1a

に類似するが、着生種を欠くなどの風

衝の影響が見られるほか、オオミズナ
ギドリの被害が顕著で低木層、草本層

の種組成は貧困で被度も低い。 

 

1c 
1c 

（一般林分） 

大径木は含まれるものの単木的に点在
する程度で、それ以外の樹幹構成木は

直径 60cm 以下、全体的に中・下層の種

組成が貧困、あるいは被度が低い群落。 

台風など一時的に極端な風倒破壊や常

時の風衝などが生じていると推定され

る群落。 

オオミズナギドリ被害林も随所にみら

れる。 

 

2 

タブノキ群落 

（風衝亜高木

林～低木林） 

タブノキが優占するが、ハマビワの常在度・被度が高く、クワノハエノキ、ア

カメガシワなどの落葉樹が混生する亜高木林。 

林冠構成種は上記のほか、ヤブニッケイ、ヤブツバキなどが混生することが多

い。北部の 1 ヶ所でビロウの混生も見られる。 

1c に比べ、さらに風衝影響が強く高木林に発達し得ない群落で、全島の斜面中

下部や鞍部の風衝側などに広く成立する。 

3 

オニヤブソテ

ツ－ハマビワ

群集 

（風衝低木林） 

特に常時の風衝が顕著な立地に成立する風衝低木林～亜高木林。主にハマビワ

が優占する。樹林としては海岸最前縁に成立するが、広範には成立せずタブノ

キ群落の前縁に散在し、風衝草原に接続する。 
台風などによる一時的な暴風などによる破壊もしばしば起こると推定されア

カメガシワ、マルバグミなどが混在する林分も多い。 

4 

自
然

再
生

林
 

クワノハエノ

キ－タブノキ

群落 

風衝・潮害、一部人為影響により崩壊あるいは後退した後に再生した高木～亜

高木林。大径木は混生しない。タブノキが優占せず、クワノハエノキ、アカメ
ガシワ、ムクノキ、カラスザンショウなどの先駆性落葉広葉樹が多く、タブノ

キ、ヤブニッケイなどが混生する。ツヅラフジなどのつる植物も見られる。 

人為影響がみられる箇所もあるが、戦中などの強い人為影響を受けてからは、
60年以上経過しており、風衝・潮害・オオミズナギドリ被害により、発達した

常緑樹林に未だ移行できていない樹林と推定される。 
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表Ⅱ－2－2－4（2） 確認された植物群落（草原植生、その他） 

凡例 

番号 
区分 群落名 備考 

5b 

(g1) 

自
然

草
原

 

風衝高茎
草原 

ヒゲスゲ群落 

ヒゲスゲが優占する海岸風衝草原。ノシランが混生することも多

く、時にヒゲスゲより優勢となる。一部は海岸低木林が崩壊した

後に本群落と推定される。 
小屋島にはダルマギクを混生する群落がみられる。 
 

5c 

(g2) 

 

ススキ群落 

ススキあるいはハチジョウススキが優占する海岸断崖風衝草原。
乾燥気味で比較的土壌が薄い立地に分布する。前面ではホソバワ

ダン、ボタンボウフウなど断崖岩角地の構成種やヒゲスゲを伴い 
後背側では土壌堆積などに伴い、オニヤブマオ、ハマウドなどが

生育する海岸風衝再生草原に接続する。 

 

5d 

(g3) 
海岸風衝再生草原 

沖ノ島では、風衝の自然立地において、風衝・潮害・オオミズナ

ギドリ被害により樹林からの退行植生と考えられる草原植生が
成立する。これらは退行の経緯や引き続き生ずる被害のため、組
成が安定していない。ここではこれらをまとめて風衝再生草原と

称する。含まれる群落主にオニヤブマオ－ハマウド群落で、他に

二次的要素の強いヨウシュヤマゴボウ群落、キカラスウリ群落な
どである。 

 

6a 

(s) 

砂丘植生 

ハマエノコロ群落 

海岸断崖の前線でタイトゴメ、イソヤマテンツキなどを交える。

砂丘寄りに生じるツルナの群落と隣接し、しばしば小さなモザイ

ク状となる。地域的にはハマエノコロ－ハマツメクサ群集などが

記録されている。 

 

6b 

(s) 

イソヤマテンツキ

群落 

海岸岩上にも小群落がみられるが、まとまった群落は人為的な造

成地にみられた。地域には、海岸断崖地植生としてイソヤマテン

ツキ群集が記録される。 

 

6c 

(s) 
ツルナ群落 

砂丘植生に区分されるが、砂礫浜前面や海岸崖・崖錐前面に小面

積でみられる。No.3はツルナが優占するが、オニヤブマオ－ハマ

ウド群集の変成部と判断された。 

 

