
４．中世碇石の基礎的検討―HZK1702 地点出土碇石の位置づけ―

森　貴教

はじめに

　碇石は木製碇の部材であり、船舶の碇泊具として用いられた石製品である。細長く角柱状に成形し
て碇全体の比重を大きくし、
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などの木製の部材と組み合わせて用いられた（図１）。国内
では博多湾を中心に北部九州の沿岸部で多く発見されており、奄美・沖縄諸島でも認められる。福岡
市内では筥崎宮、櫛田神社、承天寺などの神社仏閣にも展示されており、一般的に「蒙古碇石」とし
て知られている。
　2017年度に行われた箱崎遺跡九州大学箱崎キャンパス地区HZK1702地点（以下本遺跡）で碇石が
２点出土した（遺物番号127・128）。発掘調査での碇石の出土は鷹島海底遺跡を除けば初の事例であ
る。本稿では、これまでに知られている碇石を集成し、法量や形態について基礎的な分析を行う。そ
して本遺跡出土の碇石の位置づけを行う。

１．研究の現状と課題

（１）研究史
　1941年に川上市太郎により、それまでに発見されていた碇石が集成され、所在地、形状、法量、発
見の由来などが述べられた。博多湾から発見された碇石の他に、佐賀県や長崎県で発見された碇石22
点が集成され、装着法についても考察されている（川上1941）。
　その後、上田雄や松岡史により碇石の集成がなされ、以後の研究の基礎的な情報となっている（上
田1976；松岡1981）。松岡は34点の碇石の実測図を提示し、形式分類、使用方法、年代について考察
を行った。柳田純孝は、碇石の出土状況を検討し、中国商船や元寇との関係について言及する（柳田
1988・1992）。當眞嗣一は奄美・沖縄諸島出土の碇石６点を集成に加え、年代について考察している

（當眞1996）。
　1994年に鷹島海底遺跡神崎地区の海底調査が行われ、９基の木製碇が出土した。木製部位は、１本
の 身と２本の 歯からなり、碇石は 身を中心にして左右両側に分離する形態のものであることが
明らかになった。これは、それまで知られていた「一石型碇石」に対して、「分離型碇石」（あるいは
鷹島型碇石）と呼称されている。鷹島では、その後の調査で一石型碇石を分離型碇石へと分割したも
の（２つの分離型碇石が接合するもの）が確認されており、弘安の役（1281年）の時に一石型碇石と
分離型碇石が併存していたことを示す（小川2008）。また、2013年に行われた鷹島１号沈没船の確認
調査に伴って、木製碇と一石型碇石が初めて確認された（池田編2016）。
　近年、石原渉は碇石を含めて「いかり」について体系的に論じた。博多湾周辺で出土する定型的な
大型の碇石は一般的に「蒙古碇石」と評価されてきたが、出土した貿易陶磁器などの内容や出土地点
から宋代の貿易船のものであった可能性を指摘し、碇石の性格を単純化することに警鐘を鳴らす。そ
して「蒙古碇石」といえるのは鷹島で確認された分離型碇石である、とする（石原2015）。
　分離型碇石は鷹島海底遺跡のほか中国山東省蓬萊水城でも確認されている。蓬萊水城では南宋～元
代頃の古船が発見された。古船は全長35.17ｍ、幅６ｍ、深さ2.6ｍで14の隔壁によって仕切られ、船
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内からは元代の陶磁器や大砲の鉄塊、石弾などが発見されており、戦闘用の艦船と考えられている。
この古船の周辺から分離型碇石が出土したのである。元寇において、モンゴル軍が渡洋戦の主力とし
て頼みとしたのは江南軍（旧南宋軍）であったことは文献上にも詳しいが、蓬萊で発見されたような
艦船が元寇に使われた可能性が高いとみられる。
　石原は、分離型碇石が海底に懸架した碇を素早く収納し、艦船の運動性能を高めるために考案され
たものであると指摘する（石原2015）。出土傾向から、いわゆる「蒙古碇石」の主体は機動性に優れ
た分離型碇石であったと考えられている（小川2008；石原前掲）。ただし前述のように、鷹島海底遺
跡の調査で元寇の際に調達された元軍の船舶には分離型碇石のみでなく一石型碇石も存在していたこ
とが明らかになったことにより、その履歴や性格の解明には船体構造を含めさらに詳細な分析が必要
といえよう。

