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策定にあたって

長崎県松浦市は、県本土の北部に位置しており、海を挟み朝鮮半島や中国に

も近い位置にあることから、古くから大陸との交流が盛んでありました。この

ことは、市内各地に所在している遺跡からの出土品が物語っております。

鷹
たかしまこうざき

島神崎遺跡は、伊万里湾に浮かぶ鷹島南岸の神崎沖に所在する蒙古襲来に

かかわる戦場跡で、日本史上重大な事件を理解する上で欠くことのできない、

極めて重要な遺跡であることから、日本初となる海底遺跡として平成２４年３

月２７日に国史跡に指定されました。

松浦市教育委員会では、史跡指定を受けたことに伴い、史跡指定地及びその

周辺の保存管理と史跡の整備活用の方針を得ることを目的に、国指定史跡鷹島

神崎遺跡の保存管理計画を策定いたしました。

策定にあたっては、わが国の水中考古学の発展及び世界へ情報を発信できる

歴史上・学術上極めて高い史跡の価値を市民の皆様及び長崎県民の皆様並びに

国民の皆様に知っていただき、後世に伝えていくとともに、地域の資源として

活かされることを目指しています。このことによりふるさと松浦市を愛する気

運がさらに高まり、自然と人のぬくもりに囲まれた住みよいまちづくりの一助

となるように願っております。

最後になりましたが、本計画の策定にあたりご指導・ご助言を賜りました鷹

島神崎遺跡保存管理計画策定委員各位をはじめ、文化庁・長崎県教育委員会や

地元の方々など関係者に対し、心からお礼を申し上げます。

　　　平成２６年３月３１日

　　　松浦市教育委員会

　　　教育長　　松　尾　　紘



例　言

１．本書は、長崎県松浦市鷹島町神崎免地先に所在する国指定史跡「鷹島神崎遺跡」を対　

　象とした保存管理計画書である。

２．本書は、平成 24・25 年度の２カ年にわたる国庫補助事業として、松浦市教育委員会が

　主体となって実施した事業の成果である。

３．計画策定にあたっては、鷹島神崎遺跡保存管理計画策定委員会（以下、策定委員会）

　で審議・検討・提案をいただいた。

４．計画策定に係る事務は、策定委員会の指導に基づき、松浦市教育委員会事務局文化財

　課が担当した。策定委員会の設置及び事業の実施にあたっては、文化庁文化財部記念物

　課及び長崎県教育庁学芸文化課の指導・助言を得た。

５．本書の執筆・編集は、策定委員会の協議結果及び文化財課との協議を踏まえ、株式会

　社文化財保存計画協会に委託した。

６．平成 23 年秋に発見された元の沈没船（軍船）の名称は、策定委員会の指導により１　

　号沈没船と呼称することとした。

７．モンゴル第５代皇帝のフビライ・ハーンは、1271 年に首都をカラコルムから大都に　

　移し、国号を大元と改称しており、本書では 1271 年以前を「モンゴル帝国」、1271 年

　以後を「元」と呼称することとした。

８．文永 11 年（1274）と弘安 4 年 (1281）の二度にわたる元の日本への遠征は、「文永の

　役」・「弘安の役」・「元
げんこう

寇」・「蒙
もうこしゅうらい

古襲来」・「モンゴル襲来」・「モンゴル来襲」などの用語　

　で呼ばれている。鎌倉時代・室町時代における日本での文献史料では、「蒙古合戦」・「文

　永十一年蒙古合戦」・「弘安四年蒙古合戦」・「蒙古人合戦」・「蒙古人等合戦」・「蒙古襲来」・

　「蒙古人襲来」・「異賊襲来」などと記載され、一方、元や高麗では、日本侵攻を「征東」　

　と表現している。「元寇」という呼称は、徳川光圀編纂の『大日本史』以降に一般化し、

　明治時代に入って定着したものであり、大陸側で用いられた「倭寇」に対抗する言葉と

　して使用されたとも言われている。本書では「蒙古襲来」の呼称に統一することとした。

　なお、鷹島では「元寇の島」として古くから呼称し、使用していることから鷹島を指す

　別称として使用した。
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第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

１．計画策定の背景

蒙
もうこしゅうらい

古襲来関係遺物の出土と鷹島海底遺跡の周知

長崎県松浦市は、松
ま つ ら と う

浦党の発祥の地として知られている。松浦党は平安時代末期の源氏

と平家の「壇ノ浦の戦い」に参戦しており、鎌倉幕府の成立にも大きな役割を果たしてい

る。また、二度にわたる蒙古襲来（文永・弘安の役）でも活躍をしている。鷹島は昭和

55 年度から３年間、文部省科学研究費に採択された「古文化財に関する保存科学と人文・

自然科学」の一部として「水中考古学に関する基礎的研究」の実験調査場所に選ばれ、調

査では様々な探査機器を用いた海底探査や、ダイバーによる潜水調査で遺物の引き揚げも

行われた。海底から引き揚げられた遺物には鉄剣・石弾・陶磁器などがあり、元の軍船が

沈没した場所であることが確認された。また、調査時には、地元住民が調査時以前（昭

和 49 年）に神
こうざき

崎海岸で採集した 6.5 ㎝四方の印章も提出された。この印章の鈕
ちゅう

と呼ばれ

るつまみの右側には、漢字で「□軍□把□」と判読できる文字が刻まれ、左側にも同じく

漢字で「中書礼部　至元十四年九月造」と文字が刻まれており、文永の役から３年後の

1277 年に鋳造されたこともわかった。さらにこの調査中、昭和 56 年７月、鷹島の南岸全

域から沖合 200 ｍまでの範囲が蒙古襲来に関係する遺物を包含する「鷹島海底遺跡」とし

て周知された。

大型の木製椗
いかり

・碇石の出土、神崎港周辺の重要度を確認

平成４年度から 11 年度にかけて、鷹島海底遺跡の浅海域の特徴を解明するために潜水・

目視による調査が行われ、海底の状況によって遺物の分布・埋没状況が異なることが確認

された。また、平成６年度には、水深約 20 ｍの海底で大型の木製椗に碇石が装着された

状態で発見され、これまで不明であった元の軍船に用いられた椗の全体構造が把握できる

画期的な事例となった。特に神崎港周辺は、蒙古襲来に関係する遺物の発見には、重要な

地点であることも確認された。

元の軍船の発見

この調査結果を受けた平成 12 年度から 17 年度までの調査では、武器や武具類、船舶関

係遺物、青磁碗、褐
かつゆう

釉陶器壺、青銅製品など様々な遺物が出土した。特に平成 13 年度の

調査で、『蒙
もう

古
こしゅうらい

襲来絵
えことば

詞』に登場する「てつはう」の実物が発見され、絵巻物や文献等に

よってしか知られなかった元軍の最新兵器の一端が明らかになった。さらに平成 23 年秋

には琉球大学の研究チームが、元の軍船の構造がわかる竜骨（長さ約 12 ｍ）と外板が残

る船底を発見し、世界史的にも重要な発見となっている。

神崎港周辺の海底が国の史跡に指定される

これまで約 30 年にわたる鷹島海底遺跡の調査成果から、鷹島南岸東部の神崎港地先海

域約 38 万４千㎡が蒙古襲来に関わる戦場跡で、当時の軍事・外交を理解する上で極めて

重要な遺跡であることが明らかになり、平成 24 年３月 27 日、海底遺跡としては日本で初

めて、「鷹
たかしまこうざき

島神崎遺跡」の名称で国の史跡に指定された。



2

第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

２．保存管理計画の目的と構成

３．計画の位置づけ

　本保存管理計画は、松浦市が史跡を管理し保存していくための方針を定めるものであ

る。史跡を公開活用していくために必要な整備の具体的方針は、今後、保存活用計画等に

おいて策定していく。

　今後、鷹島神崎遺跡の保存及び公開活用を行っていくためには、史跡指定地である神崎

港をはじめとする港湾関係、周辺の海域や陸域部の環境保全に係る環境・景観関係、公開

活用に関連する観光及び地域振興関係、体験学習に関連する学校教育、生涯学習関係等、

様々な分野との連携が必要であると考えられる。

目的（第１章）

　〇史跡の適切な保存管理

　〇出土遺物の保存管理

　〇史跡の活用

　〇保存管理活用のための体制と取り組み

史跡の価値と課題（第５章）

　〇第２章～第４章を踏まえた史跡の価値と課題の抽出

管理体制と今後の取り組み（第８章）

　〇保存管理、整備活用のための体制

　〇今後必要な取り組み

史跡の概要（第２章）

　〇鷹島神崎遺跡の概要と把握

史跡を取り巻く環境（第３章）

　〇鷹島神崎遺跡の環境と現況の把握

史跡の歴史的調査（第４章）

　〇鷹島神崎遺跡の歴史的調査から導き出す史跡の特徴

史跡の保存管理（第６章）

　〇保存管理の基本方針と方法

　〇現状変更の取扱基準

史跡の整備活用方針（第７章）

　〇整備活用の基本目標

　〇整備活用の基本的方向性

　〇整備活用事業の進め方
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第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

※鷹島神崎遺跡の保存活用に関連する分野

項　　目 関連分野

史跡指定地内の保存管理 港湾、漁業

周辺海域や陸域部の環境保全 環境、景観、農地

史跡の公開・活用

【地 域 振 興】 　観光、広報、産業振興

【まちづくり】都市計画

【体験・交流】学校教育、生涯学習、国際交流

鷹島神崎遺跡保存管理計画

史跡地内の保存管理

周辺地域の保全

整備活用の具体的方針の検討

鷹島神崎遺跡保存管理計画

史跡地内の保存管理

周辺地域の保全出土遺物の保存

整備活用の具体的方針の検討

港湾、漁業環境、景観 農　　地　

産業振興 まちづくり 体験・交流

鷹島神崎遺跡保存活用計画

史跡の公開・活用

保存管理計画の中核部分

松浦市鷹島海底遺跡保存活用方針

（平成18年度策定、平成22年度改定）

（平成25年度策定）

鷹島神崎遺跡保存活用
検討委員会（仮称）　　　　

鷹
島
神
崎
遺
跡
保
存
活
用
協
議
会
（
関
係
部
署
）

鷹
島
神
崎
遺
跡
の
保
存
管
理
、
整
備
活
用
の
検
討
（
文
化
財
課
）

鷹島神崎遺跡保存管理
計画策定委員会　　　　

鷹島海底遺跡調査
指導委員会　　　　

保存管理計画の位置づけ
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第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

４．計画策定の経過

１）委員会の設置　　

　保存管理計画の策定にあたっては、有識者や関係者などからなる鷹島神崎遺跡保存管理

計画策定委員会を設置し、審議を行った。なお、本計画策定は平成 24 年度と 25 年度の文

化庁補助事業として行うものである。

鷹島神崎遺跡保存管理計画策定委員会（敬称略）

委 員 長　  今　津　節　生　　九州国立博物館学芸部博物館科学課長

副委員長　  池　田　榮　史　　琉球大学法文学部教授

委　　員　  坂　井　秀　弥　　奈良大学文学部教授

　　　　　　高　妻　洋　成　　奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室長

　　　　　　林　田　憲　三　　ＮＰＯ法人アジア水中考古学研究所理事長

　　　　　　志　水　正　司　　新松浦漁業協同組合代表理事組合長

　　　　　　濱　本　正　敏　　　　　　同　　　　信用担当理事指導部長（代理）

　　　　　　坂　本　　　学　　一般社団法人まつうら観光物産協会副会長

　　　　　　川　本　忠　志　　鷹島町神崎地区市政嘱託員

　　　　　　渡　口　誠　一　　松浦市史談会会長

　　　　　　近　藤　徳　明　　長崎県土木部港湾課管理班課長補佐

　　　　　　岡　部　正　和　　　　　　同　　　　　　　係長（代理）

　　　　　　高　野　晋　司　　長崎県教育庁学芸文化課専門員

顧　　問　  宮　本　正　則　　元鷹島町長

指導・助言  持　永　博　之　　第七管区海上保安本部唐津海上保安部　伊万里海上保安署次長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （平成 24 年度）

　　　　　　福　田　　　繁　　　　　　　同　　　　　　　　　　　   （平成 25 年度）

　　　　　　佐　藤　正　知　　文化庁記念物課主任文化財調査官

　　　　　　川久保　芳　洋　　長崎県教育庁学芸文化課課長

　　　　　　寺　田　正　剛　　　　　　　同　　　　　文化財班係長

　　　　　　小　林　利　彦　　　　　　　同　　　　　文化財保護主事（平成 24 年度）

　　　　　　松　尾　俊　幸　　　　　　　同　　　　　文化財保護主事（平成 25 年度）

事務局　　　松　尾　　　紘　　松浦市教育委員会教育長

　　　　　　今　西　誠　司　　　　　同　　　　事務局教育次長

　　　　　　中　田　敦　之　　　　　同　　　　事務局文化財課課長        （学芸員）

　　　　　　小　澤　智　彦　　　　　　　　　　同　　　　　　係長

　　　　　　服　部　浩　史　　　　　　　　　　同　　　　　　主査

　　　　　　合　澤　哲　郎　　　　　　　　　　同　　　　　　主事        （学芸員）

　　　　　　江　上　正　高　　　　　　　　　　同　　　　　　嘱託   （平成 24 年度）   

　　　　　　鈴　木　美奈都　　　　　　　　　　同　　　　　　嘱託   （平成 25 年度）

　 　　　 　山　下　寿　子　　松浦市立鷹島歴史民俗資料館    嘱託　　  

策定業務委託　　　　　　　    株式会社　文化財保存計画協会
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第１章　保存管理計画策定の沿革と目的

２）委員会の経過

　保存管理計画策定に至るまでの委員会開催の経過と主な検討内容は以下のとおりである。

平成 24 年度 　　　第１回委員会　平成 24 年８月 23・24 日開催

　　　　　　　　　　　・委員会の趣旨説明

　　　　　　　　　　　・保存管理計画策定の目的について

　　　　　　　　　　　・保存管理計画の基本方針案について

　　　　　　　　　　　・海外における海底遺跡の活用例について

　　　　　　　　　　　・施設の現状と課題について

　　　　　　　　　　　・指定地視察

　　　　　　　　　第２回委員会　平成 24 年 11 月 26 日開催　　

　　　　　　　　　　　・コンサル業者委託について

　　　　　　　　　　　・保存管理計画の基本方針について

　　　　　　　　　　　・遺跡の活用例について

　　　　　　　　　第３回委員会　平成 25 年２月 13 日開催

　　　　　　　　　　　・保存管理計画書原案　第１章～第４章について

　　　　　　　　　　　・鷹島神崎遺跡の評価と課題（第５章）について

平成 25 年度　　　 第１回委員会　平成 25 年７月 12・13 日開催

　　　　　　　　　・平成 25 年度策定スケジュールについて

　　　　　　　　　・前回委員会の重要指摘点とその対応について（第１章～第４章）

　　　　　　　　　・保存管理計画書原案　第５章～第６章について

　　　　　　　　　・第７章史跡整備活用方針について

　　　　　　　　　・鷹島内関連文化財視察

　　　　　　　第２回委員会　平成 25 年 11 月 30 日開催

　　　　　　　　　・平成 25 年度策定スケジュールについて

　　　　　　　　　・各委員へのヒアリング結果について

　　　　　　　　　・保存管理計画書の主な変更点について（第１章～第７章）

　　　　　　　　　・第８章管理体制と今後の取り組みについて

　　　　　　　第３回委員会　平成 26 年１月 27 日開催

　　　　　　　　　・保存管理計画書の主な変更点について（第１章～第８章）

　　　　　　　第４回委員会　平成 26 年３月 14 日開催

　　　　　　　　　・鷹島神崎遺跡保存管理計画書策定について

　　



6

第２章　鷹島神崎遺跡の概要

第２章　鷹
た か し ま こ う ざ き

島神崎遺跡の概要

１．鷹島神崎遺跡の位置

１）地理的位置

　国史跡「鷹島神崎遺跡」は、長崎県松浦市鷹島町神崎免地先に所在する。史跡は周知の

埋蔵文化財包蔵地である鷹島海底遺跡の一部である。長崎県本土の北部に位置する松浦市

は、福島・鷹島・青島・黒島・飛島などの島々を有しており、鷹島は玄界灘から伊万里湾

への入口付近に位置している。平成 21 年４月に佐賀県唐津市肥前町との間に架けられた

鷹島肥前大橋が開通し、陸路で鷹島にアクセスすることが可能になっている。

２）地理的歴史的環境

鷹島及び松浦市が位置する北部九州は、中国大陸・朝鮮半島に近いという地理的環境か

ら、原始・古代から日本（列島）の対外的な玄関口となってきた。

　北部九州では、縄文時代や弥生時代の遺跡から、朝鮮半島や中国大陸との交流を物語る

様々な遺物が出土しており、福岡市志
し か の

賀島
しま

は漢の皇帝より下賜されたと伝えられる金印 

「漢
かんのわのなのこくおう

委奴国王」の出土地として知られている。663 年の白村江の戦いの後には唐や新羅の

侵攻に備えて大宰府に水城が築かれた他、北部九州一帯に古代山城が築城された。平安時

代には外交のための迎賓館として博多湾の近くに鴻
こ う ろ か ん

臚館が設置された。

　松浦市の西隣の平戸市は、平安時代には遣唐使の寄港地であり、16 世紀にはポルトガ

ル船が来航し、17 世紀前半にはオランダやイギリスの商館が設置されるところとなった。

東に位置する佐賀県伊万里市は、古くから「古伊万里」の積出港として有名であり、佐賀

県唐津市鎮西町には豊臣秀吉が朝鮮半島、明国へ向けて出兵するための軍事拠点として築

かせた国特別史跡「名
なごやじょうあとならびにじんあと

護屋城跡並陣跡」がある。

このように鷹島及び松浦市が位置する地域は、日本の対外交渉史上欠かすことのできな

い重要な地域であり、中世の蒙
もうこしゅうらい

古襲来もこうした地域の地理的環境の中で起こった歴史的

事件として位置づけられる。



7

第２章　鷹島神崎遺跡の概要

　　　　　　　　　　　　　　

鷹島神崎遺跡位置図　

鷹島の位置と周辺地域の外交関連遺跡　

平成 18 年作成松浦市管内図 1/100000 を修正・加筆
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第２章　鷹島神崎遺跡の概要

鷹島神崎遺跡及び鷹島海底遺跡範囲図　

平成５年作成鷹島町全図 1/15000 を修正・加筆
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第２章　鷹島神崎遺跡の概要

２．史跡指定までの歩み

｢鷹島海底遺跡」の周知まで

　鷹島では「元
げんこう

寇の島」の歴史を顕彰する活動が古くから行われてきた。大正５年には当

時の鷹島村青年会が中心となって、阿
あ お う め ん

翁免の猿田彦神社境内に元寇記念之碑が建立され

た。昭和 45 年には島で最も標高が高い牧
まき

の岳
たけ

と最も眺望が良い宮
み や じ

地嶽
だけ

が、元寇の島の歴

史を示す史跡公園として整備されている。

　鷹島が元寇の島として大きな注目をあびたのは、昭和 55 年度から 57 年度に行われた東

海大学茂在寅男氏を中心とした文部省科学研究費による学術調査の時であった。調査時

に、昭和 49 年に地元住民が神崎海岸で採集した 6.5 ㎝四方の印章が、元のパスパ文字で

書かれた「管
かんぐん

軍総
そ う は い ん

把印」であることが判明し、多くのマスコミに取り上げられることと

なった。この調査成果に基づき、昭和 56 年７月には、鷹島の南岸東の干
ひ

上
あがりばな

鼻から西の

雷
いかづちみさき

岬までの約 7.5km、汀線から沖合約 200 ｍまでの範囲、約 150 万㎡の海域が蒙古襲来に

関係する遺物を包蔵する「鷹島海底遺跡」として周知されることになった。

鷹島町での取り組み

　鷹島町ではその後も、元寇の島の歴史をより積極的にまちづくりに活かそうと、モンゴ

ル交流団を結成してモンゴル・カラコルム地方のホジルト市に派遣し、平成３年にはホジ

ルト市と姉妹都市締結をした。さらに、元寇の歴史とモンゴルとの交流を活かしたモンゴ

ル村の建設を計画し、平成５年には、蒙古襲来時に敵の矢が原野に突き刺さったという伝

承をもつ遠
と や

矢の原
はる

の地にモンゴル村を開設した。

また、平成４年度から 11 年度には、鷹島海底遺跡の解明のために町の単独事業として

鷹島海底遺跡の分布調査を実施し、海底の土砂の堆積状況を明らかとする等の成果を得

た。この調査結果と、平成６年度に行われた神崎港防波堤建設工事に伴う緊急発掘調査

で、大型木製椗
いかり

に碇石が装着された状態で発見されたこと等から、鷹島海底遺跡の中でも

特に神崎港周辺が、蒙古襲来関係の遺物発見にとって重要地点であることが判明した。平

成 13 年度の神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査では、『蒙
もうこしゅうらいえことば

古襲来絵詞』に登場する「てつ

はう」の実物が発見された。

松浦市合併後の取り組み

鷹島町は平成 18 年１月１日に福島町とともに松浦市と合併した。合併１年前に保存科

学、文献史学、考古学の専門家５名による「鷹島海底遺跡調査整備指導委員会」が設置さ

れ、合併と同時に新たに市文化財保護審議会委員を追加して、委員７名による「鷹島海底

遺跡調査指導委員会」を設置した。平成 18 年 12 月には先の調査指導委員会の意見を取り

入れて「松浦市鷹島海底遺跡保存活用方針」を策定した。この中で「水中考古学の拠点に」

を目標と定めて、「遺跡の価値を理解し、守ります」、「遺跡を究め、伝えます」、「遺跡の

価値を活かし、招きます」の３点を行動計画として掲げた。

また、平成４年度から 11 年度まで実施した鷹島町単独の確認調査の報告書を平成 18 年

度に、平成 13 年度から 14 年度の神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査の報告書を平成 19

年度に作成した。平成 21 年４月 18 日の鷹島肥前大橋の開通に併せて、鷹島埋蔵文化財セ

ンターの一角を改修し、鷹島海底遺跡の目玉となる平成６年度の神崎港防波堤工事に伴う

緊急発掘調査で出土した大型木製椗等の展示を行った。
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第２章　鷹島神崎遺跡の概要