7 

(c) 
岩壁植生 イワヒバ群落 

一ノ岳南東側の断崖に、イワヒバが優占する群落がみられる。海

岸と陸側に露岩地は比較的多いが、基盤が花崗岩に似た性質を持

つ石英斑岩で保湿性が低く、着生群落は発達しない。 

 

8 植林 マダケ群落 
マダケ 1種よりなる竹林で、照葉樹が混生する。管理放置でやや
拡大していると推定される。 

10 

(f) 

二
次

草
原

 

路傍・踏跡
雑草群落 

メヒシバ群落 

漁港埋立跡地（造成地）にはハマエノコロ、メヒシバ、イソヤマ

テンツキ、ツメクサ類（ツメクサ、シオツメクサ）等が生育し、

裸地に接する。改変地には、ハマエノコロ群落（10a）、イソヤ
マテンツキ群落（10b）、オニヤブマオ群落（10c）が生じ、沿海

地のため、組成は自然植生に類似するが、ハマエノコロ群落では
メヒシバの被度が高いなど、一年生草本群落の側面を持つ。 
 

11 

(r) 
自然裸地 海岸と陸側急斜面の露岩地で、石英斑岩が露出している。 

12 

(m) 
人工裸地・人工構造物 社殿、社務所、港湾岸壁と波消しブロックがみられる。 
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  図Ⅱ－2－2－1 現存植生図（沖ノ島全島） 
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３３３３．特性．特性．特性．特性と課題と課題と課題と課題 

 

（１）自然的環境の特性と課題 

 １）原始林としての特性 

 現地調査の結果から本土ではみられない特徴的な種組成およびそれらで構成される植生がみられ

たことは、沖ノ島が重力散布型の樹種の侵入を拒む孤立した島であることが主な要因の一つとして考

えられる。沖ノ島では本土で一般的に成立するスダジイ林が分布しておらず、風衝立地から安定立地

までタブノキが優占することやナタオレノキ、ヒゼンマユミが集中分布することなどは、気候的な影

響とともに、この種組成の欠落にも原因があると推定される。 

 高木林の優占種であるタブノキは、沖ノ島の祭祀遺跡周辺において、ひこばえが多数みられること、

株立ち個体が多いこと、株立ち個体の 1つの幹の生育年数が 100 年以上と見られるものが多いことな

どが特徴としてあげられる。 

 このことから実生による世代交代がなくとも、同じ個体の若い幹が順次生長することで常にタブノ

キが高密度に優占するタブノキ林が維持されてきた可能性が現地調査によって示唆された。これは特

に祭祀遺跡周辺で顕著であった。タブノキは単木的には萌芽能力の高い樹種とも言われるが、樹林全

体が主に萌芽更新で維持されているタブノキ自然林が広範に分布するということは類例がない植生

状況と考えられる。これらの発達したタブノキ林は、着生植物など種組成が豊かで 100 年生以上の大

径木の株立ち個体が多く、原始林的様相を呈していた。 

 一般的な原生林では、高木優占種は林内でも生育可能な“陰樹”で、下層に様々なステージの稚樹・

幼木がみられ、高木の寿命や風衝による倒壊によって生じたギャップにいち早く枝を広げることによ

って、同一の構成種群による樹冠の更新がなされる。これが動的平衡状態にあるため “極相”と呼

ばれる。しかし、沖ノ島の大径木林ではオオミズナギドリの徘徊による攪乱が過大で、タブノキの稚

樹がほとんどみられない。通常、こうした森林は、高木層の崩壊時に、極相での優占樹種による更新

が進行せず、先駆性の落葉樹の群落として後退するか、極端な場合、低木林化や草原化することがあ

る（局所的に、一ノ岳～二ノ岳間の鞍部北側斜面で、ヤブツバキが優占する亜高木林に退行遷移した

植分がみられる）。 

 稚樹が育ちにくい海鳥の営巣地で大径木林が存続していることと、株立ち状の相観とは深い関係が

あるとみられる。胸高直径が 70～80cm、時に 1ｍを越えたタブノキでは、枯死した太枝が増え、上

部の葉密度が低下するが、特に祭祀遺跡周辺では老木に萌芽が極めて活発で、親木の倒壊後にこうし

た“ひこばえ”が同時に生長することによって更新されるとみられた（祭祀遺跡の毎木調査参照）。

したがって、タブノキの個体の寿命としては、実際は千年以上に及ぶ可能性があり、こうした更新に

よって連綿と持続されてきた株立ちの大径木林は“原生林”と結論付けることができ、しかも、シイ・

カシ類のように萌芽更新が一般的でないタブノキ林としては特異性の高いものであるといえる。 

 