元の沈没船発見と史跡指定までの経過

昭和 55 年度以来の調査で、鷹島海底遺跡の中でも遺物が集中する神崎港一帯が弘安の

役で元軍の船団が暴風雨により沈没した地点である蓋然性が高まり、海底遺跡として日本

初の国の指定史跡とする準備を、文化庁、長崎県、松浦市の間で進めてきた。平成 23 年

７月には松浦市教育委員会教育長名で、鷹島神崎遺跡の「史跡指定意見具申書」を文部科

学大臣へ提出した。また、９月にはそれまでの調査成果をまとめた『松浦市鷹島海底遺跡　

総集編』を刊行した。

　そうした中、平成 23 年 10 月に琉球大学池田榮史氏を中心とした日本学術振興会科学研

究費補助金による調査で、元の軍船の構造がわかる竜骨と外板が残る船底が発見され、「元

寇の島」鷹島は再び大きな注目をあびるところとなった。平成 24 年１月には文部科学大

臣名で文化審議会へ鷹島神崎遺跡の史跡指定について諮問が行われ、平成 24 年３月 27 日

付けで海底遺跡としては初めて国の史跡に指定された。

平成 23 年 11 月 25 日には政府が閣議で、元の沈没船の船体保存について地元自治体を

「適切に支援する」との答弁書を決定している。

指定までの歩み

年　月 概　要 備　考

大正５年７月 鷹島村青年会が中心となって建立を計画した元寇記念之碑が

阿翁免の猿田彦神社境内に完成する。
整　　備

昭和 45 年７月 三里免の牧の岳史跡公園と、阿翁免の宮地嶽史跡公園を整備。 整　　備

昭和 49 年３月 鷹島町神崎免の神崎海岸で住民が貝掘り中、印鑑らしきもの

を採集する。
そ の 他

昭和 49 年 10 月 幕末に漁師の網にかかって海中から引き揚げられたとの伝承

を持つ市杵島神社の「鷹島の銅造如来坐
ざ ぞ う

像」が、長崎県の有

形文化財（彫刻）に指定される。

指　　定

昭和 51 年 宮地嶽史跡公園内に元寇記念之碑を移設する。 整　　備

昭和 55 年度～

昭和 57 年度

文部省科学研究費特定研究「古文化財に関する保存科学と人

文・自然科学」のうち「水中考古学に関する基礎的研究」に

よる学術調査場所に選ばれる。昭和 49 年に住民が神崎海岸

で採集した 6.5 ㎝四方の印章が元の管軍総把印であることが

判明。鷹島が元寇の島として注目を集める。

調　　査

昭和 56 年７月 鷹島の南岸東の干上鼻から西の雷岬までの約 7.5km、汀線か

ら沖合約 200 ｍまでの範囲、約 150 万㎡の海域が元寇関係遺

物を包蔵する「鷹島海底遺跡」として周知される。

そ の 他

昭和 63 年７月 鷹島町がモンゴル帝国の本拠地であったカラコルム地方のホ

ジルト市に、モンゴル交流団を派遣する。
地域振興

平成元年度～

平成３年度

九州大学西谷正氏を中心に文部省科学研究費補助金（総合研

究Ａ）による「鷹島海底における元寇関係遺跡の調査・研究・

保存方法に関する基礎的研究」による学術調査が実施される。

調　　査



11

第２章　鷹島神崎遺跡の概要

年　月 概　要 備　考

平成元年３月 昭和 49 年、鷹島神崎海岸で発見された青銅印が「鷹島の管

軍総把印」として長崎県の有形文化財（歴史資料）に指定さ

れる。

指　　定

平成３年７月 鷹島町とモンゴル・ホジルト市が姉妹縁組み締結に調印する。 地域振興

平成５年５月 遠矢の原に鷹島モンゴル村開設。モンゴルから実物のゲル

30 基が運ばれ設置される。
地域振興

平成４年度～　　

平成 11 年度

鷹島町神崎地区での潜水・目視による調査が行われ、海底の

状況によって遺物の分布・埋没状況が異なることが判明す

る。平成６年 11 月から 12 月に行われた神崎港防波堤建設工

事に伴う緊急発掘調査で、大型木製椗に碇石が装着された状

態で発見される。特に神崎港周辺が蒙古襲来に関係する遺物

の発見には重要な地点であることが判明する。

調　　査

平成 12 年度～

平成 17 年度

神崎地区で範囲確認調査と、神崎港改修工事に伴う緊急発掘

調査が行われる。平成 13 年度の緊急発掘調査で、『蒙古襲来

絵詞』に登場する「てつはう」の実物が発見される。

調　　査

平成 17 年度～

平成 22 年度

伊万里湾のうち松浦市域と佐賀県唐津市の一部を対象海域と

して、海底地形・地質調査を実施する。
調　　査

平成 18 年１月 １月 1 日に鷹島町、福島町、松浦市が合併し、新松浦市とな

る。12 月に「松浦市鷹島海底遺跡保存活用方針」を策定する。
そ の 他

平成 18 年度～

平成 22 年度

琉球大学池田榮史氏を中心に日本学術振興会科学研究費補助

金（基盤研究Ｓ）「長崎県北松浦郡鷹島周辺海底に眠る元寇

関連遺跡・遺物の把握と解明」による調査が行われる。

調　　査

平成 23 年７月 松浦市教育委員会教育長名で鷹島神崎遺跡の「史跡指定意見

具申書」を文部科学大臣へ提出する。
指　　定

平成 23 年９月 『松浦市鷹島海底遺跡　総集編』を刊行する。 調　　査

平成 23 年 10 月 琉球大学池田榮史氏を中心とした日本学術振興会科学研究費

補助金（基盤研究Ｓ）「水中考古学手法による元寇沈船の調

査と研究」による調査で、元の軍船の構造がわかる竜骨と外

板が残る船底が発見される。

調　　査

平成 23 年 11 月 政府が閣議で元の沈没船の船体保存に対する支援の答弁書を

決定する。
そ の 他

平成 24 年１月 文部科学大臣が文化審議会へ鷹島神崎遺跡の史跡指定につい

て諮問する。
指　　定

平成 24 年２月 文化審議会より文部科学大臣へ答申する。 指　　定

平成 24 年３月 ３月 27 日付で鷹島神崎遺跡（約 38 万４千㎡）が国指定の史

跡となる。
指　　定

平成 25 年３月 ３月 15 日付で松浦市が鷹島神崎遺跡の管理団体に指定され

る。
指　　定
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３．指定概要

名　称

鷹
たかしまこうざき

島神崎遺跡

種　別

史　　跡

所在地

　長崎県松浦市鷹島町神崎免地先

面　積

　384,073.61 ㎡

　（範囲はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ点の座標軸）

　Ａ地点　　　Ｘ＝ 47738.73　Ｙ＝ 24874.75

　Ｂ地点　　　Ｘ＝ 47536.00　Ｙ＝ 24763.10

　Ｃ地点　　　Ｘ＝ 47221.20　Ｙ＝ 25331.90

　Ｄ地点　　　Ｘ＝ 47163.40　Ｙ＝ 26188.10

　Ｅ地点　　　Ｘ＝ 47365.53　Ｙ＝ 26149.18

指定年月日

平成 24 年３月 27 日（官報号外第 69 号　文部科学省告示第 55 号）

指定理由

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準（昭和26年文化財保護委員

会告示第２号）史跡の部二及び九による。

※史跡の部二　都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡

※史跡の部九　外国及び外国人に関する遺跡

説　明

鷹島神崎遺跡は、長崎県本土北部、伊万里湾に浮かぶ鷹島の南岸東部沖の神崎と呼ばれ

る地域に所在する蒙古襲来にかかわる戦場跡である。蒙古襲来（文永・弘安の役）は、文

永 11 年（1274）・弘安４年（1281）の二度にわたり元軍が日本に来襲し、鎌倉幕府瓦解の

遠因となるなど、わが国の中世の政治・社会に多大な影響を与えた、日本史上著名な事件

である。

鷹島は、『中
なかぬま

沼長
ながひさ

久起
きしょうもん

請文』（弘安４年）や『蒙古襲来絵詞』（永仁元年・1293）、『八
はちまん

幡

愚
ぐ

童
どう

訓
くん

』（鎌倉時代中・後期成立）等にその名がみえ、暴風雨の去った閏７月７日に御家

人比島五郎次郎らが、この島で残敵掃討を行ったこと等が知られる。また、鷹島沖は弘安

の役の際に、元軍の船団が暴風雨により沈没した地点として伝えられており、島の南岸で

は、古くから地元の漁師によって壺類や刀剣、碇石などが水中から引き揚げられていた。

この鷹島沖における最初の発掘調査は、昭和 55 年度から３カ年にわたり、文部省科学

研究費特定研究「古文化財に関する保存科学と人文・自然科学」（研究代表　江上波夫　

古代オリエント博物館長）の一環として行われた。鷹島南岸の沖合における調査の結果、

床浪港と神崎港周辺において、鎌倉時代の陶磁器等が出土した。また、この発掘調査と同

時に行われた地元住民が保管する採集品の調査によって、元の公用文字であるパスパ文字

で書かれた「管軍総把印」が神崎港で採集されていたことも判明した。
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平成４年度以降は鷹島町教育委員会により、神崎港の沖合における遺跡の範囲を確認す

るための発掘調査等が継続的に実施され、遺物の分布範囲や埋没状況が明らかとなった。

遺物が集中して出土する地点は、いずれも海底にシルト層が堆積している範囲であり、海

底の堆積土を約 100cm 除去した土層から出土する。また、海底地形が大きく落ち込む斜面

から集中して出土する傾向が認められる。特に、平成６年度の調査では、四つの椗がいず

れも海底に食い込んだ状態で発見され、神崎港の沖合に船舶が停泊していたことが判明し、

平成 22 年度の発掘調査では、海底レーダー探査によって、船体と考えられる異常反応が

認められた地点で、船体の一部と多量の磚
せん

（煉瓦の一種）が出土した。

出土した遺物には、褐
かつゆう

釉陶器、青磁碗、漆製品、矢束や刀剣、甲冑などの武器・武具

類、碇石や船体の一部である木材などがある。陶磁器類の年代は、いずれも 13 世紀後半

であり、元軍が出航した中国江南地方で作られた粗製品が大半を占める。また、器種構成

も壺類を中心とするなど、博多をはじめとする港湾都市から出土する同時期の陶磁器類の

内容や組成とは明らかに異なる。また、『蒙古襲来絵詞』に描かれた「てつはう」と考え

られる球状土製品が複数出土するとともに、武器・武具類も『蒙古襲来絵詞』に描かれて

いる元軍の装備と類似しており、これらの遺物が弘安の役で沈没した元軍の船の積載品で

あることが確実となった。

　鷹島神崎遺跡は、これまでの発掘調査によって、海底に元軍の沈没船が遺存し、また積

載品の内容から武器をはじめとする各種道具の実態が判明する等、従来、文献・絵画に

よってしか知られなかった蒙古襲来の具体的様相が明らかとなった。蒙古襲来という日本

史上重大な事件を理解する上で欠くことのできない、極めて重要な遺跡である。よって、

史跡に指定し、保護を図ろうとするものである（月刊文化財　600 号　平成 25 年９月を

一部修正・加筆）。

４.管理団体

地方公共団体名

　松浦市（長崎県）

指定年月日

　平成 25 年３月 15 日（官報第 6006 号　文化庁告示第６号）

指定理由

文化財保護法第 113 条第１項及び第 172 条第１項の規定により、鷹島神崎遺跡を管理す

べき地方公共団体として、松浦市を指定
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陸域側における指定範囲の考え方



15・16　

鷹島神崎遺跡　史跡指定地現況図

平成 18 年作成神崎港施設位置図 1/2500 を加筆　
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５．鷹島神崎遺跡の現状

１）史跡指定地及び周辺地域の状況

　平成 23 年 10 月に発見された元の沈没船（１号沈没船）は、現在、フナクイムシ等の食

害を防ぐ効果がある亜酸化銅を発生させる青銅製の網（銅網）で覆って海底で保存してい

る。鷹島神崎遺跡の史跡指定範囲は神崎港内と重なっており、指定地内には港湾施設とし

て、荷揚場、船揚場、防波堤が建設されている。また、海岸線沿いは護岸（防波）の保全

のために消波ブロックが設置されている。港湾としての施設整備は概ね完了しており、今

後、新たに施設及び工作物が建設される可能性は小さい。補修等のメンテナンスは随時、

行われる予定である。史跡指定地周辺一帯の海域は漁場であるが、指定地内では活発な漁

業活動は行われていない。史跡指定地の東隣、西隣では養殖（区画漁業）が行われている。

　史跡指定地の海域に接する土地は、緩斜面で多くは農地となっているが、耕作されずに

雑種地（草地等）になっている箇所も存在する。なお、史跡指定地に接して東西にはしる

道路のように見えるものは、道路法上の道路とは異なり、海岸保全のための護岸施設の一

部となっている。

２）関連施設

　鷹島神崎遺跡から出土した遺物は、現在、鷹島埋蔵文化財センターで保存処理作業を行っ

ている。また、鷹島埋蔵文化財センターの一角と隣接する鷹島歴史民俗資料館内で、出土

遺物の一部を展示しているが、面積が限られており充分な展示は行えない状況である。

　鷹島埋蔵文化財センター及び鷹島歴史民俗資料館が建つ敷地の一角に鷹島神崎遺跡をの

ぞむ展望所が平成 24 年に完成した。史跡の指定範囲全体を俯瞰することはできないが、

現在、遺跡を展望できる唯一の場所となっている。

神崎港の現況　 神崎港の防波堤の現況　

指定地に隣接する護岸施設と防波堤　 指定地近くに建つ管軍総把印発見地の碑　
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　鷹島埋蔵文化財センター（写真手前）と

　　　鷹島歴史民俗資料館（写真奥）　

鷹島埋蔵文化財センター内で脱塩処理中の出土遺物　

鷹島埋蔵文化財センター内で展示している３号椗　　　 鷹島埋蔵文化財センター内での展示の様子　

平成 24 年に完成した国史跡鷹島神崎遺跡展望所　 国史跡鷹島神崎遺跡展望所から見た風景　
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鷹
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神
崎
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第３章　鷹
た か し ま こ う ざ き

島神崎遺跡を取り巻く環境

１．自然環境

１）地形・地質

鷹島を構成する地質構造の基盤は、佐世保市一帯や松浦市に広く分布している新生代古

第三紀漸新世後期から新第三紀中新世の「佐世保層群」の中の柚木層・世知原層である。

この佐世保層群の上位に、北松浦玄武岩と呼ばれる厚い玄武岩を主とした火山岩が分布し

ている。また、約 1800 万年前のものと考えられる地層（野島層群）が広く分布しており、

地層内からはこれまでに、国内最古級のサイ科化石の骨盤や背骨、肋骨など保存部位が最

も多いものをはじめ、炭獣類（絶滅偶蹄類）の足跡の化石やビーバーやイノシシの仲間の

化石など、このころの大陸と日本とのつながりを示す貴重な陸上哺乳類の化石が多数発見

されている。

　鷹島及び松浦市周辺地域の地形は、大部分が通称「上場」と称される丘陵性の玄武岩台

地からなり、海岸部はリアス式海岸を形成している。柱状節理や海食洞も見られ、特異な

景観を形成しており、その一部が玄海国定公園に指定されている。鷹島も島内のほとんど

を玄武岩が覆い、比較的低位な台形状の溶岩台地が広がっており、最高所は西側に位置す

る標高 117 ｍの牧
まき

の岳
たけ

である。水系は小河川が散在するに過ぎない。

鷹島神崎遺跡の周辺は、海岸に近い低地部が柚木層・世知原層であり、背後の丘陵は北

松浦玄武岩という地質構造である。この玄武岩は、粘着力に富み加工しやすく磨滅の度が

少ないため、永禄年間以降鷹島における石工業の発展の基になった。一方、節理の間に滞

水しやすく地滑り災害の原因になっている。また、佐世保群層から成る柚木層・世知原層

海食崖は浸食されやすく、鷹島神崎遺跡の近隣でも波に浸食されて崩落した海食崖線をみ

ることができる。

鷹島神崎遺跡周辺の地質図

『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』「鷹島の地質図」を参考に作成
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２）気　候

　鷹島を含む松浦市一帯の気候は、最低気温と最高気温の差が小さく、季節風の影響を受

けやすい海洋性気候である。降水量は梅雨期と台風シーズンとなる９月から 10 月に多く、

11 月から２月にかけては少ない。また、８月は雨量に乏しく農作物が旱魃の害を受けや

すい所である。

　弘安の役では暴風雨で、鷹島海底に多くの元船が沈んだことが日本側、元側の史料に記

録されており、鷹島神崎遺跡の調査においても確認された。この暴風雨は台風と推定され

ている。気象庁の「災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりま

とめ資料（平成元年～平成 24 年）」から、平成元年から 24 年までに日本列島に上陸し災

害をもたらした台風のうち、平戸観測所で最大瞬間風速 15 ｍ /s 以上を記録した例を別表

にまとめた。これによると、24 年間で 32 個の台風が観測されており、鷹島を含めた長崎

県北部が台風による影響を受けやすい地域であることが確認できる。

　弘安の役の際の台風（推定）は、発達したまま日本海を北上した文政 11 年（1828）の

シーボルト台風や、昭和 17 年の周防灘台風、平成３年の台風 19 号（りんご台風）に似た

経路だったのではないかと指摘されている（北原・松浦・木村編　2012）。平成３年の台

風 19 号は、9月 27 日に長崎県佐世保市に上陸し、山口県をかすめたあと日本海上を進み、

北海道に再上陸した後、オホーツク海へ進み温帯低気圧になっている。佐世保上陸時の最

低海面気圧 941.1hPa、平戸観測所での最大瞬間風速は 49.5 m/s（風向き北西）であった。

また、シーボルト台風では、出島付近に停泊していたオランダ船や唐船に大きな被害がで

たことが『長崎年表』に記録されている。この台風に遭遇したシーボルトが残した観測記

録から、最低海面気圧は 948hPa 程度と推定されている（北原・松浦・木村編　2012）。こ

れらのことから弘安の役の時に鷹島を襲った台風も、発達したまま日本海を通過した大型

台風で瞬間最大風速も 45 m/s 以上であった可能性が高い。

平成３年台風 19 号の経路図 平成３年台風 19 号の期間内最大瞬間風速図

※気象庁ＨＰ「災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料（平成元年～平成24年）」より
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平戸観測所で最大瞬間風速 15m/s 以上を観測した台風一覧（平成元年～平成 24 年）

年 名　　称 上陸日 上陸地点
最低海面
気圧 hPa

最大瞬間風速 m/s

平成 元 年 台風 11 号 ７月 27 日　鹿児島県大隅半島付近 991.3 34.1（南東）

台風 17 号 ８月 27 日 高知県室戸市付近 997.5 19.1（北北西）

台風 22 号 ９月 19 日 鹿児島県大隅半島付近 1002.7 18.3（北北西）

平成 ２ 年 台風 19 号 ９月 19 日 和歌山県白浜町付近 998.9 26.1（北）

台風 20 号 ９月 30 日 和歌山県白浜町付近 1008.1 18.0（北）

平成 ３ 年 台風 19 号 ９月 27 日 長崎県佐世保市付近 953.7 49.5（北西）

平成 ４ 年 台風 10 号 ８月　８日 熊本県玉名市付近 988.6 38.2（北北西）

平成 ５ 年 台風　６号 ７月 30 日 長崎県長崎市付近 989.5 23.2（北北西）

台風 13 号 ８月  ３日 鹿児島県薩摩半島南部 993.1 24.1（北）

平成 ６ 年 台風 26 号 ９月 29 日 和歌山県南部 1002.1 27.2（北）

平成 ８ 年 台風 12 号 ８月 14 日 熊本県熊本市付近 981.8 33.3（北）

平成 ９ 年 台風　８号 ６月 27 日 長崎県西彼杵半島 982.0 26.8（北）

台風　９号 ７月 26 日 徳島県阿南市付近 997.6 20.1（北）

台風 19 号 ９月 16 日 鹿児島県枕崎市付近 995.2 27.6（北）

平成 10 年 台風 10 号 10 月 17 日 鹿児島県枕崎市付近 993.2 17.4（北）

平成 11 年 台風 18 号 ９月 24 日 熊本県北部 982.4 29.0（北）

平成 13 年 台風 11 号 ８月 21 日 和歌山県田辺市付近 995.8 15.8（北北西）

平成 15 年 台風 10 号 ８月  ８日 高知県室戸市付近 989.2 24.0（北北西）

平成 16 年 台風　６号 ６月 21 日 高知県室戸市付近 991.2 22.2（北）

台風 10 号 ７月 31 日 高知県西部 1000.6 17.1（北）

台風 15 号 ８月 16 日 青森県津軽半島 988.7 34.5（南南西）

台風 16 号 ８月 30 日 鹿児島県串木野市付近 976.6 42.4（北）

台風 18 号 ９月 ７日 長崎県長崎市付近 960.4 32.7（西北西）

台風 21 号 ９月 29 日 鹿児島県串木野市付近 1005.0 26.9（北北西）

台風 22 号 10 月  ９日 千葉県伊豆半島 1004.8 18.3（北）

台風 23 号 10 月 20 日 高知県土佐清水市付近 995.3 32.7（北）

平成 17 年 台風 14 号 ９月  ６日 長崎県諫早市付近 971.2 34.8（北）

平成 18 年 台風 13 号 ９月 17 日 長崎県佐世保市付近 966.3 36.9（北）

平成 19 年 台風　４号 ７月 14 日 鹿児島県大隅半島 982.8 25.7（北北西）

平成 21 年 台風 18 号 10 月  ８日 愛知県知多半島付近 1002.3 25.8（北）

平成 23 年 台風 12 号 ９月  ２日 高知県東部 994.9 24.1（北）

台風 15 号 ９月 21 日 静岡県浜松市付近 1001.1 23.6（北）

※日本列島に上陸し、災害をもたらした台風のみ記載　
　最低海面気圧、最大瞬間風速は平戸観測所の観測データを記載
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３）植　生