 沖ノ島の原始林は、祭祀遺跡周辺を発達の頂点としているが、周辺の風衝・潮害、海鳥の営巣によ

って攪乱されたタブノキ群落を含め、通常の群落変動の規模や時間的スケールを超越した、極めて大

きな変動幅をもつ自然林であると結論づけられる。島の風衝地を取り巻く風衝草原、海岸風衝低木林

のハマビワ群落、風衝地のタブノキ亜高木群落も原生自然植生であり、これらを含めたまとまりとし

て重要性が評価される。 
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 なお、竹内亮は、昭和７～８（1932～33）年の調査の所感において、「島の全体に亘り樹木の自然

的枯死の甚だしいことで、このことは本島原始林の自然的更新について重要な意義があると思われた」

と述べていることは示唆に富むものと思われる。 

 

 ２）暖帯林ムサシアブミ－タブノキ群集の北限としての特性 

 沖ノ島の原生林は、日本で北限の暖帯林ムサシアブミ－タブノキ群集となる。本群落は、土地利用

のためほとんど自然植生が残存していないこと、本土でも谷部にのみ生じるものが、北限にあたる沖

ノ島において山頂に至るまで本群落に区分されることや、海岸の草原の分布と質は特筆され、自然自

体の重要性・特異性も際だっている。 

 このことは、植物相にみられる北限種の多さと、これらを主とする南方系の種の生育状況にも現れ

ている。本調査では、植物相調査を実施しなかったため、ここに特筆すべき生育状況を、北限種につ

いての過去の資料の整理とともに示す。南方系の分布限界地となるもの（北限種）としては以下が挙

げられる。 

＜南方系の種の北限＞ ○は平成 24（2012）年度調査による確認頻度が高い種（高密度分布種） 

 ビロウ、オオタニワタリ、イソヤマアオキ、○ナタオレノキ（対馬・白島に分布）、○ヒゼン

マユミ、タチバナ、○ミヤコジマツヅラフジ、リュウキュウミヤマシキミ、ナンバンキブシ、

カラタチバナ。種名は未確定ながら、他にクワノハエノキ（九州西海岸、山口県まで）、リュウ

キュウバライチゴ、○キンショクダモなども北限の可能性がある。 

 

 これらの種は、北限の生育地でありながら、本土や他の暖地生育地より圧倒的な生育密度となって

いるとみられるものがあり、これは、沖ノ島の立地の特異性を示唆するとともに、原始林としての自

然性を強く示唆するものといえる。特に密度が高い南方系の種と、その生育状況について以下にまと

める。 

 

＜特に個体密度が多い南方系の種＞ 

ナタオレノキ（シマモクセイ）ナタオレノキ（シマモクセイ）ナタオレノキ（シマモクセイ）ナタオレノキ（シマモクセイ） 

 北限種。モクセイ科では本土では少ない高木である。優占するタブノキに次いで優勢な

種で、70cm以上の大径木となっている。本土では最も高密度で生育する分布地の可能性が

ある。本土側の鐘崎にも自生する。 

ヒゼンマユミヒゼンマユミヒゼンマユミヒゼンマユミ 

 北限種。林内に普通に生育する。国内で最も密度高く、個体数が多い地区とみられる。 

クワノハエノキクワノハエノキクワノハエノキクワノハエノキ 

 谷部の崖錐にはムクノキが優勢で、本種も良く混生する。本土では最も高密度で生育す

る分布地の可能性がある。本土側の鐘崎にも自生する。 

ミヤコジマツヅラフジミヤコジマツヅラフジミヤコジマツヅラフジミヤコジマツヅラフジ 

 北限種。沖ノ島では風衝による攪乱で林内が明るく、ノブドウ、キカラスウリなどのつ

る植物が多いが、本種もこれらに次いで優勢な種のひとつである。少なくとも本土域では、

最も密度が高い生育地である可能性が高い。 
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 ３）オオミズナギドリの営巣との関係 

 現在、祭祀遺跡周辺も含めて沖ノ島では、オオミズナギドリによる林床破壊がみられ、これに風衝

が加わることで、不可逆的な自然荒廃につながる可能性がある。これはオオミズナギドリの個体数が

増加したと仮定した場合の推定であるが、この場合、数百年以上維持されてきたと考えられる沖ノ島

の樹林の遷移段階が後退する可能性がある。 

 また、オオミズナギドリは岩の下に巣穴を掘る傾向があり、露天祭祀遺跡周辺では、窪地である 3

号遺跡を除き巣穴が多数確認されており、残留する遺物への影響が懸念される。 

 オオミズナギドリが営巣する自然環境は沖ノ島の特徴であり、植生はこれまで風衝とならびオオミ

ズナギドリの影響下で動的平衡を保ってきたと考えられる。また、巣穴を掘る際の土の掻き出しや大

量の糞尿による土壌の窒素過多の症状は、特殊な種組成や植生の成立、および樹林の維持・更新形態

を引き起こしている可能性があり、これも動的平衡の一面とも言える。 

 しかし今後植生へのマイナスの影響として、高密度のオオミズナギドリの活動が林床植生の分断・

破壊、樹木の活力低下、さらには樹木の枯損につながり、樹林ギャップの発生や樹林植生の崩壊を巻

き起こすことも懸念される。 

 これを明らかにするには、自然の回復力の程度を、モニタリングステーションを設けるなどして継

続観測していく必要がある。 

 捕獲調査で確認されたドブネズミ・クマネズミ等のネズミ類は本来、沖ノ島に生息していなかった

国内移入種と考えられ、船舶の寄港時に島内に入ってきたという目撃証言も得られている。沖津宮の

建物に明確な被害は確認されなかったが、建物周辺にクマネズミが多く見られており、生息場所にな

っている可能性は高く、糞尿、毛皮のこすりつけなどによる被害が出る可能性は高い。 

 今回、オオミズナギドリの営巣地での確認例数は少なかったが、動物質を比較的好んで食べるドブ

ネズミが確認されていることから、オオミズナギドリの卵などが捕食されている可能性もある。今後、

オオミズナギドリとネズミの関係については、互いの個体数の変化など長期間にわたるモニタリング

が必要である。 

 

 ４）自然の影響と人為影響による変遷 

 常時生ずる季節風や海風に加え、不定期に大被害を巻き起こす台風といった風衝被害と、自然再生

力による回復とを繰り返し、自然状態（植生状況）が動的平衡状態に保たれてきたと推定される。 

 現地踏査では、タブノキ再生林として調査を行った一ノ岳北側などは、大径木が全くみられない二

次的な相観であった。風衝の激しい気象条件のため、谷の形状から強風時の巻き返しによる突風が生

じやすく、大規模な風倒による再生林と考えられるが、後述のように戦時中の伐採等に伴う二次林で

ある可能性もある。 

 この動的平衡状態は沖津宮社殿を中心とした祭祀遺跡周辺においても古くから永続され、巨石と巨

木に囲まれた沖ノ島の独特の景観を醸成してきたと言える。本来、人為的改変が生じやすい祭祀遺跡

周辺で主に萌芽更新で維持されているタブノキ自然林が広範に分布するということは、類例がない植

生状況として特筆に価する。 

 他の自然林への影響としては、沖津宮の運営にあたって、古くから献木などがみられ、イヌマキ、

スギなどの御神木のほかに、果樹、草本類、竹類も移入されているようである。他地域から移入する

種が近年問題となっていることから、外来生物法による「特定外来生物種」、ならびに「要注意外来
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生物種」が環境省によって指定されており、前者は法律による栽培や移動の規制がなされている。こ

の主旨を踏まえ、また、本島の森林の自然性をかんがみ、持ち出しを禁ずる禁忌のみならず、攪乱を

生じるおそれがある種の移入には厳重に注意する必要がある。 

 

（２）社会的環境の特性と課題 

 １）禁忌により守られてきた森林としての特性 

 沖ノ島の祭祀遺跡周辺は、沖津宮の建設、献木の植栽、祭祀儀式など人の活動の痕跡がみられるも

のの、これら小規模な働きかけ以外は、宗教的禁忌等の慣習によって大きく改変されることがなかっ

た。祭祀遺跡周辺の大径木林は、胸高直径 0.8～1ｍのタブノキが一部高密度でみられ、群落の成立に

は最低 200 年前後～300 年程度を要するものであるが、2～4 本などの株立ち、または株立ちに近い

形で近接して生育する特徴的な相観となっており、通常自然林では単幹（一本立ち）となることと相

違している。 

 

 ２）法規制による厳重な保護 

 自然環境保全法に基づく特別地区、鳥獣保護法に基づく特別保護地区に指定され、厳重な保護がな

されている。しかし、常時人の監視する場所ではないため、禁忌や信仰に対する意識の低下に伴う負

の行為がなされる懸念もある。 

 

 ３）保安上の必要等による人工構造物の設置 

 一ノ岳頂上に明治 38（1905）年に灯台が設置され、現在も航路標識として海上保安庁により管理

されている。また灯台に隣接して、携帯電話無線局および発電用施設が設置されている。これらの施

設の保守管理のため、登山道が設けられており、一部擬木製階段等の工作物が存在している。登山道

の部分は裸地となるため、土砂の流亡の原因となるなど植生に少なからず影響を与えている。 

 

（３）歴史的環境の特性と課題 

 １）戦時遺構との関係 

 沖ノ島の森林への人為攪乱は、主として南西部の台地、大麻畑に一定の伐採、利用があったとみら

れる。特に戦時中は砲台、軍道などで局所的な伐採があったとみられ、出現したギャップによって引

き起こされた風倒被害等はあったと推察される。ただし、空中写真や林高図解析からは、明瞭な人為

的な不連続性は確認できない。 

 一ノ岳北側などで、大径木が全くみられない二次的な相観であるのは、戦時遺構による人為影響が

風衝の激しい気象条件のため、人為影響から脱し得ていない、すなわち二次林とも考えられる。今回

の現地調査では現況を把握することはできても、その樹林の遷移の過程を解析して示すに十分なデー

タが得られているとは言い難い。 
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（４）特性と課題の整理 