　鷹島の現存植生は常緑広葉樹林域（ヤブツバキクラス域）の代償植生であるシイ・カ

シ、マテバシイ－ハクサンボク群落を基盤として、畑地雑草群落、水田雑草群落等の耕作

地植生が混在する構成となっている。鷹島神崎遺跡の北側に隣接する陸地部分は畑地雑草

群落、水田雑草群落から成る耕作地が広がっているが、近年の農業従事者の高齢化を反映

してか、耕作放棄地のようになった田畑も存在する。一部ではタケ、ササ類が繁茂して藪

化へ向かう様子も見られ、周辺の環境保全の上で課題となることが懸念される。

鷹島神崎遺跡周辺の植生図

鷹島神崎遺跡周辺の植生 鷹島神崎遺跡に隣接した水田の様子

昭和 61 年環境庁発行　現存植生図　伊万里・唐津編 1/50000 を修正・加筆

シイ・カシ萌芽林

マテバシイ -ハクサンボク群落

常緑果樹園

畑地雑草群落

水田雑草群落

市街地
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４）海域の環境

（１）伊万里湾の概況

鷹島が立地する伊万里湾は、面積 120 ㎢、湾内最大水深は 56 ｍ、湾口幅 4.2 ㎞である。

伊万里湾の範囲は佐賀県唐津市肥前町宮崎鼻と松浦市鷹島町小浦埼を結ぶ線、同町女瀬埼

と星鹿町青島東端を結ぶ線、同島南西端と星鹿町津崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた

海域が指定されている。面積 120 ㎢に対し三つの湾口部（それぞれ幅約１km、1.5km、４

km）のみで外海と接続する閉鎖性の強い湾で、環境庁が定めた閉鎖性海域 81 カ所の一つ

に数えられている。湾内には、福島をはじめ大小多数の島が存在し、複雑な地形を形成し

ている。平均水深は約 23 ｍと浅く、湾内はほぼ水深 50 ｍ以浅であり、湾口部で最も深く

なっている。福島より湾奥部では水深 20 ｍ以浅となっている。この伊万里湾は、松浦半

島からさらに突き出た松浦市西部の星鹿半島と東松浦半島に挟まれており、北には鷹島が

位置している。このことにより伊万里湾は、鷹島方面からの北及び北西方向からの風を避

けるには最適の場所であり、台風の接近時には、多くの外国船を含む船舶が一時避難でき

る良好な海域である。

　海上保安庁第七管区海上保安本部が、平成 15 年 10 月 14 日から 10 月 30 日まで、潮流

の流速を観測した結果では、伊万里湾内ではさほど大きくなく、その周辺部では島と島の

間等のような狭隘部を除き、1.0km を越えることはまれであるが、伊万里湾周辺部では、

潮流に恒流（潮流以外の平均的な流れ）成分が加わることにより、1.0km 以上の流速が見

られることがあることが報告されている。また、潮流の流向は基本的に１日２回入れ替

わるが、鷹島の北側にあたる伊万里湾周辺部の付近では日潮不等が特に大きく、夏・冬

（春・秋）季の大（小）期には一日１回のみとなる日もあることが観測された（海上保安

庁　2004）。

　また、南向きの風が連吹した場合は、鷹島南西部の流速が弱まり、外海との海水交換が

抑制されること、それに加え、鷹島南部及び南東部の流速が弱まり、流れが停滞すること

も明らかにされている（鈴木・西田　2008）。

　こうした海域の環境条件から、伊万里湾では赤潮が発生しやすく、近年その抑制が大き

な課題となっている。

恒流図 大潮最大潮流図
（流速の単位：ｋｎ）
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（２）鷹島海底遺跡周辺の海底地形

　鷹島海底遺跡周辺では、平成 17 年度から 22 年度に高精度高密海底地形・地質調査を

行った。その結果、鷹島海底遺跡周辺の海底地形は鷹島南岸の沿岸域（極浅海域）付近を

中心に分布する隆起部と、その沖に広がる平坦な海底（平坦地形）平坦地形を切って発達

するチャネル地形（溝地形）及び沿岸域と平坦地形間の斜面から構成されることが明らか

になった。

　隆起部の多くは沿岸域、特に鷹島南西の床浪地区で顕著に発達する。また、チャネル地

形を挟んで、その南東にも同様の隆起地形が認められる。神崎港の前面や鵜ノ鼻沖にも大

規模な隆起部が見られ、神崎港沖では南南西方向、長さ１㎞、最大幅約 400 ｍの規模をも

つ隆起部が認められる。

　平坦面は全体として南西へと緩やかに傾斜しており、平坦地形面上には小規模な突起物

が各所に見られる。その多くは隆起部周辺にあるが、隆起部から離れた箇所にも分布して

いる。

　チャネル地形は最終氷期（18,000 年前）以降の陸上河川の残存地形（旧河道）と考え

られ、おそらく西に向かって流れていたと思われる。チャネル地形は極めて平坦、平滑で

あり平均幅約 400 ｍである。チャネル地形は鷹島神崎遺跡が位置する神崎から浦下浦沖で

沖積層の埋積の結果不鮮明となり、これより東側で再び鮮明になる。神崎から浦下浦沖付

近の水深は 31 ｍから 34 ｍで、東西のチャネル地形より約 10 ｍ浅くなっている。

　神崎港を含め沿岸部に発達するそれぞれの湾は、溺れ谷地形の谷頭部と見られ、沖の平

坦面やチャネル地形へと続いている。

　鷹島神崎遺跡が位置する神崎港周辺では、南へ向いた小規模な谷地形の谷頭に位置し、

谷地形は島からの斜面基部にある東南東を向いたさらに大きな谷に水深 25 ｍで漸移する。

出口付近にある防波堤の前面と背後には浚渫によると思われる窪みが認められる。防波堤

の西側にある斜面上と斜面基部周辺には多数の突起物が見られ、防波堤東端の北の海底に

は、幅 30 ｍの規模を持つ陸上からの土砂かと思われる海底の被覆層が分布している。防

波堤より南の谷斜面は極めて平滑で、堆積物流動の痕跡や突起物は見られない。

（３）鷹島海底遺跡周辺の地質

　伊万里湾の基盤は砂岩頁岩の佐世保層群である。この佐世保層群は第四紀更新世末期の

ウルム最大氷期（約 18,000 年前）の海水面低下により、陸上となった面であると考えら

れている。陸上期に浸食されて形成されたチャネルや溺れ谷には基底礫が堆積層となって

分布しており、層厚は溺れ谷で 5ｍから 15 ｍ、チャネルで平均 15 ｍである。

　鷹島神崎遺跡が位置する神崎港周辺では、基盤面の上にシルト層が堆積していること

が、発掘調査により明らかになっている。
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２．社会的環境

１）鷹島の現状

（１）鷹島の概況

　鷹島神崎遺跡が位置する鷹島は、長崎県北松浦郡鷹島町として鷹島、黒島を行政区域と

していたが、平成 18 年１月１日、松浦市・福島町と合併（新設合併）し、現在は長崎県

松浦市鷹島町となっている。人口は 2,289 人、世帯数 967（平成 26 年１月１日現在　住

民基本台帳）である。トラフグ養殖やマグロ養殖、豊富な魚種を誇る水産業、葉たばこや

露地園芸野菜等の栽培を中心とした農業、伝統ある石工業が基幹産業となっている。

（２）人口動態

　鷹島の人口は昭和 35 年の 5,627 人（昭和 35 年国勢調査データ・長崎県統計「市町村別

人口の推移」より）をピークに減少を続けており、平成 26 年の住民基本台帳による人口

はピーク時の 41％となっている。

　なお、松浦市の人口も鷹島と同じような推移をたどっており、平成 22 年の国勢調査の

人口（25,145 人）は、ピーク時の昭和 35 年の人口（60,912 人）の 41％である。
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・鷹島の人口推移（昭和 30 年～平成 22 年）長崎県統計「市町村別人口の推移」より

・松浦市の人口推移（昭和 30 年～平成 22 年）長崎県統計より
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　また、年齢別人口構成を見ると、昭和 55 年の国勢調査時には 13％だった 65 歳以上の

老年人口が、平成 22 年には 39％に増加している。反面、15 歳から 64 歳の生産年齢人口

は 64％から 49％に減少しており、急激に高齢化が進んでいることがうかがえる。

こうした状況への対応策として、鷹島町では交通の利便性を図るために、「鷹島肥前大

橋」の開通、慢性的な水不足を解消するための「鷹島ダム」の建設、元
げんこう

寇の島の歴史を観

光活性化に結び付けるための「鷹島モンゴル村」の開設を３大プロジェクトとして推進し

てきた。

　このうち「鷹島モンゴル村」は、平成５年に開設し、鷹島観光の拠点として親しまれて

いる。また、国内初の海中ダムである「鷹島ダム」は昭和 61 年に事業に着手し、平成６

年に完成した。平成 21 年にはプロジェクトの最後を飾る「鷹島肥前大橋」が、佐賀県唐

津市肥前町との間に開通し、九州地方の中心都市福岡県福岡市から自動車を利用して約 1

時間 30 分から２時間でアクセスできるようになった。しかし、依然として過疎化・高齢

化の状況は厳しいものがあり、鷹島肥前大橋の開通と元寇の島の象徴である鷹島神崎遺跡

を活かした交流人口の増大が期待されている。

鷹島肥前大橋開通後の観光客数の推移（長崎県観光統計より）

年（１月～ 12 月） 観光客延数（人） 前 年 比（％） 増 減（人）

平成 21 年 1,060,757 　155.6 　　　645,756

平成 22 年 　750,972 △ 29.2 　　△ 309,785

平成 23 年 　657,751 △ 12.4 　　△ 　93,221

平成 24 年 　715,726 　　8.8 　　　 　57,975
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２）鷹島神崎遺跡の活用状況

　現在、松浦市で行っている鷹島及び鷹島神崎遺跡関連の事業は以下の表の通りである。

｢ 元寇の島 ｣ としての歴史は鷹島の貴重な「文化資源」であり、合併前の鷹島町時代の

３大プロジェクトである「鷹島モンゴル村」「鷹島ダム」「鷹島肥前大橋」も、鷹島海底遺

跡の発見を契機としている。

鷹島モンゴル村は、鷹島肥前大橋が開通した平成 21 年には約 53 万人の観光客を集め

た。架橋効果が一段落した平成 24 年度の利用者数は 62,450 人（平成 24 年長崎県観光統

計調査報告書より）であるが、鷹島の有数の観光スポットとなっており、毎年秋にはモン

ゴル祭りを開催している。松浦地域一帯で農漁村の民泊や体験ツアーを展開している一般

社団法人まつうら党交流公社でも、鷹島の教育旅行プログラムの一つとして、鷹島元寇史

跡探訪を実施している。

このように、元寇の島としての歴史・文化は、島の誇りであるとともに島を活性化する

要としての役割を果たしてきた。一方、全国的に少子高齢化が進む中で、松浦市街地及び

鷹島も人口流出の抑制や交流人口の増加が大きな課題となっている。

　こうした中で、平成 21 年度の鷹島肥前大橋の開通と、平成 23 年秋の元の沈没船の発見、

平成 24 年の鷹島神崎遺跡の国史跡の指定は、松浦市及び鷹島で地域活性化の契機として

大きな期待を集めており、市役所内部でも「鷹島神崎遺跡保存活用協議会」を設置し、鷹

島神崎遺跡を地域振興に活かすため、関係各課の話し合いを行っている。

主な活用事業一覧

事業名 内　容 担当部局

モンゴル祭り
鷹島特産・農水産物即売・石加工製品展示販売、各種

イベント
観光物産課

民泊体験・ゲル活用 ほんなもん体験、鷹島モンゴル村などで実施 観光物産課

宿泊研修
小学４・５・６年生を対象に実施される泊まり込み通

学合宿の際に鷹島と蒙
もうこしゅうらい

古襲来について講話を実施
生涯学習課

史跡めぐり
市内外から参加者を募り、ウォーキングで史跡めぐり

を実施
生涯学習課

ミュージカル
小学生による蒙古襲来を題材としたミュージカルを実

施
生涯学習課

出前講座・出前授業
鷹島海底遺跡から引き揚げられた遺物等を実際に手に

してもらうなど、郷土愛を醸成するよう講話を実施
学校教育課

学習発表会
小学校において、蒙古襲来を題材とした学習発表会を

実施
学校教育課

保存処理入門教室
海から引き揚げられた遺物の保存処理を想定し、保存

処理作業を体験
文化財課

特別授業
小・中学生を対象に鷹島神崎遺跡の発掘調査につい

て特別授業を実施
文化財課
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３）関連法令

（１）鷹島神崎遺跡に係わる法令

　鷹島神崎遺跡に係わる法令は、漁港法を除き鷹島海底遺跡に係わる法令と同様である。

ただし、文化財保護法で鷹島海底遺跡は「周知の埋蔵文化財包蔵地」としての適用である

が、鷹島神崎遺跡は「史跡」としての規定が適用される。また、史跡内は共同漁業権（第

１種、第２種）が設定されているが、区画漁業権（第１種）は設定されていない。

（２）鷹島海底遺跡に係わる法令

　鷹島神崎遺跡を内包する鷹島海底遺跡に係わる法令は下の一覧の通りである。神崎港及

び床浪港の港湾区域は、港湾法第２条第２項における地方港湾となっている。原
はる

港及び三

里港は港湾法第 56 条における港湾区域の定めのない港湾となっている。また、殿ノ浦漁

港、船
ふ な と う づ

唐津漁港の範囲は漁港法による第１種漁港である。海岸保全区域に指定されている

海岸部は海岸法の適用範囲となる。

　鷹島周辺の海域は、漁業法第６条第２項による共同漁業権（第１種、第２種）が新松浦

漁業協同組合に設定されており、鷹島海底遺跡の範囲は全域がこの中に含まれる。また、

これとは別に区画漁業権（第１種）が設定されている所が存在する。この他、神崎港の東

半部から東側は自然公園法に基づく国定公園（玄海国定公園）の区域となっている。

　なお、鷹島神崎遺跡を含む鷹島海底遺跡及び周辺からの出土遺物については、遺失物と

なり、遺失物法の適用を受けることとなっている。

鷹島神崎遺跡・鷹島海底遺跡関連法令一覧

関連法令 対象地 管理者 主務省庁

文化財保護法

・国史跡鷹島神崎遺跡指定範囲

　（約 384,000 ㎡）

・周知の埋蔵文化財包蔵地である鷹島海底

遺跡範囲（約 150 万㎡）

松浦市 文化庁

港湾法
神崎港港湾区域、原港公告水域、床浪港港

湾区域、三里港公告水域
長崎県 国土交通省

漁港漁場整備法 殿ノ浦漁港範囲、船唐津漁港範囲 松浦市 水産庁

海岸法
鷹島海底遺跡海岸部のうち、海岸保全区域

に指定された範囲
長崎県 国土交通省

漁業法 鷹島町周囲 500 ｍ～ 1600 ｍの範囲　　 新松浦漁協 農林水産省

自然公園法 神崎港東半部（約 101.58 ㎢） 長崎県 環境省

遺失物法 鷹島海底遺跡及び周辺地 警察庁

※網掛け箇所は鷹島神崎遺跡、鷹島海底遺跡共通の法令
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鷹島町内各種指定区域図

平成 14 年作成長崎県北振興局田平土木事務所管内図 1/50000 を修正・加筆
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共同漁業魚場図

長崎県北共第 12 号漁場図 1/50000 を修正・加筆
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関連法令事項の概要

名　　称 法令 概　　要 主な規制等

史跡
文化財保

護法

文部科学大臣は、記念物のうち

重要なものを史跡、名勝又は天

然記念物（以下「史跡名勝天然

記念物」と総称する。）に指定す

ることができる。（法第 109 条第

１項）

史跡名勝天然記念物に関しその現状

を変更し、又はその保存に影響を及

ぼす行為をしようとするときは、文

化庁長官の許可を受けなければなら

ない。　　　　　

周知の埋蔵文化

財包蔵地

文化財保

護法

埋蔵文化財を包蔵する土地とし

て周知されている土地（法第 93

条第１項）

発掘調査を行う場合は、書面をもっ

て、着手 30 日前までに文化庁長官に

届け出なければならない。また、土

木工事その他埋蔵文化財の調査以外

の目的で、発掘しようとする場合は、

着手 60 日前までに届け出なければな

らない。

海岸保全区域 海岸法

津波、高潮、波浪その他海水又

は地盤の変動による被害から海

岸を防護し、国土の保全に資す

る必要があると認められる海岸

の一定区域。都道府県知事が指

定を行う。陸地側は満潮時の水

際線から、水面においては干潮

時の水際線からそれぞれ 50 ｍ以

内が基準となっている。

次に掲げる行為をしようとする場合

は原則として海岸管理者の許可を受

けなければならない。

・土石（砂を含む）を採取すること

・保全区域内の施設等において、他の

 施設等を新築又は改築すること

・土地の掘削、盛土、切土等の行為を

 すること。

神崎港平面図

長崎県港湾台帳神崎港海岸平面図 1/6000 を修正・加筆
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名　　称 法令 概　　要 主な規制等

地方港湾 港湾法

法第２条第２項における重要港

湾以外の港湾。重要港湾が国際・

国内海上輸送網の拠点として位

置づけられているのに対し、地

域の海上交通拠点としての性格

が強い。

備えるべき港湾施設等は必ずしも法

令等で明示されていない（重要港湾

に比較して小規模なものが主流）。

第１種漁港
漁港漁場

整備法

法第５条における第１種漁港。

利用範囲が地元の漁業を主とす

るもの。

漁港の区域内の水域又は公共空地に

おいて、工作物の建設若しくは改良

（水面又は土地の占用を伴うものを除

く。）、土砂の採取、土地の掘削若し

くは盛土、汚水の放流若しくは汚物

の放棄又は水面若しくは土地の一部

の占用（公有水面の埋立てによる場

合を除く。）をしようとする者は、漁

港管理者の許可を受けなければなら

ない。　　　　　　　　　　

共同漁業権
漁港漁場

整備法

一定地区の漁民が一定の漁場を

共同に利用して漁業を営む権利。

鷹島周辺の海域では次の漁業が

行われている。

第１種：藻類、貝類、いせえび、

うに、なまこ、タコ等、

農林水産大臣が指定する

定着性の水産動植物を対

象とする漁業

第２種：網漁具を固定して来遊

する浮魚をとる漁業

・漁業を営む権利を侵害する行為につ

 いては、法第 143 条に基づく漁業権

 侵害罪が適用される。

・漁業権の譲渡は、例外的な移転を除

 いて禁止されている。

区画漁業権 漁業法

一定の区域内で水産動植物の養

殖業を営む権利。鷹島神崎遺跡

周辺では第１種区画漁業（一定

の水域内において石、かわら、竹、

木等を敷設して営む養殖業）が

行われている。

同上

国定公園
自然公園

法

国立公園に準じる景勝地として

自然公園法に基づいて環境大臣

が指定した公園

工作物の新築・改築・増築、鉱物の

掘採、土石の採取、水面の埋立・干

拓等を行う場合は、都道府県知事の

許可又は届出が必要
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（３）史跡指定地周辺の土地に関する関連法令

　史跡指定地の海域に接する土地（陸域部）は、農林水産省所管の地すべり指定区域と

なっており、地すべり等防止法の適用を受ける。

　なお、この地域は都市計画区域外であるが、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）

が定める農業振興地域となっている。

関連法令一覧

関連法令 対象範囲 管理者 主務省庁

地すべり等防止法 神崎地区（182,000 ㎡） 長崎県 農林水産省

農業振興地域の整備に関する法律 　 松浦市 農林水産省

関連法令事項の概要

名　　称 法令 概　　要 主な規制等

地すべり指定区

域

地すべり等防

止法

地すべりによる崩壊を防止す

るため、必要な施設（排水施

設、擁壁等）を設置するとと

もに、一定の行為を制限する

必要がある土地。農林水産大

臣又は国土交通大臣が指定を

行う。

行為を行う場合は都道府県知事の

許可が必要

・地下水を誘致し、又は停滞させ

 る行為で地下水を増加させる。

・地下水の排除を阻害する。

・地下水を放流し、又は停滞させ

 地表水の浸透を助長する。

・のり切、切土

・工作物の新築、改築等

農業振興地域

農業振興地域

の整備に関す

る法律

自然的経済的社会的諸条件を

考慮して総合的に農業の振興

を図ることが必要であると認

められる地域

農業振興地域の農用地区域内の農

地（いわゆる農振青地）は、公益

性の高い事業の用に供する場合等

を除いて、原則として農地からの

転用及び農振除外（農用地区から

の除外）は不許可。ただし、農地

以外に転用された土地の権利を取

得するものが自治体（都道府県、

市町村）である場合は転用許可は

不要。農振除外の手続きは必要
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（４）その他関連する条約等

①水中文化遺産の保護に関する条約

　水中文化遺産の保護に関する条約（Convention on the Protection of the Underwater 

Cultural Heritage）は、沈没船や海底遺跡などの水中文化遺産の保護を目的とした国際

条約である。2001 年の国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）総会で採択され、批准国

の数が所定の数（20 カ国以上）に達したため、2009 年 1 月より発効された。現在は 45 カ

国が批准している。

　この条約が制定された背景には、国の管轄権を超える領海外の海域に存在する水中文化

遺産について、同条約採択まで特に定まった国際ルールが存在しなかったことから、伝統

的な「公海自由の原則」のもとで、無主物、遺失物として「発見者原則」の適用の下に置

かれ、遺産の文化的価値やその保護を無視した、商業的な海の宝探しと引き揚げが横行し

ていたことがあった。同条約はこうした行為を規制し、水中文化遺産を人類の共同財産と

して保護するための国際ルールを定めている（付編参照）。

　条約では、少なくとも 100 年間水中にある文化遺産を水中文化遺産と定義して保護の対

象とし、現状での保全を優先とすること、専門家による非破壊的手法による調査や、複数

の国が関わる水中文化遺産に対する情報共有、共同調査、共同研究の推奨、商業目的によ

る利用の禁止等を定めている。また、領海、排他的経済水域、深海底などの区域ごとに保

護措置を規定している。

　日本は、現時点では排他的経済水域の沿岸国の管轄権についての問題等から、この条約

を批准していないが、今後、水中文化遺産保護についての理念や諸活動の規則について

は、この条約が国際基準となることが予想される。

（５）その他関連する法令等

①遺失物法

　一般に遺跡（埋蔵文化財包蔵地）を含む土地からの出土品は、遺失物法に基づいて発見

者が「埋蔵文化財発見届」を警察署に提出し、それが文化財と認められたときは、警察署

長がその埋蔵物が発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会に提出することになっ

ている。埋蔵物を提出された都道府県教育委員会は、その埋蔵物が文化財であるか鑑査

し、文化財と認定した出土文化財（出土品のうち、文化財認定されたもの）は、警察署長

が行う公告期間中（６カ月）に持ち主が現れない場合、都道府県に所有権が属すことになっ

ている。鷹島神崎遺跡、鷹島海底遺跡の出土品もこの規定により、長崎県が所有すること

となり、松浦市は長崎県へ譲与申請を経て松浦市所有となっている。

一方、先述した水中文化遺産の保護に関する条約では、領海内の水中文化遺産に対して

沿岸国が権限を持つが、沈没船などが他国からのもの、または、文化・歴史・考古学的つ

ながりがある場合はそれぞれの国に報告をするべきであり、調査協力を要請することを勧

めている。

　鷹島神崎遺跡、鷹島海底遺跡の遺物についても、今後、中華人民共和国やモンゴル等と

の国際協力が重要になると考えられる。
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第４章　鷹
た か し ま こ う ざ き

島神崎遺跡に関する歴史的調査

１．モンゴル帝国の概要

　モンゴル帝国は、モンゴル

高原の遊牧民を統合したチン

ギス・カンにより、1206 年に

創設された遊牧国家である。

キヤト族という一部族の長に

すぎなかったチンギス・カン

は、次々と他のモンゴル部族

を従えて遊牧民族の統一に成

功し、1206 年全モンゴル民

族の長として最高の位である

ハーンの位に就き、チンギス・

ハーンと名乗った。

遊牧民の特性を活かした機動力に優れたチンギス・ハーンの騎馬軍団は、中央アジアの

諸民族を征服し、西アジアに遠征して、やがてヨーロッパをも脅かすようになった。

第２代モンゴル皇帝となったオゴタイの時代には、モンゴル高原の中央部に首都カラコ

ルムを建設し、中国の南宋及びアジア北西のキプチャク草原とヨーロッパに対する遠征軍

が派遣された。南宋に対する遠征軍は司令官の急死により失敗したが、キプチャク草原・

ヨーロッパの遠征軍は遠征先の諸国を次々と征服し、東ヨーロッパを席捲し西ヨーロッパ

にまで迫った。また、高麗やイラン、インドなどにも遠征軍が派遣され、モンゴル帝国は

膨張を続けた。オゴタイの死後、皇帝位をめぐる対立が起こり、特に第５代皇帝の座を

巡っては、フビライとアリク・ブケの両者が、それぞれの勢力を背景に共に皇帝に即位し、

モンゴル帝国内に二人の皇帝が並存し、モンゴル帝国史上初めて皇帝位を武力争奪する事

態となった。この争いは生産力に勝る中原地域を抑えていたフビライがカラコルムのアリ

ク・ブケに勝利し、1265 年にモンゴル皇帝の位は再び統合された。しかし、この過程で

フビライの宗主権を認めず、離反して自立する勢力が出現するなど、モンゴル皇帝のモン

ゴル帝国全体に対する統率力は減退し、従来の帝国全体の直接統治は不可能になった。代

わって各地に分立したチンギス・ハーンの子孫の王族たちが支配する国（ウルス）が、モ

ンゴル皇帝の宗主権を仰ぎながら緩やかな連合体を成す連合国家へ移行していった。

フビライ・ハーンは 1271 年に首都をカラコルムからはるか南東の大都（現在の北京）

に移し、連合国の中核であるモンゴル皇帝直轄の国号を大元大モンゴル国（元）と改称し

た。14 世紀初頭には、帝国は東アジアの大元国、中央アジアのチャガタイ・ハーン国、

キプチャク草原のキプチャク・ハーン国、西アジアのイル・ハーン朝の４大政権からなる

緩やかな連合国家に再編された。その後も皇帝を頂点とする緩やかな連合体としての帝国

は存続するが、フビライの次に皇帝に即位したテムルの死後、君主位を巡る対立と抗争

『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』より転載

モンゴル帝国範囲図
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が相次ぎ、ペストの大流行をはじめ疫病と天災の続発で、帝国の安定は失われていった。

1351 年に起こった紅巾の乱によって経済の中心地であった江南を失い、1368 年、ついに

紅巾党の首領のひとりであった朱元璋の立てた明によって中国を追われ、大元国は消滅し

た。

２．蒙
もうこしゅうらい

古襲来時の中国大陸・朝鮮半島の状況

１）中国大陸の状況

　チンギス・ハーンがモンゴル高原を統一し、勢力拡大をはじめた 13 世紀初頭の中国大

陸は、華北に金、華南に南宋、西北部に西夏が存在する状況であった。チンギス・ハーン

はモンゴル高原統一の過程で軍事制度を整備し、金への遠征を視野に入れていたが、その

前段階として 1205 年に第１次西夏遠征、1207 年に第２次西夏遠征、1209 年に第３次西夏

遠征を行った。この戦いでモンゴル軍は西夏にモンゴルの宗主権を認めさせ、後顧の憂い

を無くした上で、1211 年に金と開戦した。金に勝利したモンゴル帝国は華北の大半を手

中にし、東アジア諸国の力関係は激変した。1230 年から 1234 年の第２次対金戦争では、

南宋と同盟を結び黄河の南で命脈を保っていた金帝国を滅ぼした。その後、南宋政府が中

原回復を掲げ、協定を破り洛陽と開封を奪回したことを契機に、1235 年南宋に攻め込んだ。

南宋との戦いは長期に及んだが、1273 年に南宋の国土防衛の拠点である襄
シアンヤン

陽を５年間に

わたる包囲戦（襄陽・樊
ファンチョン

城の戦い）で陥落させると、1276 年フビライ・ハーンは 40 万人

の大軍で南宋の首都臨
リンアン

安（現在の杭
ハンヂョウ

州）を陥落させ、南宋を滅ぼした。1279 年には香港

崖
がいざん

山島で南宋の遺臣軍を滅ぼし、名実ともに中国を統一した。

２）朝鮮半島の状況

　朝鮮半島を統治していた高麗王朝は、モンゴル帝国に朝貢していたが、1225 年にモン

ゴル使節が殺害される事件が起きた。この時はチンギス・ハーンが西夏遠征中であったた

め、モンゴル帝国はすぐには行動を起こさなかったが、チンギス・ハーンの後に第２代モ

ンゴル皇帝の位についたオゴタイ・ハーンは、1231 年高麗に対して、使者殺害を詰問す

る国書を送り、高麗侵攻を開始した。この時の侵攻で、高麗の首都開
ケ ソ ン

城はモンゴル軍に攻

略されて陥落し、高麗王朝はモンゴル帝国に講和を求めた。これに対しモンゴル帝国側

は、１万枚の毛皮、２万頭の馬、大量の奴隷など膨大な貢物を要求し、高麗が講和条件を

守るかを監視させるため、開城とその他の都市に 72 人の統治官を配置した。講和条件の

順守は不可能と判断した高麗王朝は 1232 年に統治官全員を殺害し、開城の民を引き連れ

京
キ ョ ン ギ ド

畿道沖にある江
カン

華
ファ

島
ド

に朝廷を移した。国内の船を総動員して兵や軍事物資を江華島へ運

搬し、江華島に強固な砦を築いた。モンゴル帝国側はこうした敵対行為に対して二度目

の侵攻を行ったが、海戦に慣れないモンゴル軍は陸地からわずかの距離の江華島を制圧す

ることができず、処
チョインソン

仁城の戦いで遠征軍の将軍が流矢にあたって戦死したことから、一旦

退却した。しかし、1234 年に金を滅亡させた後は、本格的に高麗制圧を企図し、その後、

第３次侵攻（1235 年）、第４次侵攻（1247 年）、第５次侵攻（1251 年）、第６次侵攻（1254 年）

を行った。度重なる侵攻を受けて高麗の国土は荒廃し、高麗王朝はしだいに交戦不能と

なり、1259 年ついに全面降伏した。その後、降伏を不服とした高麗の軍事組織「三
さんべつしょう

別抄」

が南西の珍
チン

島
ド

に拠ってモンゴル帝国への抵抗を続けたが、高麗王朝・モンゴル帝国連合軍
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に撃破され、済
チ ェ ジ ュ ド

州島に落延びるが、1273 年に済州島も攻め落とされ三別抄の乱は鎮圧さ

れた。

３．蒙古襲来の概要

蒙古襲来というのは、文永 11 年（1274）と弘安４年（1281）の二度にわたる元の日本

に対する侵略を指している。普通一般的には「元
げんこう

寇」という用語が使われているが、鎌倉

時代においては、「蒙古合戦」、「文永十一年蒙古合戦」、「弘安四年蒙古合戦」、「蒙古人合

戦」などと称されている。

１）第１次襲来（文永の役）

遠征前から遠征開始までの状況

一度目の襲来は高麗征服がされた翌年の文永 11 年に行われた。モンゴル帝国は服属し

た高麗を通じて、日本の鎌倉幕府に文永５年以来、三度にわたり使者を送っていたが、鎌

倉幕府はこれを無視してきた。こうした日本側の反応に対して、フビライは高麗に命じて

日本へ派兵する戦艦を造らせ、半島南部を中心に兵站基地を設けて食糧などを供給させ、

日本遠征の準備を進めた。

文永 11 年 10 月 3 日、朝鮮半島の合
ハ ッ ポ

浦（現在の大韓民国馬
マ サ ン

山）から日本遠征軍が出航し

た。フビライの命により日本遠征に赴いた元軍は大小あわせて 900 艘の戦艦、蒙古人・

女
じょしん

真人・金の治下にあった漢人合わせて蒙漢軍の主力 20,000 人、高麗軍 5,600 人、その

他に数多くの梢工・水手などの航海従事者 15,000 人、総兵力約 40,000 人の大軍であった。

対馬・壱岐島・松浦地方来襲

元軍は 10 月５日対馬西海岸の佐須浦（現在の対馬市厳原町小茂田付近）を来襲した。

対馬では守護代宗
そう

助
すけくに

国（資国）が 80 余騎で迎え撃ったが全滅している。対馬を蹂躙した

元軍は 10 月 14 日には壱岐を襲撃している。壱岐では守護代の平
たいらかげ

景隆
たか

ら 100 余騎が奮戦

したが、一族郎党玉砕している。元軍は壱岐から松浦地方に向かい、ここも蹂躙した。対

馬・壱岐・松浦地方の詳しい戦況を伝える一次史料は残っていないが、鎌倉時代末頃の

『八
は ち ま ん ぐ ど う く ん

幡愚童訓』など若干時代が下がる史料によると「16 日 17 日平戸・能古・鷹島辺の男

女多く捕らわる松
ま つ ら と う

浦党敗北す」とある。

博多上陸

元軍は、10 月 20 日に博多湾に達し、早朝から続々と博多湾西側の今津・百
も も ち

道原の海岸

から上陸を始め、これを防ごうとする少
しょうに

弐・大友両鎮
ちんぜい

西奉
ぶぎょう

行指揮下の鎮西御家人の主力と

の間で激しい戦闘が行われている。少
かげすけ

弐景資、菊
き く ち

池武
たけふさ

房、島
し ま づ

津久
ひさ

経
つね

、白
しらいしみち

石通泰
やす

などの鎌倉

幕府軍も勇敢に戦ったが、「てつはう」や鏃に毒を塗った矢など、経験したことのない武

器や戦法に苦戦を強いられ、兵糧等が貯蔵されている水城に後退している。

謎の撤退

博多を制圧した元軍は大宰府攻略が目標であっただろうが、幕府軍を追撃することをせ

ず翌日には撤退したとされている。この戦いで征東左副元帥劉
りゅう

復
ふくこう

亭が負傷するなど『元

史』日本傳には「官軍整わず、又矢尽き」とあり、撤退した原因は遠征軍が混成軍であっ

たため指揮者同士に確執があり、士気も上がらず、蒙古軍の兵が渡洋遠征に不慣れであっ

たこと、武器が尽きたため、神風によるものなど色々な説がある。一方では、今回の日本
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遠征は日本側を交渉の席につかせるために元の戦力と国力の差を見せ付けることが目的

で、最初から徹底攻撃をする意図はなかったとする考えもある。今日では日本遠征軍が

博多湾を出て、高麗へ向けて帰る途中で暴風にあったといわれ、高麗・蒙漢の連合軍約

40,000 人のうち合浦にたどり着かなかった者は『高
こ う ら い し

麗史』によれば 13,500 人余りであっ

たと記されている。総勢の約１／３を失う惨憺たる状態であった。

第１次襲来と鷹島

　文永 11 年に起きた一度目の蒙古襲来時における博多周辺での戦闘状態は『蒙
もうこしゅうらいえ

古襲来絵

詞
ことば

』や『八幡愚童訓』・『東
と う ご く つ

國通鑑
がん

』などによって知られている。鷹島周辺の状態は『八幡

愚童訓』に「鷹島」の地名があり、「男女多く捕わる」とあることから捕虜として連行さ

れたものと思われる。また、「鷹島辺」とあることから鷹島を含む松浦党が割拠していた

松浦地方も襲撃を受けているものと思われる。

２）第２次襲来（弘安の役）

第２次襲来の背景

　南宋を滅ぼしたフビライは、その膨大な経済力を手中に収めるとともに、降伏した南宋

の 400,000 人ともいわれる武将や将兵を元軍の一部として抱えることになった。これほど

の人数の将兵を元軍に抱えることは、膨大な負担となることや社会不安をあおる恐れがあ

るため、旧南宋軍を日本再征軍として「江
こうなん

南軍」を組織したものと考えられる。フビライ

は属国となった南宋の領土の揚
ヤンヂョウ

州・湖
フーナンヂョウ

南州・贛
ガンヂョウ

州・泉
チュエンヂョウ

州の４州に日本遠征のため戦艦 600 

艘の建造、高麗に対しても第１次遠征の時と同じ 900 艘の戦艦の建造を命じている。

第２次日本遠征計画と遠征軍の編成

　第１次日本遠征から６年後の弘安３年６月、フビライは南宋の降将范
はん

文
ぶん

虎
こ

を呼んで日本

遠征の方法を尋ねている。７月には日本遠征のために蒙古人、漢人、高麗人から成る東
と う ろ

路

軍と、南宋の降兵を主体とした江南軍の編成を行った。８月には日本再征に関する作戦会

議で、高麗の合浦から出発する東路軍の 40,000 人と、旧南宋の慶
けいげん

元（現在の寧
ニンポー

波）など

江南の港から出発する江南軍 100,000 人が、壱岐島海域において合流し、日本本土を一気

に攻撃する作戦計画が定められた。出発は弘安４年の５月から６月頃とし、東路軍と江南

軍の両軍の集結は６月中旬と予定された。弘安４年１月４日、フビライは日本遠征軍の諸

将を元の大都（現在の北京）に集め、正式に日本再征の出陣を発令した。

壱岐島から平戸島への集合地の変更

　弘安４年の春、遠征間近の江南軍は、自らの情報収集によって、両軍の集合地は肥前（現

在の長崎県）平戸島が有利と判断し、集合地を壱岐島から平戸島に変更した。その変更の

理由については、平戸島が日本軍の防衛準備地域外にあり、船団の仮泊地に適するという

判断に基づくものであった。また、江南軍は総司令官が出陣を前に病気で倒れ、新たな総

司令官を任命するという予期せぬ事態が起こり、出発予定が大幅に遅れて６月 18 日によ

うやく慶元を出発している。

東路軍による対馬・壱岐島・長門来襲

　東路軍の主力は集合地の変更を知らないまま、予定より早めの５月３日には 900 艘の大

船団が合浦を出航、壱岐島を目指した。巨
コ ジ ェ ド

済島にしばらく滞在したのち５月 21 日には対

馬に来襲、26 日には壱岐島に至り、数カ月前に着任した鎮西奉行少弐経
つねすけ

資の子、資
すけ

時
とき

の
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手勢 100 余騎と交戦し、これを潰滅させている。続いて第１次遠征の経験者の多い東路軍

は、江南軍の到着をまたずに博多への直接攻撃に踏み切った。一説には、まず別動隊 300 

艘をもって長門（現在の山口県）を攻撃し、６月８日から９日にかけて豊前神玉村土井ヶ

浜（現在の下関市豊北町）に 3,500 人の兵力で上陸して、長門守備の幕府軍と交戦したと

伝わる。

博多湾侵入と志賀島来襲

東路軍の主力は、６月６日に博多湾にその姿を現している。偵察行動の結果、幕府守備

隊が博多湾沿岸に沿って以前にはなかった石
い し つ い じ

築地（防塁）が見渡す限り構築され、強固な

防衛陣地で固めていることを知り、同湾の先端部に位置する志
し か の し ま

賀島と能
の こ の し ま

古島沖に錨を下ろ

した。この時、幕府側守備隊は小型の船に分乗して夜襲を敢行している。６月８日、東路

軍は志賀島に上陸し約１週間の戦闘が行われたが、各地で幕府軍の抵抗に遭い、13 日に

は博多湾を退いて壱岐に後退している。この頃、ようやく出発の準備を終えた江南軍は、

別動隊 300 艘を先発させて、集結地変更を東路軍に伝えることとし、主力は平戸島を目指

して慶元を出航している。

壱岐島の戦と江南軍・東路軍の合流

　６月 29 日、東路軍の残存部隊と江南軍の先発隊が壱岐に集結中との知らせを受けた少

弐経資は、海上追撃を決意して博多に集結中の薩摩・筑前・肥後・肥前　の各部隊を指揮

し、壱岐に渡り戦って戦死している。現在残っている軍忠状などによれば、この戦いには

筑前国守護少弐経資らをはじめ、薩摩、肥前の御家人が参加し、７月２日に元軍が戦闘を

離脱して平戸島に向かうまで、追撃を試みている。

　７月上旬、ようやく平戸島付近において両軍の集結を終えた元軍は、全軍の再編成を行

い、元軍 140,000 人・戦艦 4,400 艘の大軍で一挙に博多を経て大宰府を攻め落とすことを

目標とし、７月 27 日には青島水道を通過して鷹島付近に集結した。

鷹島沖海戦と暴風雨来襲

元軍が鷹島に集結中との報告を受けた幕府軍は、７月 27 日・28 日にかけて軍船による

夜襲を敢行し、元軍に多大な損害を与えている。

　彼我の緊張が極限まで高まる中、７月 30 日夜半から強くなった風は、翌閏７月１日に

かけて激しい暴風雨となり、鷹島・平戸周辺に集結していた元軍の船団は次々と沈没し、

海岸にたたきつけられた。

高麗の史料『高麗史』には、一夜明けた惨状を「八月大風にあい、蛮軍（江南軍）みな

溺死す。屍は潮汐にしたがいて浦に入り、浦はこれがために塞がりて、踏みて行くべし」

とある。　

　日本側の史料で『八幡愚童訓』には「残る所の船どもは皆破れて磯に上がり奥に漂い

て、海の面は算を散らすに異ならず。死人多く重なって島の如し」とある。兵士は溺死す

る者が多数を占め、暴風雨の被害から逃れた兵士も逃げ帰る船がないため、それぞれ木を

伐って船を造り、逃げ帰ろうとした。

鷹島掃討戦

これを知った幕府軍は、数百艘の船で鷹島へ渡り、生き残っている元軍を多数殺害し、

2,000 人に及ぶ捕虜を博多まで連行した。連行された捕虜は、蒙古人・高麗人・漢人（金
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朝の支配下にあった中国人や女真人）を博多で殺害し、漢人と区別して南人といわれた南

宋人は唐人と称され殺害されず奴隷とされたといわれている。

この鷹島付近の残敵掃討戦の模様を、肥後国御家人竹
たけさきすえなが

崎季長は戦後に自らが指図して描

かせた『蒙古襲来絵詞』では、「鷹島の西の浦（現在の鷹島町阿
あ お う う ら

翁浦）から破壊をまぬが

れた船に元の兵士がたくさん乗り込んだが、身分の高い将兵が彼らを払いのけて逃げ帰っ

ている」、「払いのけられた者は雑兵で、船に乗ったものはおもだったものでしょう。これ

をひとりでもよいから討ち取りたいものです」と記している。

蒙古襲来と鷹島海底遺跡

　元軍は幕府軍の掃討作戦にあって壊滅的打撃を被り、フビライの第２次日本遠征計

画は不成功に終わった。その損害状況を『東國通鑑』は、「日本遠征に参加して帰還

しなかった者は、元軍（蒙漢軍と蛮軍）十万有余人、高麗軍七千余人」と記してい

る。また、『高麗史』には「東征軍九千九百六十名梢工水手一万七千二十九名其生還者

一万九千三百九十七名」とある。世界史上最大の海難事件であった。

　蒙古襲来の最後の舞台となった鷹島では、その後、海底より地元漁師等によって「トー

ツボ」と呼ばれる壺類や碇石など、蒙古襲来に関係すると思われる遺物がしばしば引き揚

げられてきた。また、島内には蒙古襲来に関係する地名や伝承が数多く存在している。こ

うしたことから、鷹島周辺の海域が「弘安の役」の様相を示す海底遺跡が埋蔵されている

場所と見做され、昭和 55 年度以来の調査により、鷹島神崎遺跡が海底遺跡として初めて

の国の史跡となった。

第１次蒙古襲来経路　合浦→対馬→壱岐（一部、平戸・能古・鷹島）→博多

第２次蒙古襲来経路　東路軍：合浦→対馬→壱岐→長門・博多湾（志賀島）→壱岐→鷹島

　　　　　　　　　　江南軍：慶元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別働隊 300 艘 本隊合流

蒙古襲来経路図
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３）蒙古襲来後の状況

　フビライは失敗に終わった第２次日本遠征後、第３次日本遠征を計画した。しかし、高

麗内外を中心に起こった内乱（ナヤン・カダアンの乱）や、モンゴル帝国第４代皇帝・モ

ンケの時代から服属していたベトナム北部の陳朝の反乱と、これにつづく遠征の失敗（白

藤江の戦い）などもあり、第３次日本遠征はついに実行されなかった。

　元は中国統一後に日本遠征を含めて、ビルマ、ベトナム、ジャワ、瑠求（リュウキュウ・

沖縄または台湾）、日本（九州）から東南アジアの地域に侵攻するようになった。近年、

こうした侵攻はフビライがモンゴル帝国の陸上の物流ネットワークに加えて、海洋ネット

ワークの形成を図ろうとしたという説も出されている（杉山　1995）。

モンゴル帝国の侵攻
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４．モンゴル帝国及び蒙古襲来の歴史的位置づけ

１）モンゴル帝国の位置づけ

史上初めて、ユーラシア大陸を横断する帝国を作り上げたモンゴル帝国は、世界史の上

に様々な影響を与えた。主な影響として以下のような点が指摘されている（杉山・北川　　

1997）。

ａ．ユーラシア大陸にまたがる帝国を築き、商業ルートを抑えて国際商業を振興し管理す

る政策を遂行したため、ユーラシア大陸東西の貿易と交流が以前とは比べられないほ

ど拡大した。

ｂ．陸上の交易ルートのみならず、海洋においても、東シナ海からペルシア湾の海洋貿易

を保護・優遇し、振興に力を入れた。

ｃ．これにより、陸海を通じた巨大な物流ネットワークのシステムが、ゆるやかながらユー

ラシア大陸に史上初めて出現した。

ｄ．征服地（特に当時の先進地である中国や西アジア）の技術者や工芸人を、集団で抱え

　　込み、時には官費で技術の開発や導入を支援した。これにより、ユーラシア大陸東西

の技術移動、技術伝播が盛んになった。

ｅ．銀を通貨の共通価値基準として紙幣を発行し、大型の国家としては初めて本式の紙幣

政策をユーラシア規模で全面的に実施した。これは本格的な「銀本位制」とは異なる

が、16 世紀の半ば以降、ヨーロッパ、中央アジア、西アジア、東アジアで展開され　

た「銀本位制」への基盤を整えるものとなった。

ｆ．以上により、16 世紀の大航海以降に本格的に展開するグローバル化への道を開いた。

２）蒙古襲来の歴史的位置づけ

　蒙古襲来が日本及び東アジアの歴史に与えた影響については、以下の点が指摘されてい

る（黒田　1974）、（筧
かけい

　2009）。

ａ．蒙古襲来という対外的危機を経験した鎌倉幕府は、幕府創設以来の有力御家人安達氏

の一族である安達泰盛を中心に、政治基盤の強化を目指して改革（弘安徳政）に着手

した。御家人層を拡大し、将軍権威の発揚をはかろうとする泰盛の改革は、代々執権

職を継ぐ北条氏得宗家とその家臣団の力を抑制しようとする面があったため、得宗家

家臣団の代表である平頼綱らの反発を呼び、対立が激化した。対立は抗争に発展し、

弘安８年（1285）11 月に頼綱方の先制攻撃を受けた泰盛とその一族・与党が滅ぼさ

れた（霜月騒動）。この騒動は全国に波及し、各地で泰盛派が追撃を受け滅ばされた。

この騒動の結果、幕府創設以来の有力御家人の政治力は決定的に弱まり、得宗家家臣

勢力の覇権が確立し、得宗専制体制が敷かれるようになったが、後にこうした体制が

却って幕府の弱体化を招くことになった。

ｂ．蒙古襲来による戦いで、鎌倉幕府側が物質的に得たものは無かったため、幕府は戦い

　　に参加した御家人への恩賞に苦慮した。蒙古襲来の舞台となった九州には非御家人が

多くいたが、蒙古襲来時を機にこれらの非御家人も御家人に編入され、恩賞の対象と

なった他、異国降伏の祈禱を行った寺社も恩賞を要求したため、御家人の取り分はま

すます小さくなった。霜月騒動で没収した土地や、鎌倉将軍家の御料地を恩賞にあて

る、質入れした土地を幕府の権威で還付させることで恩賞とする等したが、十分な恩

賞を給与できず、御家人層の幕府への不信が募っていった。
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ｃ．日本史上例のない海外からの侵略・侵攻に対して、日本各地の神社仏閣では異敵調伏