 前節の天然記念物「沖の島原始林」の保存管理計画策定に伴う調査結果を踏まえ、自然的環境・社

会的環境・歴史的環境の観点から特性を整理し、またその課題を示す。 

 

表Ⅱ－2－3－1 天然記念物「沖の島原始林」の特性と課題 

 特性 課題 

自然的環境 

・タブノキを主体とする原生林。 

・対馬暖流の影響で南方系の植物の種が多

い。 

・絶滅危惧種が多く生育している。 

 

・孤立した位置にあるため、災害時の対処

が困難。 

・急傾斜地など土砂崩壊による形状変更が

懸念される。 

・これまで島に無い動植物の侵入による生

態系の変化をきたす恐れがある。 

・マダケの生育範囲の拡大。 

・大雨洪水、波浪、大風（竜巻）、地震、

火災などによる自然災害の脅威がある。 

社会的環境 

・禁忌によって人の立入が制限されてき

た。 

・自然環境保全法に基づく特別地区に指定

されている。 

・鳥獣保護法に基づく特別保護地区に指定

されている。 

・神職が島を守っている。 

・禁忌や信仰に対する意識の低下に伴う負

の行為。 

・灯台周辺や社務所周辺、参道など既存人

工構造物等の維持管理行為として、軽微

な現状変更を行う必要がある。 

歴史的環境  
・戦時遺構など建築物や工作物、土木構造

物がある。 
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第３章第３章第３章第３章    保存管理保存管理保存管理保存管理 

 
１．本質的価値１．本質的価値１．本質的価値１．本質的価値 

 

 沖ノ島は、全島がわが国の宗教文化の成立と継承に深い関わりを持つ宗像大社沖津宮境内として、

宗像大社の管理と禁忌等による全島入島制限・行為禁止が長きにわたってなされ、このことによっ

て、古来斧を入れない神域として、原生自然が保存されてきた。 

 沖ノ島は、対馬海流の中にあり、本来温暖な地で生育する種が多くみられる。全島にわたり本土

では見られない特徴的な種組成およびそれらで構成される植生がみられ、中心部の古代祭祀遺跡・

宗像大社沖津宮社殿周辺を含む大半は原生林的様相を呈するタブノキ林が存在するとともに、周囲

の海岸地には風衝草原、亜高木風衝群落などの原生自然植生が分布し、これらを含めたまとまりと

して学術的な重要性が評価される。 

 また、本島の原生林は日本の暖帯林における南方系植物の分布限界地であり、希少種が多く生育

する。 
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２２２２．構成要素の分類．構成要素の分類．構成要素の分類．構成要素の分類 

 

（１）構成要素の分類の考え方 

 天然記念物「沖の島原始林」において、天然記念物としての本質的価値を構成する要素は、一ノ岳

の灯台周辺の人工物のある範囲、港湾部および法面を除く全島である。 

 保存管理の方法を示すため、天然記念物を構成する諸要素の分類を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－3－2－1 構成要素の分類 

        

天然記念物を構成する

諸要素 

天然記念物の周辺環境

を構成する諸要素 

全島（一ノ岳、港湾部および

法面を除く） 

一ノ岳（灯台周辺の人工物の

ある範囲） 

港湾部および法面 

海、岩礁などの自然的要素 

港湾部の人工物、土地利用 

本質的価値と異なる諸要素 

本質的価値を構成する諸要素 



147 

３３３３．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針 

 

（１）保存管理の目標 

 指定地の保護・管理に当たっては、上記のような地理的条件と信仰に基づく伝統により守られてき

た原生的な沖ノ島の生態系の価値を損ねることなく、優れた自然環境、自然景観を健全な状態で将来

世代に確実に引き継いでいくことが重要である。 

 このため、自然状態における遷移に委ねることを基本とし、各種制度に基づき厳正な保護を図ると

ともに、必要に応じて科学的知見に基づく順応的な管理※を行うこととする。 

※ 順応的な管理 

不確実性を伴う対象を取り扱うための考え方・システムで、特に野生生物や生態系の保護管理に用いられる。

アダプティブマネジメントまたは適応的管理と言われる場合もある。 

例えば、野生生物保護管理の対象は、（1）基本的な情報が得られない不確実な系であり、（2）絶えず変動し

得る非定常系であり、（3）境界がはっきりしない開放系である。そのため、当初の予測がはずれる事態が起こ

り得ることを、あらかじめ管理システムに組み込み、常にモニタリングを行いながらその結果に合わせて対応

を変えるフィードバック管理（順応性）が必須となる。また、施策は多くの場合リスクを伴うので、その説明

責任を果たす義務も必要となる。順応性と説明責任を備えた管理を順応的管理と言うが、その実施にあたって

は合意形成の努力も必要となる。 

この概念は「新・生物多様性国家戦略（平成 14（2002）年 3 月）」のなかにも自然と共生する社会を築くた

めの理念のひとつとして盛り込まれている。 

     （出典：ＥＩＣネット・環境用語集） 

 

（２）基本方針 

１）保存管理に関する基本方針 

 独特な立地と禁忌などによって守られてきた沖ノ島の自然環境の価値を損なうことなく維持し

ていくための計画や対策を定める。 

① 学術的価値の高い独自の生態系、植物群集、希少種などの自然状態での保護。 

② 外来種による影響など、想定される脅威への対応。 

③ 適切なモニタリングと情報の活用、科学的評価と継続的対策など、生態系の順応的保全・管

理の実施。 

④ 専門家でなくてもモニタリングできる仕組みや有事のときの連絡体制を整える。 

 

２）整備・活用に関する基本方針 

① 新たな整備は原則として行わない。 

 ただし、保護のために必要最低限の整備を許容。事業実施の際の環境への配慮。 

② 新たな公開・活用は行わない。 

 ただし、神事や学術調査における限定的な入島許可は認める。 

 

３）管理及び運営体制に関する基本方針 

① 自然環境保全法、文化財保護法等、保護制度の適切な運用。 

② 禁忌による立ち入り制限、行為の制限。 

③ 宗教法人宗像大社による神域としての保全管理。 

④ その他関係者・関係機関の連携による保護体制の構築。 
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４４４４．保存管理の方針と方法．保存管理の方針と方法．保存管理の方針と方法．保存管理の方針と方法 

 

（１）保存管理の方針 

 天然記念物「沖の島原始林」について、本質的価値を構成する諸要素および本質的価値と異なる諸

要素の別に、それぞれの特性に応じた保存管理の方針を以下のように定める。 

 

表Ⅱ－3－4－1 天然記念物「沖の島原始林」の構成要素ごとの保存管理の方針 

構成要素 特性 保存管理の方針 

本質的価値

を構成する

諸要素 

全島（一ノ岳、港湾部およ

び法面を除く） 

原生林に覆われ、南方系の

植物や希少種などが繁殖す

る。 

原生林として永久的に保護

する。 

本質的価値

と異なる諸

要素 

一ノ岳（灯台周辺の人工物

のある範囲） 

海上保安庁の灯台および通

信施設が設置されている。 

原生林と一体のものとして

価値を損ねないようにす

る。 

港湾部および法面 
港湾から天然記念物への導

入口。 

天然記念物への導入口とし

て価値を損ねないようにす

る。 
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（２）保存管理の方法 

保存管理の方法は、構成要素ごとの方針を基本とし、下表に示すとおりとする。 

 

表Ⅱ－3－4－2 天然記念物「沖の島原始林」の保存管理の方法 

分 類 保存管理の方法 

本質的価値を

構成する諸要

素 

・貴重な自然環境を現状のまま保存するため、自然環境保全法等に基づく規制を継続

する。 

・沖ノ島への入島は、原則として禁止する。ただし、常駐する神官、宗像大社現地大

祭時に選ばれた人はこの限りとしない。 

・灯台や通信施設の保守などでやむを得ず入島する場合は、従前どおり宗像大社の許

可を得るものとし、天然記念物としての自然環境の価値を損なう行為は一切禁止す

る。 

・禁忌その他の文化的伝統により、切らない、持ち出さない、持ち込まないなどの行

為制限を徹底する。 

・継続的な監視によるモニタリングとフィールドバック管理を実施する。 

・大雨洪水、波浪、大風（竜巻）、地震、火災などの脅威により、史跡「宗像神社境

内」の構成要素が著しい被害を受け、やむを得ず修復、復元が必要な場合に限り、

自然への影響が最小限となる現状変更等の対応を講じることができるものとする。 

・ムサシアブミ－タブノキ群集、着生植物など希少種は、すべて現状のまま手を付け

ずに保存する。このため伐採などを禁止する。 

・その他すべての植生についても、立入、伐採などの禁止により、現状を保存する。 

・戦時遺構に伴う軍道や砲台、弾薬庫跡などは、自然の摂理に任せ、手を加えない。 

・マダケの拡大をモニタリングする。 

・参道は、維持管理に伴う軽微な伐採を行えるものとする。 

・管理道の擬木製階段について崩落防止などの具体策を検討する。 

・自然の摂理に任せ極力人の手を加えない。 

・史跡として重要な場所は、史跡との調整を図りながら、しかるべき保護措置を行う。 

 

本質的価値と

異なる諸要素 

・コンクリート治山法面の改修、修景については、崩落防止と景観保全との調和の観

点から、沖ノ島に生育している植物を緑化の主体とし対策を検討する。 

・灯台や通信施設については、必要最小限の整備に留め、景観改善に努める。 

  