の祈祷が行われたが、結果的に後世「神風」と称される嵐によって元軍が撃退された。

ことにより、日本の国土は神によって守れた「神国」だとする認識を国内各層に浸透

させる事となり、当時の鎌倉新仏教の教義にも影響を与えた。

　明治以後は日本を神の国とする「神国思想」が近代国民国家的ナショナリズムと結

びつき、軍国主義が台頭した昭和戦前期には「神州不滅」の思想となって高揚し、太

平洋戦争末期には航空特別攻撃隊が「神風特別攻撃隊」と名付けられた。

鷹島海底遺跡年度別調査区域図（『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』より転載・加筆）
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５．鷹島神崎遺跡の発見と調査

１）これまでの発掘調査範囲

　鷹島神崎遺跡は鷹島南岸で確認された鷹島海底遺跡の一部である。これまで鷹島海底遺

跡においては学術調査と確認調査、緊急発掘調査（床浪港・神崎港）が実施され、下図の

箇所の発掘調査が実施されている。また、海底音波探査機における探査で、150 カ所の異

常反射地点が抽出されている。

２）調査経過　

　鷹島神崎遺跡のこれまでの調査経過は、大きく次の 3期に分けることができる。

（１）第１期　昭和 55 年度～平成３年度の学術調査

文部省の科学研究費や文化庁による学術調査が行われ、鷹島周辺海域に蒙古襲来に関す

る海底遺跡が存在することが明らかになるとともに、周知の埋蔵文化財包蔵地である鷹島

海底遺跡の範囲が定められた。

（２）第２期　平成４年度～平成 17 年度の確認調査及び緊急発掘調査

鷹島町の単独事業による確認調査、国庫補助事業による確認調査、神崎港改修工事に伴

う緊急発掘調査が実施された。

（３）第３期　平成 17 年度以降の学術調査

　平成 17 年度以降、東海大学根元謙次氏の全面的な協力の下に、琉球大学池田榮史氏を

研究代表者とする学術調査が実施されている。鷹島町及び合併前後の松浦市では、平成

17 年度から 23 年度まで文化庁の補助事業により、伊万里湾の海底地形図を東海大学根元

謙次氏に依頼し、平成 23 年度にその成果をまとめている。現在は平成 23 年度から 27 年

度までの調査を継続中である。

３）調査結果概要

（１）第１期　昭和 55 年度～平成３年度の学術調査

①　文部省科学研究費特定研究「水中考古学に関する基礎的研究」の調査

調査年度

昭和 55 年度～昭和 57 年度

調査概要

　東海大学茂在寅男氏を研究代表者として、水中にある古文化財の発見と考古学的調査法

の開発研究を主目的に、歴史学、考古学、郷土史などの人文科学系の研究者と、船舶工学、

水中音響工学、潜水技術などの工学系研究者を交えた学術的な調査体制で行われた。

・水中にある古文化財の発見と考古学的調査法の開発研究を主目的に、ソノストレーター

（音響測深機）及びサイドスキャンソナー（海底音波探査機）を使用して海底下の状況

を調査し、異常反響があった地点に潜水して確認を行った。また、沖合 50 ｍ内外の水

深 10 ｍの浅瀬及び岩礁部を調査し、遺物の確認と写真撮影及び海底に露出する遺物の

サンプリングを行った。

・褐
かつゆう

釉壺、投石弾等蒙古襲来に関係すると考えられる遺物が数多くサンプリングされた。

　また、地元住民が採集し保管していた青銅製の印章が、元軍将兵が所持した「管
か ん ぐ ん そ う は

軍総把　

　印
いん

」であることが明らかになった。

・調査成果を基に、鷹島南岸の東側干
ひあがりばな

上鼻から西側雷
いかづち

岬
みさき

までの延長約 7.5km、海岸から沖
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合 200 ｍの範囲が、昭和 56 年に周知の埋蔵文化財包蔵地「鷹島海底遺跡」となった。

②　文化庁「遺跡保存方法の検討－水中遺跡－」の調査

調査年度

平成元年度～平成３年度

調査概要

昭和 54 年度から文化庁が実施していた山岳・山林地域、砂地、火山灰地、低湿地、軽

石堆積地など、様々な環境下にある遺跡の調査研究と保存方法の調査研究の一環として実

施された。

・長崎県と鷹島町では文化庁の依頼を受け、「長崎県水中遺跡調査団」を組織して調査を

実施した。海底に 100 ｍのグリッドを設定した上で、サイドスキャンソナーにサブボト

ムプロファイラー（音波地層探査装置）を加えた探査を行い、サイドスキャンソナー異

常反応地点については潜水調査、サブボトムプロファイラーの反応地点については、鷹

島町の単独事業として３カ所で海底ボーリングによる地質調査を実施した。

・サイドスキャンソナーの異常反応地点のうち、沈没船の映像が撮影された地点が存在し

たが、潜水調査の結果、現代船であることが確認された。

・サブボトムプロファイラーの反応地点で実施した海底ボーリングの結果から、元寇遺物

は海底下 0.6 ｍ付近に埋没していることが推測された。

③　文部省科学研究費補助金（総合研究Ａ）「鷹島海底における元寇関係遺跡の調

査・研究・保存方法に関する基礎的研究」の調査

調査年度

平成元年度～平成３年度

調査概要

｢ 長崎県水中遺跡調査団」で行った事業と並行して、九州大学西谷正氏を研究代表者

とする科学研究も実施された。事業内容は②の事業を補足するものであった。

（２）第２期　平成４年度～平成 17 年度の確認調査及び緊急発掘調査

鷹島町の単独事業による確認調査、国庫補助事業による確認調査、神崎港改修工事に伴

う緊急発掘調査の実施で、蒙古襲来に関係する遺物は海底に堆積しているシルト層に埋没

されていることや、堆積層であるシルト層の層序を確認した。緊急発掘調査では、大型木

製椗
いかり

や船の隔壁梁材をはじめ数多くの遺物が出土した。これらの調査により、鷹島海底遺

跡の中でも神崎港周辺が重要地点であることが明らかになった。

①　鷹島町単独事業による確認調査　

調査年度

平成４年度～平成 11 年度

※平成４年度（６月 27 日～６月 28 日）、平成５年度（７月 23 日～７月 25 日）、平成６年

度（７月 22 日～７月 23 日）、平成７年度（６月 30 日～７月２日）、平成８年度（６月 28

日～６月 30 日）、平成９年度（10 月 24 日～ 10 月 26 日）、平成 10 年度（７月 17 日～７

月 20 日）、平成 11 年度（７月 16 日～７月 18 日）

調査概要

　８年間に及ぶ確認調査の結果、鷹島海底遺跡は蒙古襲来に関係する遺物が約 730 年の間
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に、海底に堆積したシルト層に埋没している可能性が高いため、海底面で確認される遺物

が少ないという結果が得られた。一方、陸地に近い海底は、礫あるいはシルト混じりの砂

質の底質であるため、遺物が確認される可能性があることが判明した。

②　文化庁補助事業による確認調査　

調査年度

平成 12 年度～平成 17 年度

※平成 12 年度（７月 29 日～８月７日）、平成 13 年度（８月１日～８月 10 日）、平成 14

年度（12 月９日～ 12 月 20 日）、平成 15 年度（７月 19 日～８月６日）、平成 16 年度（７

月 17 日～８月７日）、平成 17 年度（10 月 31 日～ 11 月６日）

調査概要

　平成４年度から 11 年度の確認調査結果と、平成６・７年度の緊急発掘調査の結果から、

神崎港地区に調査地点を限定して実施している。調査地点では堆積層の堆積状況を確認

し、灰色粗砂層で大形の貝殻を多く含む第Ⅲ層が、蒙古襲来に関係する遺物包含層である

ことを把握した。また、平成 16 年度、平成 17 年度の確認調査で第Ⅲ層上位を約 50 ㎝掘

り下げた地点から、縄や板材片等が出土したことから、神崎港付近の海底では、蒙古襲来

に関係する遺物を包含する層がかなり厚いことも判明した。

③　神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査

調査年度

平成６年度・平成７年度

※平成６年度　地層探査（10 月 11 日～ 10 月 12 日 )　浚渫作業（10 月 14 日～ 11 月１日）

発掘調査（11 月３日～ 12 月 12 日 )

　平成７年度　(７月 17 日～９月７日 )

調査概要

神崎港の離岸堤建設に伴う緊急発掘調査として行われた。調査対象地区は浚渫予定区域

5,799.7 ㎡、捨石・被覆石予定区域 1,323.2 ㎡、合せて 7,122.9 ㎡であった。調査対象区

域を含む約 20,000 ㎡を地層探査し、異常反応があった４カ所を中心に 1,200 ㎡を浚渫し

て、遺物の有無を確認した。浚渫作業の途中で遺物が確認されたため、エアーリフトに切

り替え、そのうちの 600 ㎡を調査した。この調査で、大型木製椗が出土した。この椗は二

石分離型で、従来「蒙古の碇石」と伝えられる一本石の碇石の「博多湾型碇石」とは違う

点で新たに「鷹島型碇石」とされた。木製椗は調査区南側から４門まとまって出土してお

り、蒙古襲来時の元の船が寄り合って停泊していたことが推測できる発見となった。出土

遺物は、原位置で確認し、実測・写真・ＶＴＲ撮影によって記録した後、引き揚げた。

平成７年度は、前年度の調査で終了することができなかった地点を中心にエアーリフト

による調査を実施し、船材の可能性のある板材や陶磁器、獣骨などが出土した。

調査年度

平成 12 年度（10 月 16 日～ 11 月 21 日）

調査概要

神崎港沖合の離岸堤の東側延長工事に伴う緊急発掘調査として実施した。平成６・７年

度の緊急発掘調査及び平成 12 年度の国庫補助による確認調査の成果を活かし、これまで
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採用してきた浚渫グラブによる海底に堆積したシルト層上位を調査前に除去する方法をと

りやめ、シルト層を上面からエアーリフトを用いて掘削した。

前回の平成６・７年度の緊急発掘調査の結果を踏まえ、蒙古襲来に関係する遺物の包含

層を的確に捉えられることができた。また、船の部材と考えられる木製品や、それまでバ

ラストと考えられていた磚
せん

が、漆喰・炭化物の付着の痕跡が認められることから竃を作る

材料として新たに考えられるようになった。兵士が身に着けていたベルトの青銅製帯金具

や武器である矢束等も出土した。

調査年度

平成 13 年度（８月 17 日～ 10 月 25 日）

平成 14 年度（７月 11 日～ 12 月７日）

調査概要

神崎港の主要部分である船揚場・荷揚場及び防波堤工事に伴う緊急発掘調査として実施

した。調査は潮間帯を含む海岸部の船揚場・荷揚場及び防波堤建設部分と、沖側の防波堤

の基礎部分に分けて実施し、海岸部については、幅２ｍ× 長さ 15 ｍのトレンチを設定し

た。

調査は当初、平成 13 年度内に終了する予定であったが、船の部材と考えられる木製品

をはじめ、予想を上回る遺物が確認されたため、調査期間を延長し、さらに未調査部分は

次年度に期間を延長して調査を実施することになった。陶磁器をはじめ、船材、鉄製品、

銅製品、漆製品等が面的に検出されたが、調査の終盤は時間的な制約もあり、大型木製品

と隔壁梁材周辺を中心に実測を行い、その他の遺物は大型木製品のみ数カ所の位置を計測

し、その他は出土遺物地点の記録にとどめた。

（３）第３期　平成 17 年度以降の学術調査

平成 17 年度以降、東海大学海洋学部根元謙次氏の全面的な協力の下に、琉球大学池田

榮史氏を研究代表者とする学術調査が実施されている。平成 18 年度から 22 年度の５カ年

で「長崎県北松浦郡鷹島周辺海底に眠る元寇関連遺跡・遺物の把握と解明」の調査が実施

された。現在は平成 23 年度から 27 年度までの「水中考古学手法による元寇沈船の調査と

研究」の調査が継続中である。

この調査では最新の海底探査機器が使用され、鷹島海底遺跡及び伊万里湾の海底地形、

海底地層の詳細なデータ取得と、探査により抽出された異常反射体を潜水調査により確認

する手法の確立が試みられた。平成 23 年 10 月には元の 1 号沈没船が発見されるなど、大

きな成果をあげている。

①　文部科学省特定領域研究「中世考古学の総合的研究－学融合を目指した新領域創生」、

「東アジアの交流・交易に関する新研究戦略の開発・検討」の調査

調査年度

平成 15 年度～平成 19 年度

調査概要

　平成 15 年度から 19 年度の計画で開始された特定領域研究は、諸般の理由により平成

18 年度で終了している。この研究成果報告は琉球大学池田榮史氏を研究代表者として平

成 19 年度文部科学省科学研究費特別研究促進費「中世東アジアの交流・交易に関する新
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研究戦略の開発・検討」として研究成果が報告されている。

　鷹島海底遺跡に関しては、平成 17 年度から海底地形及び地質調査を行っており、並行

して、鷹島海底遺跡出土資料調査が行われている。資料調査では、平成 13 年度・14 年度

に鷹島町教育委員会で実施した神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査で出土した遺物を中心

に資料化が図られ成果報告もされている。

・超高分解能海底地形探査機による高精度・高密度な海底地形資料と１ｍ格子からなる格

子点資料（海底遺跡発掘地点である神崎港付近、床浪港付近では、0.2 ｍ格子点資料）

を取得し、詳細な３次元海底地形のイメージを作成された。

・高分解能海底探査により広域的音響層序を確立し、音響層序とボーリング結果との対比

により、岩相や年代を明らかにした。その結果、鷹島海底遺跡の堆積層は、ほぼ１万年

以降の海進により形成された地層（沖積層）であり、それ以前は陸上であったことが推

定された。

・ボーリング資料と広域的音響層序の対比から堆積層の堆積速度の推定が行われた。その

結果、弘安の役での堆積面は沿岸域では海底面下約 0.5 ｍ、伊万里湾北部の平坦面では

海底面下約１ｍの深さに存在することが推定された。

・高分解能海底探査で、海底面上や堆積物中に独立した強い反射が認められる異常反射地

点を抽出した。異常反射体の存在は必ずしも遺物を示すとは限らないが、今後の確認・

評価の資料となることが期待された。

・地理情報システム（GIS）を利用して、得られた海底地形、堆積層序、基盤図、異常反

射地点など、様々な資料をデータベース化された。

②　文化庁補助事業による「鷹島海底遺跡内容確認探査」鷹島町鷹島沖海底遺跡調査

－高精度高密度海底地形・地質調査－

調査年度

平成 17 年度～平成 22 年度

※平成 17 年度（11 月 20 日～ 11 月 29 日）、平成 18 年度（８月 30 日～９月９日）、平成

19 年度（８月 23 日～９月２日）、平成 20 年度（８月 16 日～８月 26 日）、平成 21 年度

（８月 18 日～８月 30 日）、平成 22 年度（７月 16 日～７月 28 日）

調査概要

　①の調査の継続的調査として、①を第１次高精度高密度海底地形・地質調査、本調

査を第２次から第 10 次高精度高密度海底地形・地質調査と位置づけて行った。第

一次調査は周知の埋蔵文化財包蔵地である鷹島海底遺跡を対象海域として実施したが、本

調査は伊万里湾の内、松浦市域と佐賀県唐津市の一部を対象海域として実施した。

・鷹島南岸沖の海底地形の詳細を明らかにした。また、海底イメージの確立を目的とし

て、フライトシュミレーターにより海底を３次元映像化した。

・超高度分解海底地形調査により人工物、あるいは不自然な海底地形を抽出し、海底イメ

　ージとして表現した。

・地理情報システムを利用して、得られた海底地形をはじめ、堆積層厚、基盤図、異常反　

射地点など様々な資料をデータベース化した。

・第１次調査では異常反射体を抽出し、その分布位置や記録上の特徴を明らかにしたが、
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本調査では解析をさらに進め、各異常反射と高精度・高密度海底地形資料との関連を検

討した。

③　日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）「長崎県北松浦郡鷹島周辺海底に眠

る元寇関連遺跡・遺物の把握と解明」の調査

調査年度

平成 18 年度～平成 22 年度

調査概要

　①の調査で平成 17 年度に周知の埋蔵文化財包蔵地の鷹島海底遺跡で実施した一部

探査データを踏まえ、これを伊万里湾全域に拡大する調査が行われた。①、②の調査の際

に使用した機器では、海底面近下に分布する小型反射物質の形状や位置確定が困難である

ことが判明されたため、新たな超高分解能海底地形探査機「超高分解能フォーカストマル

チビーム測深システム（SeaBat7125）」と音波探査装置「シグナルナロービーム（SES2000）」

を導入して探査データの細密化、詳細化が行われた。探査にあたっては、マルチファンビー

ム（超高分解能海底地形探査機）及びストラトボックス（高分解能海底地層探査装置）を

用いて調査海域全体の地形及び地質構造の把握、海底下の異常反射の抽出を行う「概査」（

探査測線 50 ｍ間隔）を実施し、概査で抽出した異常反射体を SeaBat7125、SES2000 を使

用してより詳細に調査し、正確な位置と反射の形状を明確にする ｢ 精査 ｣（探査側線 10

ｍ間隔）が行われた。

　また、予備調査としてこれまでの探査で空白域であった鷹島南岸部の浅海域の地形測量

及び北海道江差港内に沈没している開陽丸の探査を行い、実際の木造沈没船の反射形態を

確認し、その成果を伊万里湾において検証することになった。その結果、以下の成果が得

られた。

・伊万里湾全域の詳細地形図を作成し、地形図と従来の調査で蒙古襲来に関係する遺物が

検出されている地点の情報を重ね合わせて、蒙古襲来に関係する遺物が埋没している地

点の海底地形上の分布の特徴を検討された。その結果、鷹島南岸において、これまで蒙

古襲来に関係する遺物を検出した地点は、海底埋積谷であることが明らかになった。

・伊万里湾全域を対象として行った概査により、海底面上、あるいは地層中に含まれる異

常反射体 150 地点が検出された。各地点の位置は GPS を用いた精密位置測量により計測

し、新たに作成された海底地形図及び地質図の中に記載された。その結果、異常反射体

の分布は鷹島南海岸から福島北部の西海岸にかけての海域で最も密度が高いことが確認

された。

・概査で検出した異常反射体に対して精査を行い、正確な位置と大きさ形状の把握が試み

られた。その結果、蒙古襲来に関係する遺物の可能性が高いと思われる異常反射体は

60 地点となった。

・蒙古襲来に関係する遺物の可能性が高いと思われる異常反射体 60 地点は、その反応の

状況から大きく９分類化された。

・探査結果から蒙古襲来に関係する遺物の可能性が高いと思われる 60 地点について、海

底での鉄棒を用いた突き棒調査及び試掘調査が実施された。その結果、神崎港の海底に

設置した約５ｍ×５ｍの調査区から、元の沈没船と思われる連続した木材とその周辺に
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散乱する多数の磚を検出された。

④　日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）「水中考古学手法による元寇沈

船の調査と研究」の調査

調査年度

平成 23 年度～平成 27 年度

※平成 23 年度（９月 29 日～ 10 月 23 日）、平成 24 年度（６月 18 日～６月 28 日）、（９月

23 日～ 10 月 12 日）、平成 25 年度（10 月 10 日～ 10 月 23 日）

調査概要（平成 24 年度まで）

　前回の調査で元の沈没船と思われる木材を発見したが、調査区が狭かったことから、平

成 23 年度調査では、前回の調査区を約 10 ｍ× 15 ｍに拡大して発掘調査を実施した。そ

の結果、船体の基底部を成す竜骨と、両舷側の板材（外板）を発見した。沈没船周辺から

は大量の磚や陶磁器、硯、銅銭などが出土した。竜骨、板材とも調査区外に広がっている

ことが予想された。　

　平成 24 年３月 27 日に、沈没船発見地点を含む神崎港周辺が「鷹島神崎遺跡」として国

の史跡指定を受けたことにより、平成 24 年度は松浦市教育委員会が調査主体となり、琉

球大学の協力を得て、元の沈没船の分布範囲と残存状況を把握することを目的に調査を実

施した。

　６月の調査では、平成 23 年度調査区の東側に調査区を設定し、昨年度検出した竜骨の

東側端部の確認を目指した。しかし、竜骨及び船底材の多くはフナクイムシによる侵食な

どによって劣化しており、わずかな断片が検出されるのみで、しっかりした部材を検出す

ることはできなかった。つづく秋の調査では、6 月に調査した東側とは反対の西側に新た

な調査区を設定したが、木組みの加工が見られた竜骨に連続する部材やこれと関連する部

材は検出できなかった。また、これとともに実施した磚や中国産陶磁器等の集中部分（北

区及び中区）の広がりを確認するための掘り下げでは、昨年度検出遺物の下層に磚や中国

産陶磁器が折り重なって堆積している状況を確認した。これらの磚や陶磁器の下には船底

材に用いた木材が横たわっており、その一部では船底の構造を復元するための木組みの状

況を観察することができた。調査の後半には調査区を中心とする東西南北の４方向に、２

ｍの鉄棒を用いた突き棒調査を実施した。その結果、調査中の元の沈没船を中心とする東

西約 80 ｍ、南北約 60 ｍの範囲で、船材や遺物が集中して分布する地点を確認することは

できなかった。

　これらのことから、1 号沈没船の主な船材と関連遺物は、平成 23 年度調査区の東西約

15 ｍ、南北約 10 ｍの範囲を中心に広がっていることが確認できた。船体の大きさや構造

については明確化する部材の追加検出がなく、確定できなかった。また、1 号沈没船の周

辺に、本船の部材を含む関連遺物が集中して堆積する地点が存在する可能性は低いことが

推定できた。
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平成 23 年度の調査で発見された元の１号沈没船の一部
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４）出土遺物の概要