150 

（３）防災の方法 

 自然の状態のまま保存することを基本とし、新たな整備を伴う予防的な災害対策は行わないものと

する。ただし、以下に示す災害に対する方策や治山事業による既設のコンクリート吹付法面の保護、

景観改善など、必要かつやむを得ないものについては、十分な検討を行ったうえで、必要最小限の対

策を講じることができるものとする。 

 

 １）大雨・洪水・波浪 

 急傾斜地の土砂災害等により、信仰活動そのほか人的活動に影響がある場合、植生に甚大な被害が

起きた場合は、方策を講じる。 

 

 ２）大風（竜巻） 

 風倒木で信仰活動やそのほか人的活動に影響がある場合は、方策を講じる。 

 

 ３）地震 

 巨石の転落、地割れなど被害の状況に応じて方策を講じる。 

 

 ４）落雷による火災 

 山火事は、消防との連携でヘリコプターからの消火活動を妨げない。 
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５５５５．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針および基準および基準および基準および基準    

 

（１）現状変更等の取扱いの基本的な考え方・方針 

 沖ノ島全島が貴重な自然を有する天然記念物であるとともに、宗像大社沖津宮境内であることにか

んがみ、指定地内における現状変更行為は、すべて認めない。 

 祭祀遺跡については、史跡の価値を優先する。 

 天然記念物指定地内で、既存の施設の保守、管理などのため、やむを得ず改修、整備を行うなど、

現状を変更し、天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その価値を適切に保存

するため、文化財保護法第 125 条第 1 項の規定に基づき、現状変更などの許可を必要とする。 

 本節においては、指定地内において想定される行為について、その現状変更などに関する取り扱い

の基本的方針を定める。 

 

（２）天然記念物「沖の島原始林」の区域区分 

天然記念物「沖の島原始林」は、全島を、天然記念物としての価値を損なわないよう、次表およ

び次図のように区域区分する。 

第１種区域は、希少種や原生林の自然を厳正に保存する区域とする。 

ただし、その中で、史跡「宗像神社境内」の本質的な価値を構成する、祭祀遺跡およびそれに至

る参道については、史跡の価値の保存を優先する区域とし、天然記念物としての価値を保存しつつ、

史跡の本質的な価値に多大の影響を与える自然の営みについて、適切な対策を講じることができる

区域とする。 

 

表Ⅱ－3－5－1 天然記念物「沖の島原始林」の保存管理の区域区分 

区域 構成要素 場の現状 

第１種区域 
・天然記念物の本質的価値を構成するも

の 

・原生林に覆われ、南方系の植物や希少

種などが繁殖する。 

第２種区域 
・天然記念物の本質的価値を構成する構

成要素以外のもの 

・一ノ岳山頂部に海上保安庁の灯台及び

通信施設が設置されている。 

・港湾から天然記念物への導入口。 
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図Ⅱ－3－5－1 天然記念物「沖の島原始林」の保存管理の区域区分図 
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（３）区域区分ごとの保存管理の方針 

 独特な立地と禁忌などによって守られてきた沖ノ島の自然環境の価値を損なうことなく確実に

維持していくための計画や対策を定める。 

 

表Ⅱ－3－5－2 天然記念物「沖の島原始林」の区域区分ごとの保存管理の方針 

  地区区分 方針 

第１種区域 ・一ノ岳、港湾部および法面を除く全島 ・原生林として永久的に保護する。 

第２種区域 

・一ノ岳山頂部の灯台周辺の人工物のあ

る範囲 

・港湾部および法面 

・原生林と一体のものとして価値を損ね

ないようにする。 

・天然記念物への導入口として価値を損

ねないようにする。 

 

 

（４）現状変更等の行為の取扱基準 

 天然記念物「沖の島原始林」の現状変更等の行為の取扱基準は、次のように定める。 
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表Ⅱ－3－5－3（1） 天然記念物「沖の島原始林」の区域区分ごとの取扱基準 