（１）元の 1 号沈没船

　元の 1号沈没船は、史跡指定地の南西隅付近の水深 20 ｍから 25 ｍの海底面を約 1 ｍ掘

り下げた地点から発見された。発見されたのは、船体の基底部を成す竜骨と、両舷側の板

材（外板）で、船体の構造を示す状態で検出された。竜骨は幅約 50cm の木材を用い、調

査区域（10 ｍ× 15 ｍ）のほぼ東西方向に 12 ｍにわたり残存していることが確認された。

竜骨の東端より先はフナクイムシによる侵食などによって劣化が激しく、わずかな断片が

検出されるのみであった。西端はこれと連結する木組みのための加工が見られたが、連結

平成６年度緊急発掘調査椗検出状況（『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』より転載・修正）
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する部材は発見されなかった。竜骨の両側は防水剤とみられる漆喰に類する灰白色の塗料

で塗り固められており、竜骨に沿って舷側を構成する板材（外板）が２ｍから５ｍの範

囲で整然と並ぶ状態で検出された。外板は幅 15cm から 25cm、厚さ約 10cm のものが多く、

長さは 1ｍ程度から 10 ｍ近くにおよぶものまであった。

　これらのことから、本沈没船は船体の構造を保った状態で海底に沈没し、砂泥に埋まっ

ていったと考えられる。竜骨や外板の上からは大量の磚や中国産陶磁器破片が散乱した状

態で確認された。これらの広がりを確認するための掘り下げでは、磚や陶磁器の下に船底

材用の木材が横たわり、その一部で船底の構造を復元するための木組みの状況を観察する

ことができた。

（２）その他の遺物

　鷹島海底遺跡からは、「剣・矛・矢束・冑・弓・石弾・弩
ど

・「てつはう」などの武器・武

具類」、「大型木製椗、隔壁板・磚などの船舶関連」、「陶磁器・漆製品・木製品・

青銅製品・銅銭などの日用品類」、「パスパ文字で刻まれた管軍総把印」など、多種

多様な遺物が 4,000 点以上出土している。特に日用品類の中でも約 56％が陶磁器類であ

り、陶磁器の中でも粗雑な貯蔵用の褐
か つ ゆ う し じ こ

釉四耳壺の割合が 65％を占めている。また、陶磁

器でも龍泉窯系青磁などの優品が少ないことなど、一般的に交易を目的としている遺跡と

はその性格が非常に違っていることが理解できる。日本侵攻という目的のためには数の確

保に重点が置かれ、将兵の階級にもよるが優品はさほど必要としていないことを示してい

る。さらに、朝鮮半島産の陶磁器の出土は非常に少なく大半が中国産陶磁器で、その割合

が高いことから戦艦の構造にも関与するものと考えられる。鷹島海底遺跡から出土した陶

磁器類は、元の戦艦それも南宋軍を主体とした戦艦に積載されていた可能性が高いと考え

ることができる。

　船舶関係の木製品は戦艦の部材だが、いわゆる暴風雨に遭遇したことにより船舶同士が

ぶつかって壊滅したことが、文献でもはっきりと期日がわかる海難事故の様子をそのまま

残している。また、水深 20 ｍから 21 ｍの海底のシルト層にしっかり刺さった時の状態で

４門の木製椗が検出されており、これはアジアで初めて発見された例で、暴風雨に耐えよ

１　「てつはう」
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うとした戦艦の停泊位置を示すものとして注目される。

　さらに『蒙古襲来絵詞』に描かれている元軍の炸裂兵器「てつはう」の現物が出土し

た。これらの出土遺物やその出土状況、陶磁器や漆製品の分析、木製品の樹種同定、鉄製

品のⅩ線ＣＴ調査、碇石の化学組成分析からも蒙古襲来の史実が具体的に裏づけられる結

果となった。

２　矢束 ３　鉄製冑

４　青銅製飾金具 ５　磚　

６　２号椗 ７　２号椗
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８　木像 ９　朱漆櫛

10　褐釉陶器四耳壺 11　「王百戸」銘墨書青磁碗

12　青玉製雌雄鹿像 13　白玉製獅子像

14　船板材（隔壁板）
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主な出土遺物の解説

番号 名　　称 説　　　明

１ 「てつはう」

完形品は直径が約 15 ㎝の球状で、上面に約４㎝の穴があり、内部には鉄

片や陶磁器片が詰められている資料もある。高い殺傷能力を持っていたと

思われる炸裂弾である。

２ 矢束

未使用の矢が束になったままの状態で出土しており、全体に錆が覆ってい

る。柄は木質で約75本が束になって残っている。全長約33㎝、厚み約11㎝

を測る。

３ 鉄製冑
海底の砂泥などが鉄錆とともに溶着し、縦長の楕円形ではなく丸に近く、

頂部に突起部を持つ冑である。高さ約24㎝、幅約29㎝を測る。

４ 青銅製飾金具

『蒙古襲来絵詞』に描かれた元軍の兵たちは、重装な甲冑などは着つけて

おらず軽装で、盾や弓を持っており、このような帯金具のついたベルトを

締め腰元に刀や靭
ゆぎ

を下げていたと思われる。

５ 磚

表面に漆喰と煤の付着しているものがあり、船中の竈
かまど

の用材として用いた

ものと、船のバラストに用いたものとの説がある。全長約 26 ㎝、幅約９㎝、

厚さ約４㎝を測る。煉瓦の一種。　

６・７ ２号椗

椗は、船を水上の一定範囲に止めておくために海底に沈めて使うもので、

爪などが底質に刺さることで抵抗力を生むものである。椗の本体部分であ

る中央の椗
てい

身
しん

と、椗身の先端の左右に海底でのかかりの役割を果たす椗
てい

歯
し

がある。椗身の上部に穿った上下２個の枘
ほぞ

穴に通して碇石を固定してい

る。椗身は先端から 255 ㎝が残っており、17 ㎝の角材を用いている。椗

歯は長さ 170 ㎝を測る。

８ 木像
自然木のねじれた部分を用いて坊主頭の人物像を刻んでいる。高さ 16.5

㎝、最大幅７㎝を測る。

９ 朱漆櫛 最大幅 10.4 ㎝、高さ 5.4 ㎝で蒲鉾状をしている。

10 褐釉陶器四耳壺

遺物の中でも最も出土点数が多いのが褐釉壺で、四耳壺と耳がない資料が

ある。貯蔵用としての使用が考えられる。交易品とは異なり日用雑器的な

性格の資料である。器高 31.8 ㎝を測る。

11
「王百戸」銘

墨書青磁碗

元の軍団編成を示す資料で、「王」は人名で、「百」は軍隊の編成を示す数

字と思われる。口径 16 ～ 16.5 ㎝、器高 6.8 ㎝を測る。

12 青玉製雌雄鹿像
透かし彫りによって両面にそれぞれ樹下の牡鹿と雌鹿を削り出している。

高さは 3.45 ㎝を測る。

13 白玉製獅子像
獅子をモチーフにした置物であろうか。頭部背面に直線的な沈線による

鬣
たてがみ

がある。高さ 3.3 ㎝、幅 2.7 ㎝、重量 16 ｇを測る。

14 船板材（隔壁板）

クスノキ材を加工。船の浸水を一部にとどめるため船内を仕切る壁として

使用された板材で、造船時の加工による逆台形状を呈し、多数の鉄釘によっ

て結合されていた。水平方向に対し、20 度前後から 30 度前後の角度がつ

けられていることから、船首に近い隔壁梁板の可能性が高い。写真上の板

は全長約 5.6 ｍ、最大幅約 60 ㎝、厚さ 16 ～ 18 ㎝ほどある。下の板は全

長約 4.5 ｍ、最大幅約 55 ㎝、厚さ 14 ㎝を測る。
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５）遺物保存処理の状況

　鷹島神崎遺跡を含む鷹島海底遺跡出土遺物のうち、保存処理が必要な木製品、漆製品、

金属製品については、平成９年度に鷹島歴史民俗資料館に併設する形で建設した松浦市立

鷹島埋蔵文化財センターにて、現在以下の手順で保存処理を進めている。

（１）木製品

隔壁などの船材や椗など大型の遺物を含む木製品は、発見場所である鷹島で保存処理を

進めることを基本方針とし、保存処理を行っている。

処理は、引き揚げてから現在まで、鷹島埋蔵文化財センターに設置した大型水槽での保

管管理及び水替えによる脱塩処理を行っている状態であり、脱塩が完了した遺物から２基

のポリエチレングリコール（以下 PEG）含浸装置を利用して PEG 含浸法による強化処理を

行っている。

　これまで保存処理を行った木製品のうち、３号椗の椗身、椗歯部は平成６年度に引き揚

げられた後、鷹島埋蔵文化財センターで脱塩処理を行い、平成 10 年８月より PEG 溶液（初

期濃度５％）の含浸を開始した。その後、PEG 溶液の濃度を緩やかに上昇させ、平成 14

年１月に濃度が 40％に到達したため、冷風乾燥を行って強化処理を終えようとしていた。

しかし、冷風乾燥開始直後に椗の表面に亀裂の伸展と拡幅が顕著となったため、冷風乾

燥を一時中断し原因の究明に努めた。原因は PEG の含浸が十分でなかったこと、椗全体が

凍結するまでに冷風が木材表面の液状の水分を急速に気化させてしまうことによる椗内部

の収縮が考えられた。そこで、PEG 含浸の最終到達濃度を 80% に設定し、劣化が進行して

いる椗にできる限り PEG を含浸した後、再度冷風乾燥を行うことにし、平成 14 年３月か

ら再び PEG 含浸処理に戻した。平成 18 年８月に PEG 溶液の濃度が目標としていた 80% に

到達した。しかし、椗の内部まで PEG を浸透させるためにもすぐに取り上げず、当面溶液

濃度 80％を維持した状態を保つこととした。

その後、平成 20 年１月、鷹島海底遺跡調査指導委員会保存処理専門部会において、こ

の３号椗の今後の検討をした結果、冷風乾燥よりも真空凍結乾燥で乾燥を行う方が、資料

の変形が発生する可能性が低く、望ましいとの指導を得た。

国内においてアカガシ亜属製の大型木製品の真空凍結乾燥法の事例がなく、また３号椗

を真空凍結乾燥できる大型の真空凍結乾燥機を所持している機関が、国内では奈良文化財

研究所のみであったことから、奈良文化財研究所と松浦市との間で共同研究の協定書を取

り交わし、奈良文化財研究所にて真空凍結乾燥処理を実施することとなった。平成 20 年

９月に研究所に搬入した後、平成 21 年２月まで真空凍結乾燥が行われ、同年３月から鷹

島埋蔵文化財センターにて公開展示されている。

３号椗が引き揚げから保存処理完了までに約 15 年の歳月を要したように、処理に長期

間要するクスノキなどの広葉樹の遺物、特に鷹島埋蔵文化財センターの PEG 含浸装置の容

量よりも大きい遺物の保存処理に関しては、現在も鷹島海底遺跡調査指導委員会保存処理

専門部会で検討中である。現在、PEG よりも分子量の小さなトレハロースを用いることで、

処理期間の短縮、変形を抑えることができるかの実験を行っている。

また３号椗の挟み板に関しては、鉄釘が付着していたため、鉄の腐食を誘発する水を使

用する処理を行わず、平成 14 年に業者委託として水を使用しない処理である高級アルコ
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ール法による処理を行っている。

PEG・高級アルコール法以外の保存処理としては、業者委託により平成 17 年度に木像、

平成 18 年度に椰子の実、木製の印章に対して、人工糖であるラクチトールを使用する糖

アルコール法による保存処理を行っている。

１．海水の置換

木製品に含まれている海水を水道水に置換す

る。海水から徐々に水道水を加えて塩分濃度

を下げていく。

２．一時保管

保存処理を実施するまでの間、水槽中で一時

保管を行う。水槽内の水は定期的に入れ替え

を行う。

３．事前調査

樹種同定を行い、処理方針を決める。

４．薬剤含浸処理

海底で腐朽により脆弱化した木製品を強化す

るための薬剤含浸を行う。含浸薬剤には PEG

やトレハロースなどがある。

５．乾燥・固化処理

薬剤含浸処理後、取り上げた遺物内に余分に

含まれる水分を蒸発させて乾燥させたり、冷

却することで含浸薬剤の固化を行う。乾燥方

法としては、自然乾燥、冷風乾燥、真空凍結

乾燥などがある。

一時保管中の木製品

薬剤含浸処理中の３号椗

展示室と処理が終わった３号椗
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特に漆製品は、水道水による脱塩処理のみ行っている状況であるが、一部の漆製品に関

しては脱塩処理を行った際、漆膜が湾曲する事象が発生したため、現在では発見された当

時の海水の状況で保管している。

業者委託として保存処理を行った漆製品には、糖アルコール含浸処理法で行った遺物が

ある。業者委託は平成 17 年度に６点、18 年度に４点行い、保存処理を終えた矢束や弩、

漆椀は九州国立博物館、鷹島歴史民俗資料館で展示公開を行っている。

現在、保管中の漆の小札、漆椀などの漆製品は、鷹島海底遺跡調査指導委員会保存処理

専門部会で保存処理方法について検討している段階である。

漆椀底部

朱塗椀底部

朱塗椀

黒漆を塗った高台内に朱書きで「辛酉四明諸二郎造」の銘

あり。高台径６㎝を測る。

黒漆を塗った高台内に朱書きの文字とその左右に線刻の文

字あり。高台外径７㎝を測る。

内面に黒漆の皮膜が輪花状に朱色の漆面の上に施されてい

る。口径 19.5 ㎝、高さ７㎝を測る。

一時保管中の漆小札

糖アルコール含浸処理

結晶化処理
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（２）金属製品（鉄製品・銅製品）

金属製品（鉄製品・銅製品）の保存処理は、腐食防止のためにエタノールを添加した純

水による脱塩処理のみを鷹島埋蔵文化財センター直営で行い、安定化処理、強化・防錆処

理に関しては業者委託を行っていた。これまで委託で保存処理を行ったものとしては鉄製

冑、銅製飾金具などがある。

現在は強化・防錆処理も直営で行っている。処理前調査はＸ線透過撮影を長崎県埋蔵文

化財センター、Ｘ線ＣＴ調査を九州国立博物館の協力をいただき行っている。これにより

土砂、錆などに覆われて構造や用途が分からなかった多くの遺物の詳細が明らかになって

いる。

１．海水の置換と乾燥

銅製品の場合は、含まれている海水を徐々に

純水に置換して塩分濃度を下げる。鉄製品の

場合は、塩化物を除去するために、セスキ炭

酸ナトリウムなどのアルカリ溶液に浸漬する。

上記の処理後、エタノール置換による脱水処

理を行い、自然乾燥、加熱乾燥を行う。

２．事前調査

Ｘ線透過撮影、Ｘ線ＣＴ調査などによる内部

状態の調査や蛍光Ｘ線元素分析などによる材

料調査を行い、遺物の材質や劣化状態を把握

する。

３．クリーニング

遺物表面に付着した土砂や錆を除去する。Ｘ

線透過写真の調査結果を基に、必要最小限の

クリーニングに留める。

４．安定化処理

防錆を目的に行う。銅製品の場合、ベンゾト

リアゾール溶液に含浸し、防錆被膜を形成さ

せることで安定化を図る。

海水置換処理中の金属製品

クリーニング作業

樹脂含浸による強化処理中の鉄製品
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遺物の保管及び展示

遺物を構成する材料に応じて、保管及び展示の方法を検討している。

木製品の保存処理に使用する薬剤である PEG は吸湿性が高く、常温で相対湿度 85％を

超えると遺物から溶脱する可能性があるため、保管、展示ともに温湿度管理に注意しなが

ら展示を行っている。３号椗は、温湿度を一定に管理できる展示室で公開している。

金属製品は、酸素や水分が存在している環境下で、錆の変質、残存しているメタル部

の腐食による割れや破損が発生する可能性があるため、気密性の高い容器・フィルムに除

湿剤・脱酸素剤を入れて保管している。５年程度のサイクルで除湿剤・脱酸素剤の交換を

行っている。展示中は、展示ケース内に除湿剤・脱酸素剤を入れている。

漆製品は、胎部である木材は十分に強化されているが、漆膜が脆弱なため、保管する際

は容器や袋に接触しないよう養生させている。展示中は、漆膜の反りの発生がないか等の

状態確認を行っている。

処理後の遺物を収納している収蔵庫は、常時空調機器を稼働させている。庫内の空気は

循環させ、湿度が高い場合は除湿機を稼働させて対応している。

５．強化処置

エマルジョンタイプあるいは溶剤タイプの熱

可塑性樹脂を含浸する。遺物の状態に応じて

樹脂含浸の濃度及び回数を調整する。

処理後の金属製品の保管状況

６．接合及び充填

接合部位が明確なものについては、熱可塑性

樹脂を用いて接合を行う。また、保管や展示

にあたり、取り扱い時に資料の一部が破壊あ

るいは欠損する危険性の高いものについては、

欠損部の充填を行う。
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６）出土遺物の理化学的分析調査の概要

鷹島海底遺跡に関する理化学的・自然科学的な分析については、これまで鷹島海底遺跡

の調査報告書において下記のような報告がなされている。（詳細は巻末の「鷹島神崎遺跡

に関する理化学的・自然科学的分析報告一覧参照）。

これらのうち、『松浦市鷹島海底遺跡　総集編』（松浦市教育委員会　2011）に掲載され

た報告について概要をまとめた。

（１）鷹島海底遺跡出土漆製品の調査

　分析調査が可能であった出土漆製品 49 点について、「使用顔料や下地材料などの構成無

機元素に関する定性分析」、「下地材料及び漆塗膜の内部状態・塗り構造の観察」、「漆塗膜

中に含まれる主要脂質成分の分析」を行った。その結果、各グループの漆製品毎に以下の

ような材質・技法の特徴が認められた。なお、漆塗料の主要脂質成分に関する分析を行っ

た結果、いずれもベトナム産ウルシに特徴的なラッコールやタイ・カンボジア・ビルマ産

ウルシに特徴的なチチオールではなく日本産もしくは中国産ウルシに特徴的なウルシオー

ルが検出された。

①黒漆塗弓

・用材は日本には存在しない中国華南産の D a l b e r g i a  s p．材である。

・黒漆塗膜層は境界面が不明瞭な２層から３層の漆塗膜層で構成されており、鉛丹粒子の　

　混入が観察されるとともに、大量の乾性油がブレンドされていた。これらのことから、

　鉛系顔料の混入により肉持ちを良くし、乾性油の混入によって漆塗膜面の固化乾燥の促

　進効果をねらう「密
み つ だ

陀技術」が援用されているものと解釈できた。

・これらの資料９点のうち７点までは日本の伝統的な漆塗り技術にはない「骨
こっ

粉
ぷん

下
し た じ

地」が

　施されていたが、その一方で石英鉱物も骨粉も含まない炭粉系の下地の資料も２点確認

　された。

②弩
ど

　弓
きゅう

・弩弓は、いずれも透
すかし

漆
うるし

に墨粉を混入した黒漆塗装が１層塗りされており、下地の有無は

明確ではなく、乾性油も検出されなかった。

③漆塗板状木製品

・弩弓と同様、下地が明確ではなく薄い漆塗装を１層のみ施し、乾性油も検出されなかっ

た。

④朱漆櫛

・下地を施さずに木胎に直接朱漆を塗装している。下層に橙色系の朱漆、上塗りに真紅色

もしくは赤色系の朱漆を塗装する。

⑤朱漆器及びその破片資料

・厚い粘土鉱物系の錆下地とともに布着せ補強の痕跡が確認された。

・用材はいずれもスギ科もしくはコウヨウザンという針葉樹材が用いられていた。

（２）木製品の樹種同定と成果

　平成 14 年度から 17 年度の確認調査出土分と平成 13・14 年度の緊急発掘調査分を中心

に約 600 点の樹種同定を、中国の木材に研究領域を有する京都大学生存圏研究所伊東隆夫

氏に依頼した。下記の調査成果より、出土した船板材の樹種同定から、鷹島海底遺跡の沈
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没船は日本や韓国ではなく、中国南部で造船された可能性が高いと判断された。

・　　日本や韓国には分布せず中国に多量の分布がみられるコウヨウザンが多く検出された。

・日本には分布せず、中国及び南方に分布がみられる T e r m i n a l i a 属、 Pom e t i a  sp.O r m o s i a

　属、D a l b e r g i a 属、Er y t h r o p h l o e u m 属、A l t i n g i a 属、 C o t y l e l o b i u m 属、さらにチーク

　が検出された。

・マソニア松（マツ属複維管束亜属の一種）、クスノキ、コウヨウザンが中国南部で造船

　されたとされる新安沈船に用いられた。

・コウヨウザン、マツ属、Er y t h r o p h l o e u m 属、チークは鄭和の宝船にも用いられた。

・日本の遺跡から多くは検出されないニレ属が多く検出された。これに反して、ケヤキの

　利用例がみられなかった。 

（３）金属製品の分析

　金属製品については、出土した椗の木部を固定するために使われた鉄釘の顕微鏡による

組織観察と誘導結合プラズマ発光分光分析、平成 12 年度の調査で出土した湖州鏡片と帯

金具の蛍光 X線分析を行った。

①鉄　釘

　大型の３号椗から脱落した釘の頭部１点と平成 14 年度の調査で出土した鉄釘２本を対

象に分析調査を行った。

・３号椗から脱落した釘の頭部は、腐食によりメタルは失われ銹
しゅうか

化鉄
てつ

（G o e t h i t e：α－ 

ＦeＯＯＨ）となっていた。

・鉄素材中に多量の硫黄（Ｓ）分が含有された硫化鉄（ＦeＳ）であり、鉄素材の始発原料　

　が黄鉄鉱（ＦeＳ2）や磁硫鉄鉱（Ｆe7Ｓ8）である可能性が高い。

・鉄中の硫黄は高温脆性の原因となる有害物質であり、これが多く含まれることは、この

鉄釘が粗悪品であることを示している。これは、戦乱期の元の社会情勢を反映している

可能性が指摘できる。

・平成 14 年度調査出土品は、銹化により空洞化はしているものの、断面の形状や腐食の　

　状況から鋳造品を脱炭し鍛造可能な軟質鉄に変換した「鋳鉄脱炭鋼」と推察された。

・３号椗脱落釘と同じく腐食の原因となる硫黄や燐の含有が認められた。

・海底遺跡出土資料の腐食には、周辺環境からの硫黄が影響するとされており、この硫黄

　が原料に起因するものか、埋蔵環境によるものかについては、多角的な検討が必要であ

　る。

②湖州鏡片及び青銅製帯金具

・湖州鏡片の組成自体は一般的な青銅であるが、鏡面と見られる側が部分的に銀色を呈

　し、錫が強めに検出されていることから、錫メッキの可能性が指摘できる。

・帯金具は７点を対象とした。すべての資料から、銅、鉛、錫という青銅の成分のほかに

亜鉛が検出された。

③その他

　青銅製帯金具、飾金具、銭、匙など非鉄金属 34 点と鉄製冑１点の材質分析を行った。

非鉄製品の多くが、銅と亜鉛を中心とする組成であり、黄銅の存在の可能性が顕在化する

結果となった。
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（４）出土遺物のＸ線ＣＴ調査

　貝殻等に覆われて元の形状を把握することが難しい鉄製品等の出土遺物を対象に、３次

元表示や断面表示、断面計測などによって遺物の形状や保存状況等を明らかにすることを

主目的に、Ｘ線ＣＴ調査を実施した。

①炸裂弾「てつはう」

・内部に短冊状に割った鉄片と陶器片様のものが詰められていた。鉄片には気泡が観察で

きることから、鋳鉄を使用していることがわかる。鋳鉄片や陶片は脆いことから、火薬

の爆裂とともに破砕して強い殺傷能力を発揮したと考えられる。

・口付近には繊維質の痕跡が見られ、導火線あるいは有機物の内蓋があったと考えられる。

また、他にも口縁部が二重になる「てつはう」も発見されており、様々な形の「てつは

う」が使用されたと考えられる。

②深鉢形の冑

・冑の鉄板の断面形状と鉢巻きや首当てなどの構造を正確に把握することができた。頭頂

の飾り金具を固定するための鋲止めの様子も観察することができた。

・貝殻や錆に覆われて冑の形状は維持しているものの、内部は空洞化が進んでいることが

確認できた。錆を除去すれば冑の一部は空洞化して形状を失う危険性が予想され、海底

から発見される遺物の保存に重要な示唆をあたえる結果となった。

③矢　束

・観察から 64 本以上の矢が格納されていることが明らかになった。

・錆などの表面情報を除去して、鏃の形状を明らかにした結果、長さ６㎝の大型の鏃であ

　ることが判明した。矢の棒（箆）は竹ではなく木製であることも判明した。

④片刃の矛

・錆による銹着が激しく形状の把握さえもできない状況であったが、現存長は 35cm、柄　

　の直径 3.2cm、刃部の最大幅は 3.3cm の片刃の矛であることが判明した。

（５）碇石の CHIME 年代測定と全岩化学分析

　大型の３号椗に装着されていた３号碇石、１号碇石及び５号碇石、６号碇石、８号碇石

について CHIME 年代測定と全岩化学分析を行った。岩石薄片の顕微鏡観察の結果、碇石の

石材は九州北部に分布する花崗岩とは異なるアルカリ花崗岩であることが判明した。

① CHIME 年代測定

　CHIME 年代測定の結果では、碇石のアルカリ花崗岩が固結した年代は３号碇石試料が

１億 1,000 万年±１Ma（Ma は 100 万年を表す単位）、１号碇石試料が１億 800 万年±３

Ma、６号碇石試料が１億 800 万年±２Ma となった。また、６号碇石のトーライト成分の

少ないジルコンの CHIME 年代は１億 1,600 万年± 25Ma である。四つの CHIME 年代は測定

誤差の範囲で一致しており、同じ花崗岩体から切り出されたものと推定された。

②全岩化学分析

　碇石のアルカリ花崗岩は 74.5％～ 78.4％のＳiＯ2（石英）を含み、主成分組成は、

Ｎa2Ｏ（酸化ナトリウム・3.58％～ 4.68％）とＫ2Ｏ（酸化カリウム 4.41％～ 4.99％）

に富み、ＣaＯ（酸化カルシウム・0.40％以下）・ＦeＯ（２価及び３価の状態で存在する

全鉄をＦeＯとして表現）（1.02％以下）・ＭgＯ（酸化マグネシウム・0.12％以下）に乏し
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いことが判明した。これらの特徴は、優白質アルカリ花崗岩とした顕微鏡観察の結果と調

和的であった。微量成分では、Ｓr（ストロンチウム）が少ない（7.6ppm ～ 28.3ppm）点

が顕著な特徴であり、６号碇石（右）を除き、Ｂa（バリウム）が少ないことも特徴とし

て挙げられた。

③碇石の産地検討

　碇石と同様の固結年代と組成をもつアルカリ花崗岩体は、中国福州北東から金門島にか

けて分布することが確認できた。特に泉州から金門島にかけての地域に分布する花崗岩体

が、固結年代、組成の特徴ともに最もよく調和する。これらのことから、碇石の産地は、

中国南東部の海岸域とりわけ泉州付近と考えられる。

（６）鷹島海底遺跡における放射性炭素年代（ＡＭＳ測定）

　Ⅳ層上位で採取した貝殻５点を対象試料として、放射性炭素年代測定（ＡＭＳ測定）を

実施した。

　その結果、試料の 14Ｃ年代は、試料１が 1700 ± 20yrBP、試料２が 1160 ± 20yrBP、試

料３が 1070 ± 20yrBP、試料４が 1100 ± 20yrBP、試料５が 1350 ± 20yrBP であった。暦

年較正年代（1 σ）は、試料１が 666 ～ 720cal　AD、試料２が 1231 ～ 1281cal　AD、試料

３が 1289 ～ 1333cal　AD、試料４が 1276 ～ 1315cal　AD、試料５が 1016 ～ 1078cal　AD の

範囲で示された。試料２から４は、蒙古襲来の年代を含む、もしくはそれに近い暦年代範

囲であるが、試料１と５はそれよりも古い年代値を示している。
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７）これまでの調査成果

　以上、これまでの調査により大きな成果が得られた。その成果は以下の点に集約できる。

（１）第１期～第２期調査の成果

　褐釉陶器、青磁碗、漆製品、矢束や刀剣、甲冑などの武器・武具類、碇石や船体の一部

等、各種の出土遺物等により、歴史的に重要な蒙古襲来を考古学的資料によって検証する

ことができた。

　陶磁器類の年代は、いずれも 13 世紀後半であり、中国江南地方で作られた粗製品が大

半を占めることが明らかになった。武器・武具類は、『蒙古襲来絵詞』に描かれている元

軍の装備と類似しており、「てつはう」と考えられる球状土製品も出土した。地元住民が

採集した遺物が、元の公用文字であるパスパ文字で書かれた「管軍総把印」であることも

確認された。これらのことから、鷹島神崎遺跡、鷹島海底遺跡の出土品が、弘安の役で沈

没した元軍の船の積載品であることがほぼ確実となった。

また、出土した陶磁器の大半が中国産陶磁器であることから、高麗軍の台風による損害

は江南軍に比べると軽微であったとする『高麗史』や『元
げ ん し

史』の記述をまさに裏付けるこ

ととなった。

（２）第３期調査の成果

①物理的探査技術と水中考古学

　海底という特殊な環境にある鷹島海底遺跡の調査では、当初よりソノストレーターやサ

イドスキャンソナー等の機器を用いて探査を行い、探査で異常が認められた地点の潜水調

査を行ってその実態を確認するという調査方法がとられてきた。この方法は昭和 55 年度

から 57 年度の鷹島海底遺跡最初の総合学術調査であり、平成元年度から３年度の文化庁

の調査で試みられたが、異常反応地点のほとんどは近年の埋没品や沈没船等で、思うよう

な成果には到達できなかった。

　こうした状況を飛躍的に前進させたのは、平成 15 年度以降、東海大学海洋学部根元謙

次氏の全面的な協力の下に継続的に実施された学術調査（研究代表者琉球大学池田榮史氏）

においてであった。この調査でマルチファンビームによる高精度・高密度な伊万里湾全域

の海底地形データの取得が行われ、３次元の海底地形イメージが作成された。また、スト

ラトボックスによる音響層序とボーリング結果との対比により、鷹島海底遺跡の岩相や年

代が明らかになるとともに、堆積層の堆積速度の推定が行われ、弘安の役の堆積面が推測

された。さらに、平成 18 年度から 22 年度に行われた学術調査では、新たな超高分解能海

底地形探査機「超高分解能フォーカストマルチビーム測深システム」と音波探査装置「シ

グナルナロービーム（SES2000）」が導入された。そして、マルチファンビーム及びストラ

トボックスを用いて調査海域全体の地形及び地質構造の把握、海底下の異常反射体の抽出

を行う「概査」（探査測線 50 ｍ間隔）を行い、概査で抽出した異常反射体を超高分解能フォー

カストマルチビーム測深システム、シグナルナロービームを使用してより詳細に調査し、

正確な位置と反射の形状を明確にする「精査」（探査側線 10 ｍ間隔）が試みられた。精査

データの分析により蒙古襲来に関係する遺物の可能性が高いと思われる異常反射体を抽出

し、潜水調査で確認を行った結果、平成 23 年 10 月に元の１号沈没船の発見に至った。

以上のように、探査機器による海底地形、海底地層、異常反射体の把握→異常反射体の
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精査→遺物の可能性が高いと考えられる異常反射体の抽出→潜水による確認調査→発掘調

査という調査手法の有効性が確かめられたことは、今後の鷹島海底遺跡の調査研究にとっ

て大きな成果であった。

②海底地形・海底地層の把握

　マルチファンビームによる探査により、鷹島海底遺跡が位置する伊万里湾の海底地形が

把握された。鷹島海底遺跡周辺の海底地形は鷹島南岸の沿岸域（極浅海域）付近を中心に

分布する隆起部と、その沖に広がる平坦な海底（平坦地形）、平坦地形を切って発達する

チャネル地形（溝地形）、及び沿岸域と平坦地形間の斜面から構成されることが明らかに

なった。神崎港を含め沿岸部に発達するそれぞれの湾は、溺れ谷地形の谷頭部と見られ、

沖の平坦面やチャネル地形へと埋積谷が続いている。さらに、海底地形と従来の調査で蒙

古襲来に関係する遺物が出土している地点の情報を重ね合わせて、検討した結果、鷹島南

岸においてこれまで蒙古襲来に関係する遺物を検出した地点は、こうした埋積谷であるこ

とが確認された。

　海底地層については、ストラトボックスによる探査とボーリング及び発掘調査結果から、

基盤は砂岩頁岩の佐世保層群であり、基盤面の上にシルト層が堆積していることが明らか

になった。チャネルや埋積谷には基底礫が堆積層となって、埋積谷で５ｍから 15 ｍ、チャ

ネルで平均 15 ｍの層厚で分布していることが確認された。

　また、ボーリング資料と探査による広域的音響層序の対比から、堆積層の堆積速度の推

定が行われ、弘安の役の堆積面は沿岸域では海底面下約 50cm、伊万里湾北部の平坦面で

は海底面下約１ｍの深さに存在することが推定された。

　これら海底地形、海底地層の状況が把握できたことは、今後の調査や保存対策を考える

上で非常に重要な成果であった。

（３）遺物の理化学的分析による成果

遺物の理化学的な分析調査によって、鷹島で沈没した船は中国南部で造船された可能性

が高いこと、出土木製品の木材については、中国南部に自生しているものと、済州島・中

華人民共和国・日本に自生しているものの他、中華人民共和国・大韓民国・日本に全く自

生していない木材も含まれること、碇石の産地は中国南東部の海岸域とりわけ泉州付近と

想定されること等、数々の貴重な成果を得ることができた。

　また、出土遺物のＸ線ＣＴ調査により、「てつはう」や深鉢形冑等の武器や武具の形状

が明らかになり、「てつはう」は口縁部が二重になるもの等様々なかたちがあることも判

明した。
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６．関連遺跡及び文化財

１）鷹島内の関連遺跡・文化財

　鷹島は、元寇の島として広く知られており、その歴史を物語る史跡も数多く島内各地に

分布している。

番号 名　　称 概　　要

① 遠
と や

矢の原
はる

鷹島町の最北端に位置する１km2 の原野。蒙古襲来時に敵の矢がこ

の原野に突き刺さったことから、遠矢の原と呼ばれるようになっ

たと伝えられている。江戸時代には、御備えと称して武技を練る

場所で常時、弓矢、大筒を備え守備隊約 20 名が駐屯していたとい

われている。平成５年５月に、蒙古襲来の歴史を活かした観光施

設の「鷹島モンゴル村」が開設し、現在は鷹島の観光の拠点となっ

ている。

② 元寇記念之碑

島内の北側に位置する宮
みやじだけ

地嶽史跡公園内に存在する。この史跡公

園は、昭和 45 年に整備され、玄界灘が一望できる場所になってい

る。元寇記念之碑は、大正５年、当時の鷹島村青年会が中心となっ

て阿翁免の猿田彦神社の境内に建立されたが、昭和 51 年には現在

地の宮地嶽史跡公園内に移転している。碑の正面には「元寇記念

之碑　正四位勲二等　李家隆介書」、裏面には「法学士　石橋忍月」

氏による蒙古襲来の経過と元軍殲滅の史実が刻まれている。毎年

８月 30 日には鷹島町元寇記念祭実行委員会主催で「元寇記念祭」

が碑前にて開催されている。

③ 龍
りゅうめんあん

面庵

弘安の役に鎮西奉行であった少弐経資の弟である少弐景資が本陣

を構えた陣屋跡と伝えられている。境内には景資に従って戦死し

た壱岐の石田五郎為冶、西牟田弥五郎の墓やこの戦いで亡くなら

れた多くの人々の供養塔が祀られている。

④ 対
つ し ま こ た ろ う

馬小太郎の墓

対馬小太郎は、対馬の守護代である宗助国の家臣である。文永 11

年 10 月５日、元軍が対馬の西海岸の佐須浦小茂田浜に上陸、守護

代宗助国は一族 80 余騎を率いて奮戦したが、ついに及ばず戦死の

直前、家臣の小太郎及び兵
ひょうえじろう

衛次郎に命じて元軍襲来を大宰府に報

告させた。対馬を襲った元軍は壱岐を占領し、鷹島を襲い博多湾

に侵入している。対馬小太郎及び兵衛次郎は、博多の防衛戦に参

加してめざましい活躍をみせた。弘安４年、再び元軍が対馬・壱

岐を襲来、対馬小太郎は鷹島襲撃の知らせに少弐景資の配下とし

て奮戦中、重傷を負い自刃したと伝わっている。遺言に「我が屍

を埋るに対馬を望むべき丘陵に於いてせよ」と言い残したので、

対馬を遥かに望むことができる丘に自然石で作った墓が建てられ

たと伝わっている。鷹島では、対馬小太郎の墓は「対馬様」と呼

んでいる。
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番号 名　　称 概　　要

⑤ 刀
とう

の元
もと

の六地蔵

対馬小太郎の墓から南へ約 60 ｍの場所が「刀の元」で、六地蔵と

五輪塔が祀られている。弘安の役で元軍の捕虜を斬首したところ

とも伝えられている。六地蔵龕
が ん ぶ

部に肉彫された地蔵には赤土が塗

られている。これは子供の病気を平癒する祈願に赤土を塗る風習

が残っているためである。この六地蔵は、現在も地域の人々の信

仰の対象となっている。

⑥ 兵衛次郎の墓

兵衛次郎の墓は、神崎免伊
い の り

野利の浜の南西方の丘の上にある。伊

野利の浜は、昔は祈りの浜と呼ばれ、弘安の役における幕府軍が

着船した場所と伝わっている。兵衛次郎は、文永の役で対馬小太

郎と共に蒙古襲来を大宰府に急報し、その後、転戦し鷹島で戦死

している人物である。高さ１ｍの自然石が兵衛次郎の墓と伝えら

れ、周囲にも五輪塔、供養塔が祀られている。

⑦ 供
く よ う

養の元
もと

古くから島の交通の要衝に立地する。道路を挟んだところには、

憩
いこい

石
いし

神社が存在し、サヤの神であり、道標でもあった。伝説によ

ると、神功皇后が三韓征伐の途中、悪天候のため鷹島の三代の浦

より谷間伝いにここに着かれ憩われて、辺りを眺められたことか

らその名がつけられたとも言われている。蒙古襲来では、元軍の

首をつるしたとも言われ、また、明治維新まではここで罪人の首

を切ったところと伝えられている。現在は自然石に「享保十七年

四月十五日 南無阿弥陀仏」と記された供養塔が建っている。

⑧ 鷹島の銅造如来坐
ざ ぞ う

像

像高 77 ㎝、高麗時代前期の作品。対馬、壱岐にみられる高麗仏と

は少し作風の趣が異なっており、より中国の影響に近いものでは

ないかと考えられている。日本にもたらされているこの種の銅像

の中でも優品に数えられている。像は肉
にっ

髻
けい

部の盛り上がりが殆ど

見られず、小粒螺
ら ほ つ

髪が丸くなだらかに頭部を被い、大きな肉髻珠

の穴がみえる。額の大きな白
びゃくごうそう

毫相も目立ち、しのぎ立った鼻稜と

眉の線は強く、切れ長の目と引締まった頬など、非常に端正な顔

だちである。胸元を広くあけて腹前に裾と結び紐をみせ右手は第

１・４指を、左手は第１・３指を捻じて、結
け っ か ふ

跏趺坐
ざ

している。膝

まわりに比べ坐高は高く、左肩上に装飾的な衣端があり両袖先を

膝上に垂れさせているところなど特色がみられる。

江戸時代の終わり頃、船
ふな

唐
と う づ

津の漁師が原
はる

の海岸に「アオギタ（魚

の群れで海の色が変わること）」が生じた夢を見て、翌朝、さっそ

く網をおろしたところ、この仏像がかかったと伝えられている。

ある時、盗人がこの仏像を盗み去ろうとしたところ、この仏像が

「原の釈迦は原に帰る」と叫んだので泥棒は驚き、仏像の頭や額に

嵌め込んであった黄金や水晶を抜き取り海にほうりなげたが、再

び網にかかり今では原地区の守り仏像として安置されている。
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番号 名　　称 概　　要

⑨ 日
ひもとやま

本山城
じょうあと

跡

約 1,300 年前の白村江の戦いの時に、外敵の来寇を知らせるため

に「のろし」をあげた場所と伝えられている。後世には、鯨取り

の際「のろし」をあげる場所として利用された。伝承によれば八

代松
ま つ ら

浦 久
ひさし

公が今福梶
か じ や

谷城
じょう

より日本山に移り住み、また、文永・弘

安の役には十四代松
ま つ ら

浦 答
ことふ

公が奮戦した地と言われている。標高

75 ｍの山頂部は削平して平場が設けてあり、土塁などの城に関す

る遺構や遺物は検出されていない。

⑩
広久山満福寺跡・今

宮神社

広久山満福寺は、松浦党の始祖で今福の梶谷城にいた八代松浦久

公が年老いてから、鷹島町原免の日本山に出城を築き里村の別邸

を設けた時、三里地区の平坦な地形を見て耕作する土地に最も適

しているので、将来、一族発展の根拠地としてここに広久山満福

寺を建てたと伝えられている。境内には、弘安の役で鷹島を守る

ために活躍し、重傷によりここで自刃した十四代松浦答公の墓や

五輪塔、宝篋印塔が無数にある。この満福寺は明治になって廃止

され、今では境内の一隅に小さな石碑が建っている。

今宮神社は、久安４年に、松浦久公の嫡子 直
なおし

公が父のために満福

寺境内の一隅に建てたと伝えられ、「松浦家世伝」にも今宮明神に

祀るとある。境内には樹齢 400 年以上になる公
い ち ょ う

孫樹があり、この

木の側枝から垂れ下がっている乳柱の皮を煎じて飲むと乳が出る

という言い伝えがある。

⑪ 番
ばんやさん

屋山

番屋山は、白村江の戦いの後、天智天皇が新羅侵攻に備えて、大

宰府防備のために水城や古代山城を築造し、海岸の防備を厳重に

した際、礫石の砦があった場所と伝えられている。山頂には今も

なお「石
いし

礫
つぶて

」が数 10 ｍにわたって積み重ねられ、当時の様子を残

している。また、1140 年代には、松浦久公の陣屋とされていたと

ころで弘安の役では武将たちが防戦に努めたと伝えられている。

⑫ 開
ひらきだ

田の七人塚

文永の役の折、東
ひがしはま

浜（船唐津）に上陸した元軍は、島民のほとん

どを虐殺した。開田の一軒家は、人目につかない山の中にあった

が、飼っていたニワトリが鳴いたため、ニワトリがいるなら人も

住んでいるはずだと、元軍が山の中を探し、灰だめに隠れていた

老婆を除いた家族七人が殺された。それ以来、開田ではニワトリ

を飼わない風習が残っている。

⑬ 中川・首
く び の

除き

中川は、三里免の中川原から船唐津免の淵の内までの幅３ｍほど

の谷川である。弘安の役の折、元軍の首を斬った血刀を洗ったと

ころと伝えられている。「首除き」は、中川より西に 50 ｍ付近で

元軍を斬首し、首を積み重ねたと言われる場所を「首除き」と呼

んでいる。市道船唐津線の辺りに建てられた石碑がその場所を示

している。
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番号 名　　称 概　　要

⑭ 棟
ふな

原
ばる 中川上流の三里免字江

え り

里の台地の付近で、弘安の役で上陸した元

軍と戦った最後の決戦場になったところと伝えられている。

⑮ 東浜
文永の役、元軍が上陸した船唐津地点で、弘安の役では元軍の残

敵を攻撃し、激戦を展開した場所である。

⑯ コウジゴモリ
東浜より 100 ｍほどの台地で、弘安の役で元軍が占領した際、幕

府軍と激戦を展開したところである。現在は耕地になっている。

⑰ 西の浦（阿翁浦）

鷹島北部の阿翁浦は「鷹島の西の浦」といわれ、南の船唐津、中

央の里方面とともに北部の阿翁浦一帯が激戦地であったと言われ

ている。肥後（現在の熊本県）の御家人 竹崎季長が奮戦の模様を

絵師に命じて描かせたという『蒙古襲来絵詞』には阿翁浦の景色

と思われるところがある。季長は「この右にいづるものなし」と

いわれた武将であり、この絵詞にも「たかしまの西の浦より破れ

残り候 船に賊徒あまた混み乗り候を はらひのけてしかるべき物

ともとおほえ候 のせて はやにけかへり候 と申すに 季長 おほせ

のことく はらひのけ候云々」とある。

⑱
「むくり・こくりの

鬼が来る」伝承

「むくり・こくり」は、むくり（もくり）＝蒙古、こくり＝高麗で

あると伝えられている。幼子が泣き止まないと、むくり、こくり

がくるぞと言って宥めていたという。古い蒙古襲来の記憶が、明治・

大正の初めまで鷹島で語りつがれ、その恐怖が住民の心の奥深く

刻み込まれていたことを物語るものであると言える。

※番号は次ページの図中番号に対応

２）松浦地方の関連遺跡・文化財

　松浦地方（松浦市・平戸市等）の蒙古襲来に関する遺跡・文化財関連は、歴史的大事件

でありながら、関連するものは少ない。このような中、昭和 55 年から３カ年の学術調査

中に、鷹島対岸に位置する星鹿町では、昭和 57 年８月に東海大学茂在寅男氏らによる関

連する千人塚と逃げの浦の防塁の現地踏査が行われている。

（１）千人塚と逃げの浦の防塁

星鹿町の鷹島を望む台地上の畑の中に自然石の石積みがある。元軍の船団が暴風雨によ

りおびただしい元軍の兵士の屍が海上を埋め尽くし、その死臭で海中の魚も死んだと伝わ

るほどで、この時の死者を葬った塚であると伝えられている。千人塚の周辺にも自然石の

石積みに宝篋印塔や五輪塔が安置された所が数カ所ある。星鹿半島の北端海岸部に石塁が

約 300 ⅿにわたり残存している。元寇防塁ではないかとの指摘があるが、詳しい調査は行

われていない。

（２）星鹿町に伝わる地名

星鹿町では、鷹島同様に地名として現在に伝えられている。松浦党の反撃に遭い海上に

追い出された所を「追出」、船に乗って逃走した所を「逃げの浦（地元ではぬげの浦とい
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蒙古襲来に関する史跡と伝承地