区域区分 

現状変更 
第１種区域 第２種区域 

建築物 新築 認めない。 天然記念物の保存に影響を及ぼさ

ずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

増築・改築 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景観に配慮する。 

除去・撤去 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景観に配慮する。 

海上保安庁施設、

漁協施設の改築

等 

認めない。 天然記念物の保存に影響を及ぼさ

ずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

トイレの設置 認めない。 

工作物 新築 原則認めない。ただし、参道

の部分は、境内の配置構成や

景観に配慮したうえで、天然

記念物の保存に影響を及ぼさ

ずかつ史跡の保護に資する場

合は認める。 

天然記念物の保存に影響を及ぼさ

ずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

改造 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景観に配慮する。 

除去・撤去 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景観に配慮する。 

防災施設・設備の

整備 

必要に応じて設置する。ただし景観に配慮し、地上及び地下遺構が

ある場合は、遺構保存を優先する。 

案内板、説明板、

由緒板、看板・立

札の設置 

認めない。 必要最小限の設置とする。ただし景

観に配慮し、地上及び地下遺構があ

る場合は、遺構保存を優先する。 

防護柵の設置 

人命にかかわる危険な場所や地上及び地下遺構の保護に必要な場合

は認める。ただし景観に配慮し、設置場所に地上及び地下遺構があ

る場合は、遺構保存を優先する。 

照明柱・スピーカ

ー柱・電柱の設置 

必要最小限の設置とする。ただし景観に配慮し、地上及び地下遺構

がある場合は、遺構保存を優先する。 

ごみ置場の設置 認めない。 

ソーラーパネルの

設置 

認めない。 必要最小限の設置とする。ただし景

観に配慮し、地上及び地下遺構があ

る場合は、遺構保存を優先する。 
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表Ⅱ－3－5－3（2） 天然記念物「沖の島原始林」の区域区分ごとの取扱基準 

区域区分 

現状変更 
第１種区域 第２種区域 

土木構造物 新設 認めない。 天然記念物の保存に影響を及ぼさ

ずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

改修 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし、境内の配置構成や景観に配慮する。 

除去・撤去 天然記念物の保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資する場合は

認める。ただし、境内の配置構成や景観に配慮する。 

参道・管理道の新

設・改修 

天然記念物の保護管理上、必要な場合は新設・改修を認める。ただ

し地下遺構がある場合は、遺構保存を優先し、景観に配慮する。 

水槽・受水槽の新

設 

認めない。 新設は認めない。既存の改修は認め

る。ただし景観に配慮し、地上及び

地下遺構がある場合は、遺構保存を

優先する。 

治山施設の整備 認めない。 景観に配慮し、地上及び地下遺構に

影響がある場合は遺構保存を優先

する。 

地形の改変行為・防災工事 原則認めない。ただし天然記

念物の本質的価値を保護す

る上で必要な場合は認める。 

天然記念物の保護管理上、必要な

場合は本質的価値に影響のない

範囲で認める。ただし景観に配慮

し、地下遺構に影響がある場合は

遺構保存を優先する。 

戦時遺構・軍道 現状維持で手を加えない。 

樹木 植栽 認めない（自生による再生力による）。 

伐採・剪定 原則認めない。ただし、参道の部分は、信仰活動および維持管理上

必要な場合は認める。 

動植物調査 文化財の保存管理に伴う調査や学術調査など必要な調査のみ認め

る。 

発掘調査 文化財の保存管理に伴う調査や学術調査など必要な調査のみ認め

る。 
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（５）許可を受けることを要しない行為 

 文化財保護法第 125 条第１項ただし書きおよび特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物

の現状変更などの許可申請などに関する規則第４条により、現状変更または保存に影響を及ぼす行為

のうち、次の各項に該当するものについては許可を要しないものとする。 

 ただし、これらの行為を行い得るものは管理者を原則とし、管理者以外のものが行う場合は、管理

者の承認を必要とする。 

 

 １）維持の措置 

ア 天然記念物がき損し、または衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく現状

に復するとき。 

イ 天然記念物がき損し、または衰亡している場合において、き損又は衰亡の拡大を防止するための

応急の措置をするとき。 

ウ 天然記念物の一部がき損し、または衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合

において、その部分を除去するとき。 

 なお、これらの措置を実施する場合は、管理者は、速やかに文化財のき損届けを提出する必要があ

る。 

 

 ２）非常災害のために必要な応急措置をとる場合 

 現に災害が発生し、またはその発生が明らかに予想される急迫の事態の場合、あるいは二次災害の

発生を防止する場合に執る応急的な措置。 

 ただし、災害復旧にかかる、恒常的な施設の設置などはここに含まない。 

 

 ３）天然記念物の保存への影響が軽微な場合 

 管理者である宗像大社が日常的に実施している維持管理に関する行為。 
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第４章第４章第４章第４章    整備整備整備整備・公開・・公開・・公開・・公開・活用活用活用活用    

 

１．整備１．整備１．整備１．整備・公開・公開・公開・公開・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方 

 自然の摂理に任せ、人為的な管理は行わない。沖津宮や参道など信仰上、学術上必要な場合は、

維持管理の観点から生態系に影響を与えない範囲の整備、公開、活用を行う。 

 公開は原則行わない。 

 

 

２．整備２．整備２．整備２．整備・公開・公開・公開・公開・活用の方法・活用の方法・活用の方法・活用の方法 

 神事などに支障をきたす場合や、文化財の保護、保存状況や動植物の生息・生育状況および環境、

入島者数などのモニタリング、学術的な調査研究にともなう場合は、生態系に影響を与えない範囲

で、保存整備、公開、活用する。 

 なお、管理主体に届け出ずに入島しようとする者や不審者等についての対処方策について、検討

を行う。 
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