（『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』「蒙古襲来に関する史跡と伝承地」を参考に作成）

平成５年鷹島町全図 1/15000 を修正・加筆
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う）」、戦死者の血で染めたようになった所を「血田」・「血田辻」・「上血田」の小字名とし

て残り、「矢払」・「御手水」などの地名が伝わっている。

（３）平戸市大島村

松浦市以外の周辺地域で、蒙古襲来に関連した遺跡・文化財は少ない。大島村前平地区

に千人塚がある。地元では元寇の戦で亡くなった人々を葬ったところと伝わっている。

（４）その他

　志佐町蛭子崎の海岸部にもかつて千人塚があり、冑と刀片が出土したと伝わっている。

３）国内の関連遺跡・文化財

　国内の蒙古襲来に関連する遺跡は福岡県、長崎県の海岸沿いに多く残されている。

（１）福岡県

　福岡市の海岸線には元寇防塁が残されており、国指定の史跡となっている。国史跡以外

では、激戦地となった麁
そ は ら

原の元寇古戦場跡に記念碑が建てられているほか、志賀島には処

刑された元軍兵士供養のために昭和２年に建立された供養塔があり、前面には張作霖書に

よる「蒙古軍供養塔賛」の碑も建てられている。

長崎県内の城の名称は、長崎県中近世城館跡分布調査報告書Ⅰ
地名表・分布地図編2010長崎県教育委員会による。中世の松浦地方の主な城跡（　 ）　
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　また、蒙古襲来の時に元の軍船に装着されていたと見られる碇石が、「蒙古碇石」の名

称で福岡県の有形文化財（考古資料）に指定されている。福岡市内で蒙古碇石が所在する

場所は筥崎宮（東区箱崎）、櫛田神社（博多区上川端）、冷泉小学校跡地（博多区冷泉）、

善導寺（博多区中呉服町）、承天寺（博多区博多駅前）、聖福寺（博多区御供所町）、大乗

寺跡（博多区上川端）がある。

史跡元寇防塁の概要　

名　　称 概　　要

元寇防塁（生
いき

の松原地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

長
ながたれ

垂海岸から小
お ど

戸海岸にかけての約 2.5km にわたる元寇防塁。発

掘調査により、防塁は海への傾斜面に幅１ｍから 1.5 ｍ、高さ 1.8

ｍに石を積み上げ、その後ろを粘土で補強していたことがわかっ

ている。『蒙古襲来絵詞』の、肥後の御家人竹崎李長が防塁の前を

馬上で進む場面は、この生の松原の情景である。防塁の一部は築

造時の高さに復元され、見学できるようになっている。

元寇防塁（長
ながたれ

垂地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

長垂山から今山にかけての砂丘上に位置する。この地区の元寇防

塁の築造は、豊前国が分担した。現在は長垂海水浴場前と今山の

ふもとに国指定地がある。古文書には、築城郡吉富村を本拠とし

た成富氏が、乾元２年（1303）この地区の防塁の修理を完了した

という報告があり、弘安の役以後も防塁の修理が行われ、蒙古に

対する警備体制が続いていたことを示している。

元寇防塁と当時の海岸線（『松浦市鷹島海底遺跡　総集編　2011』より転載・加筆）
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名　　称 概　　要

元寇防塁（今津地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

西の柑
こ う じ

子岳山麓から東の毘沙門山山麓までの海岸砂丘上に、約３

km にわたって残存している。防塁の石材は西側が柑子岳に産する

花崗岩、東側が毘沙門山に産する玄武岩が多く、中央部は玄武岩

と花崗岩が交互に連続して続いている。今津地区の防塁築造を担

当した日向国、大隅国の違い、また、二つの国内での担当者の所

領（領地の広さ）に応じて築いた工事区間の長さを反映している

ものであろう。現在松原の中に約 200 ｍが復元整備され見学がで

きるようになっている。

元寇防塁（地蔵松原地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

地下鉄貝塚駅の南東約 300 ｍ、ＪＲ鹿児島本線を挟んだ東西に元

寇防塁がある。記録によれば箱崎地区は薩摩が分担して防塁を築

いたというが、現状では防塁の痕跡は確認できない。平成５年に

試掘調査を行った際は、防塁構築に伴うと考えられる石材が出土

したが、その構造等については確認できなかった。また、平成 12

年度に行った発掘調査では、元寇防塁と考えられる人頭大の自然

石が直線的に並び、その背後に裏込めの一部と考えられる小礫が

確認されている。線路東側の地蔵松原公園に説明板が建っている。

元寇防塁（向
むかいはま

浜地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

向浜地区の元寇防塁は、大正 10 年に内務省の考査官が現地視察し、

石塁を確認したとされているが、詳細は不明である。その後、昭

和 30 年の台風によって姪
めいのはま

浜一帯の海浜が浸食された際に石塁が崩

壊したという記録が残っている。現在は、小戸公園の一角に擬木

柵に囲まれて指定地があり、説明板が建っている。

元寇防塁（地
じぎょう

行地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

地行地区の元寇防塁の発掘調査は実施されていないが、指定され

た昭和前期には、高まりが残っていた。現在は、住宅地の一角にフェ

ンスに囲まれた指定地がひっそりと残り、説明板が建てられてい

る。

元寇防塁（百道地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

防塁は西の今津から東の香椎浜までの約 20km にわたって築かれ

た。そのほぼ中間にあたるのが西
にしじん

新・百道地区の防塁である。文

永の役では元軍がこの百道浜に上陸し、麁原、鳥飼、赤坂一帯が

戦場となった。その後、この防塁が築かれたが、その構築、修理、

警固番役等については知られていなかった。大正９年と昭和 44 年

に行われた西新地区の発掘調査で、防塁は砂丘の上に粘土を敷い

て基盤を安定させた上に、基底部幅 3.4 ｍに石を積み上げている

ことが確認された。

元寇防塁（脇地区）

国指定史跡・福岡県福岡市

姪浜の北面にあたる脇地区では、昭和 54 年に発掘調査を実施し、

基底部しか残っていないものの幅４ｍで砂岩が積まれていた状況

を確認している。現在は、芝を貼った高まり状に埋め戻し保存を

行い、説明板を設置している。



81

第４章　鷹島神崎遺跡に関する歴史的調査

（２）長崎県

　長崎県の蒙古襲来関連の遺跡、伝承地は侵攻の経路上に位置する壱岐、対馬に多く残さ

れている。

①県指定史跡文永の役新
しんじょう

城古戦場

壱岐市勝本町新城東触

　元寇の際、壱岐には元軍が上陸して暴虐の限りをつくした。勝本町内には、とくに文永

の役に関する伝承の地が少なくない。元軍上陸の地、古戦場跡とされる地などがあり、「勝

負坂」・「唐人原」の地名、彼我両軍の合戦があったとされる「鯛の原」その他「高麗橋」

などがそれである。また、「千人塚」といわれる石碑もある。これらを便宜上一括して、

町内の一角に「史跡文永の役新城古戦場」として標柱をたてて顕彰している。　

②樋
ひ づ め

詰城跡

壱岐市勝本町新城東触

　文永の役の際、守護代の平景隆が合戦の後に自害したと伝わる場所である。平景隆の墓

と平景隆を祀る新城神社がある。

③元寇の碇石

壱岐市芦辺町瀬戸浦

　少弐公園内の一角には、芦辺町八幡左京鼻沖合から引き揚げられた碇石がある。この碇

石は全長 242 ㎝で、重量は 300 ㎏ほどある。壱岐市には、この少弐公園のほかに３点が八

幡瀬戸浦から引き揚げられており、芦辺町鬼川太師堂・千人堂・旧役場横で確認される。

④県指定史跡弘安の役瀬戸浦古戦場（少弐資時の墓）

壱岐市芦辺町箱崎大左右触

　少弐経資の三男少弐資時は、叔父にあたる少弐景資の配下として、12 歳の若さで文 

永の役に出陣している。弘安の役の際は、19 歳の若さで壱岐国守護代として壱岐島の

防衛にあたっていた。元軍は志賀島を襲撃した後、壱岐の瀬戸浦を攻撃した。少弐資時は

船
ふね

匿
かくし

城にて元軍の大軍を相手に奮戦したが、壮烈な最期を遂げている。

⑤御首塚

　対馬市厳原町下原

　文永 11年（1274）、対馬守護代宗家二代目助（資）国は、佐須浦で蒙古の大軍を迎え奮

戦した。しかし、助国らはが戦場の華と散った。この地には助国公の首を葬ったと伝えら

れている。首と胴の二つの塚が別々にあるのもその悲惨な戦況をよく物語っている。

⑥御胴塚

　対馬市厳原町樫根

　樫根の法清寺は守護代宗助国公を祀っている。蒙古の大軍を迎え奮戦したが戦場の華と

散った守護代宗助国公の胴を葬ったと伝わる墓がある。

⑦小茂田浜神社

　対馬市厳原町小茂田

　小茂田浜神社は、島民を守るために勇敢に戦い、そして散った宗助国ら将兵の霊が祀　

られている。毎年 11 月 12 日には慰霊の大祭が行われ、鎧冑姿で練り歩き、元軍を迎え撃っ

たごとくはるかなる海の彼方に向かって弓を構え、弦を鳴らし放ち、島の平和を祈願する
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「鳴弦の儀」が執り行われている。

⑧越前五郎の墓

　対馬市美津島町

　文永 11 年 10 月５日の夕刻に元・高麗軍約３万数千の大軍が 900 余船の軍船にて

対馬の西海岸佐須浦沖に現れた。急報を受けた守護代宗助国は大宰府に急を知らせ、自身

は 80 余騎を従え布陣した。翌朝合戦となったが、衆寡敵せず、助国以下奮戦及ばす討ち

死にした。この時、加志の浦にも入寇しており、迎え討った越前五郎は討ち死にしたと伝

わる。川縁に宝筐印塔が一基建っており、越前五郎の墓と伝わるが、鎌倉時代の形式では

なく、後に供養塔として建立されている。越前五郎は宗助国の庶兄であるという。

４）世界の関連遺跡・文化財

　モンゴル帝国に侵攻を受け戦場となった地域は、ユーラシア大陸の各地に分布する。そ

れらの中には、紀元前からの歴史を持ちユネスコの世界文化遺産となっている歴史都市も

数多く存在する。

しかし、戦闘の状況が具体的に残されている例はバクダン（ベトナム）で、元軍の侵攻

を阻止するために設置されたと伝えられる木杭が発見されている他は、ほとんど皆無であ

る（詳細は付編を参照）。ユーラシア大陸の中でも、考古学的な調査が実施され、学術的

な裏付けがあるのは鷹島海底遺跡のみという状況である。

　なお、モンゴル軍との戦場跡にモニュメントや展示施設が整備されている例には、崖山

（中華人民共和国）とモヒ（ハンガリー）がある。

モンゴル帝国（元）の主な戦跡
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７．関連史料

１）文献史料　

　蒙古襲来について記録した文献史料は、日本側の史料として『八幡愚童訓』、『勘
かんちゅう

仲

記
き

』、『鎌
か ま く ら ね ん だ い き

倉年代記』等をあげることができる。また、元や高麗側の史料としては『元

史』、『高麗紀事』、『高麗史』、『高
こ う ら い し せ つ よ う

麗史節要』等が存在する。これらの文献史料につい

ては、科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　研究代表者：池田榮史『長崎県

北松浦郡鷹島周辺海域に眠る元寇関連遺跡・遺物の把握と解明』2010 年の中に「元寇関

係史料集（稿）Ⅰ　日本史料編、Ⅱ　中国・朝鮮史料編、Ⅲ　日本史料・中国史料補遺編」

としてまとめられている。なお、日本側の蒙古襲来に関する史料は鎌倉時代の古文書の網

羅を目指して、竹内理三氏により編集された史料集『鎌
か ま く ら い ぶ ん

倉遺文』の中に、日蓮等の書状を

含めてほぼすべての史料が収録されている。

元・高麗側の主な文献史料

名　称 成立年代 概　　要

元史 洪武３年（1369）

中国元王朝について書かれた歴史書（正史）。明の洪武

帝即位後の洪武２年２月に編纂が開始され、洪武３年８

月に完成した。本紀 47、表８、志 58、列伝 97 の計 210

巻から構成される。中国の正史としては異例の速さで編

纂が進められ、完成までの期間も１年半と極めて短期間

であったため、数々の不備が指摘される正史となったが、

顕彰碑文等を丸写しにした箇所の存在等は、他の正史に

は見られない貴重な史料を後世に伝える結果となった。

蒙古襲来については、列伝第九十五 外夷傳に記されて

いる。

皇元故敦武校尉管

軍上百戸張君墓碑

銘

至正８年（1358）

立石

弘安の役に従軍した蒙古軍兵士、百戸張成の墓碑に刻ま

れた銘。鷹島海戦の状況などが記されている。

高麗史 文宗元年（1451）

李氏朝鮮の鄭麟趾らによって編纂された朝鮮の高麗王

朝（918 年～ 1392 年）のことを記した官史。全 137 巻。

蒙古襲来までの元・高麗と日本との折衝の経過や、戦況

についても記されている。

高麗史節要 文宗２年（1452）

高麗王朝の正史のひとつ。全 35 巻。『高麗史』の節要（ダ

イジェスト）であるが、『高麗史』とは独立に編纂され

たためにオリジナルの記事を多く含む『高麗史』よりも

詳細な部分もあり、高麗史の貴重な史料である。
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日本側の主な文献史料

名　称 成立年代 概　　要

八幡愚童訓 14 世紀初頭

14 世紀初頭に成立したと考えられる八幡神の霊験・

神徳を説いた寺社縁起。甲種・乙種と呼ばれる２種に

大別される。甲種本は日本が歴史上遭遇した外敵との

戦いに関する事蹟が述べられており、文永の役におけ

る蒙古軍の襲来、対馬・壱岐への侵攻、九州上陸と九

州御家人勢との戦闘の状況、筥崎八幡宮の焼失、弘安

の役における蒙古退却の奇瑞などが記されている。

関
かんとうひょうじょうしゅうでん

東評定衆 伝 不明

嘉禄元年（1225）から弘安７年（1284）の各年の主な

出来事と、執権、評定衆、引付衆の現任者、その公武

の官職の異動、略歴を記した文書。文永・弘安の役の

概況、元の使節の来訪など外交上の出来事が年代記と

して列記されている。

鎌倉年代記 元徳３年（1331）頃

寿永２年（1183）から正慶元年（1332）までの、鎌倉

幕府に関する記事を中心に記した武家年表。天皇、年

号、摂関、将軍、執権連署、六波羅探題、問注所、政

所両執事の項目を設け、年ごとに任免や各人の略歴が

記され、裏面には、その年に起こった事件が記されて

いる。文永・弘安の役、元との折衝過程についても記

述されている。

勘仲記
文永５年（1268）～

正安２年（1300）

鎌倉時代の公卿藤原兼
かね

仲
なか

が記した文永５年から正安２

年までの日記。文永６年から 11 年、弘安８年から正

応３年、永仁３年から正安元年を欠くが、弘安の役の

動向について、重要な記述が多い。

弘安四年日記抄 応永 26 年（1419）頃

壬
み ぶ か ん む け

生官務家旧蔵の弘安４年（1281）５月５日から８月

10 日の日記の写し。弘安の役関係の記事のみが抜き

出されており、戦闘の経過や異国降伏の祈祷の様子、

西国支援の諸政策などを記してある。応永の外寇当時

の官務であった子孫の壬生兼治が、異国侵入の先例を

参照するために、壬生顕衡の日記を写したものと推定

されている。弘安の役に関する基本史料の一つとなっ

ている。

鎌倉遺文
昭和 46 年（1971）～

平成７年（1995）

鎌倉時代の古文書の網羅を目指して竹内理三氏により

編集された史料集。現存する鎌倉時代の古文書の大部

分が所収されており、『日
にちれん

蓮書
しょじょう

状』、『後
ご う だ

宇田天
てんのう

皇宣
せ ん じ

旨』

等、蒙古襲来に関する重要文書も収録されている。



85

第４章　鷹島神崎遺跡に関する歴史的調査

２）絵画史料

（１）蒙古襲来絵詞

　蒙古襲来に関する絵画史料は『蒙古襲来絵詞』が唯一の史料として知られている。『蒙

古襲来絵詞』は、肥後国の御家人竹崎季長が、絵師に説明しながら蒙古襲来（文永・弘安

の役）における戦闘の様子を描かせたものと伝えられる。上下２巻で上巻は 32 ｍ、下巻

はおよそ 20 ｍ近くにのぼる長大な絵巻物である。

竹崎季長は蒙古襲来の軍功により、肥後国海東４郡の地頭職に任ぜられたが、数代を経

て家が衰退し、その後、宇
う ど

土城主の伯
ほ う き

耆顕
あき

孝
たか

に伝えられていた。顕孝の娘が天草の大矢野

城主・大
お お や の

矢野種
たねもと

基と結婚した折、引き出物として種基に贈られ、以後、大矢野氏が所有す

るところとなった。大矢野氏は江戸時代に肥後を治めた細川家の家臣となり絵巻を伝世し

てきたが、明治 23 年に大矢野十郎氏より宮内省に献納された。現在、原本は宮内庁の三

の丸尚蔵館に収蔵されている。小松茂美氏等の研究により、後世に加筆や改竄、編纂され

た部分があることが指摘されているが、蒙古襲来の戦闘の状況や元軍の武器や武具類、服

装等が絵と詞書で克明に記録されており、蒙古襲来及び当時の元軍の様子を知る上で欠か

すことのできない貴重な史料となっている。

　なお、『蒙古襲来絵詞』は寛政５年（1793）に大矢野氏の主家であった細川家が江戸に

持参した折、時の老中の松平定信がこれを借り受け模本（楽翁本）を制作したことが知ら

れているが、以来、大名や文人達の関心を呼び多くの模本が作られた。これら寛政年間以

後に制作された江戸時代の模本は、原本では破損して読めない詞を判読できるものもあり

史料的な価値は高い。

『蒙古襲来絵詞』の主な模本

名　称 作　者 成立年代 所　蔵

蒙古襲来絵詞（原本） 不　明 13 世紀末 宮内庁（三の丸尚蔵館）

蒙古襲来絵詞模本（建中寺本） 神谷元秋 寛政７年（1795） 名古屋市　建中寺

蒙古襲来絵詞模本（楽翁本） 巨野泉祐 寛政７年以前か 宮崎市　宮崎県総合博物館

蒙古襲来絵詞模本（松浦本） 伊藤景忠
絵　寛政 ８年（1796）

詞　寛政 12 年（1800）
平戸市　松浦史料博物館

蒙古襲来絵詞模本（東博本） 狩野晴川他 弘化３年（1846） 東京国立博物館

蒙古襲来絵詞模本（九大本） 不　明 18 世紀末頃か 福岡市　九州大学付属図書館

蒙古襲来絵詞模本（埼玉県博本） 不　明 文政末頃～天保期か
さいたま市　埼玉県立歴史と

民俗の博物館

蒙古襲来絵詞模本（穴八幡社本） 菊池容斎 18 世紀後半か 東京都　穴八幡社
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元軍に突撃する竹崎季長、画面中央上部では「てつはう」が炸裂している

幕府軍の攻撃を受ける元の兵船

『蒙古襲来絵詞』（模本）狩野晴川他（画像提供：東京国立博物館）

停泊する元の軍船

竹崎季長、大矢野三兄弟らと敵船に討ち入る
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（２）その他の絵画史料

　蒙古襲来について描いたものではないが、他に鷹島神崎遺跡から出土しているモンゴル

軍の武器や武具等が描写された史料として、イル・ハーン朝の第７代君主ガザン・ハーン

の勅命によってその宰相であったラシードゥッディーンが中心となって編纂した歴史書

『集史』を挙げることができる。『集史』は第１巻モンゴル史、第２巻世界史から成り、他

に第３巻地理史があったとされるが、これは現存していない。

　このうち第１巻モンゴル史は 1307 年に、第２巻世界史は 1314 年に完成し、完成後にモ

ンゴル帝国各地の諸王家へ贈与されたことが記録されている。原本は散逸して現存しない

が、数多く制作された各種の写本が西アジアやヨーロッパ各地の図書館等に収蔵されてい

る。このうち 1307 年の挿絵・挿図入り献呈本の系統を引く写本には、細密画の挿絵が描

写されている。中でもフランス国立図書館所蔵の写本『Supplément persan 1113』は 109

点の挿絵を備えた写本として著名である。

集史（jami’ al-tawarikh）の主な写本（挿画入写本・第 1 巻モンゴル史のみ）

所蔵機関 所在地 写本年代 言　語 大きさ

フランス国立図書館 フランス・パリ 15 世紀前半 ペルシア語 32cm × 23cm

ベルリン州立図書館 ドイツ・ベルリン 14 世紀前半 ペルシア語 40cm × 29cm

アブー・ライハン・ビー

ルーニー東洋学研究所

ウズベキスタン・

タシュケント
14 世紀前半 ペルシア語 41cm × 28cm

ベンガル・アジア協会 インド・カルカッタ
15 世紀末～

16 世紀初頭
ペルシア語 47cm × 32cm

ゴレスターン宮殿

サルタナット図書館
イラン・テヘラン

15 世紀末～

16 世紀初頭
ペルシア語 31.5cm × 21.5cm

 フレグ西方遠征軍によるバクダードの戦いの場面（画像提供：フランス国立図書館）
原典：集史（パリ本）Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Division orientale. 

　　　Supplément persan 1113, fol. 180v-181
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原典：集史（パリ本）Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Division orientale

　　　Supplément persan 1113, fol. 191v　

原典：集史（パリ本）Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Division orientale

　　　Supplément persan 1113, fol. 49v

弓を引くモンゴル軍の兵士（画像提供：フランス国立図書館）

1221 年のモンゴル軍と中国（金）軍との戦い（画像提供：フランス国立図書館）