（２）問題の所在
　碇石の大きさは重量と密接に関連するため、機能を直接的に反映する属性といえる。したがって碇
石の法量の検討は、碇泊させた船舶の大きさや性格を考察する上で欠かせない。特に中世においては、
元寇と関連する戦闘用の艦船（東路軍・江南軍）のほか、大小の中国貿易船や和船が往来していたと
みられ、碇石から把握される船舶の具体像の解明は東アジアを取り巻く国際的な歴史評価にも繋がる
ものと考える。
　しかしながら、碇石はこれまで数度の集成がなされている一方で、法量や形態などの基礎的な分析
は不十分といえる。そこで本稿では全長、中央部最大幅の計測値に基づいて碇石の大きさについて分
類し、本遺跡出土の碇石の位置づけを行いたい。

２．分析

（１）形態分類
　本稿では木製部材と組み合わせて使われた

「碇石」に限定し、石そのものを単独で碇とし
た「石碇」は扱わない。
　碇石の形態は木製の 身への取り付け方法か
ら一石型（１類）と分離型（２類）に大別でき
る（図１）。一石型碇石は一本の石材を 身に
嵌め込むもの、分離型碇石は 身を挟んで左右
に配され、
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と呼ばれる木製の部材で碇石の
上下を固定するものである。
　一石型は、両端に向かって先細りし、長軸
方向の中軸線で対称形となるもの（角柱対称
形［1A類］）と幅の広い面の片側のみ先細り
し、もう一辺は直線状になるもの（角柱非対称
形［1B類］）、直方体の形状のもの（角柱直方
形［1C類］）、粗く細長に成形されただけのも
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分離型碇石
ぶんりがたいかりいし

図１　木 の復元と各部の名称（小川2008）
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№ 出　　土　　地 現所在地（不明品括弧内は川上1941による名称） 形　態　分　類 全長（㎝）

1 箱崎遺跡　HZK1702地点Ｃ区 九州大学埋蔵文化財調査室 角柱対称形［1A類］ 182
2 箱崎遺跡　HZK1702地点Ｃ区 九州大学埋蔵文化財調査室 角柱対称形［1A類］ 推定300
3 山口県萩市大字大井字佐々古ノ浜 山口県萩市大井馬場下荒人神社前　出口栄城氏蔵 角柱対称形［1A類］ 推定347
4 福岡市糟屋郡新宮町相島 福岡市糟屋郡新宮町相島　西野猛氏宅 角柱対称形［1A類］ 196
5 福岡市東区志賀島蒙古塚北北西200m 福岡市埋蔵文化財センター 柱状不定形［1D類］ 112
6 福岡市東区志賀島蒙古塚東南100m沖 陸上自衛隊福岡駐屯地広報史料館 柱状不定形［1D類］ 89.6
7 福岡市東区志賀島蒙古塚東南100m沖 陸上自衛隊福岡駐屯地広報史料館 柱状不定形［1D類］ 87.6
8 博多湾中央埠頭東北100m、水深5.5m 福岡市東区筥崎八幡宮 角柱対称形［1A類］ 222
9 博多湾中央埠頭西200m、水深5m 福岡市埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ 209
10 博多湾中央埠頭西200m、水深5m 不明（比治山号） 角柱非対称形［1B類］ （124）
11 博多湾中央埠頭西200m、水深5m 不明（修築号） 角柱非対称形［1B類］ 推定176
12 博多湾中央埠頭西200m、水深5m 広島市郷土資料館 角柱対称形［1A類］ 210
13 博多港 福岡県春日市陸上自衛隊福岡駐屯地 角柱対称形［1A類］ 238
14 不明 福岡市博多区御供所町承天寺 角柱対称形［1A類］ 208
15 不明 福岡市博多区御供所町聖福寺瑞応庵 角柱対称形［1A類］ 推定182
16 不明 福岡市博多区蓮池町善導寺 角柱対称形［1A類］ 246
17 不明 福岡市博多区上川端町櫛田神社 角柱対称形［1A類］ 269
18 福岡市博多区御供所町　佐藤半次郎氏宅 福岡市博多区上川端町櫛田神社 角柱非対称形［1B類］ 227
19 不明 不明（京屋号） 角柱対称形［1A類］ 189
20 不明（河内卯兵衛氏旧蔵） 不明（河内号） 角柱対称形［1A類］ 推定204
21 不明（河内卯兵衛氏旧蔵） 不明（心阿号） 角柱対称形［1A類］ 推定271
22 不明 福岡市博多区美野島２丁目　香月ヨシ子氏宅 角柱対称形［1A類］ （66.5）
23 福岡市博多区旧冷泉小学校敷地内 福岡市博多区旧冷泉小学校北隣 角柱対称形［1A類］ （92.5）
24 福岡市博多区都市高速呉服町橋脚工事中、地下4m 福岡市埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ 推定310
25 福岡市下呉服町日通ビル工事中、地下4.5m 福岡市埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ 298
26 福岡市中央区天神フタタビル工事中、地下3.5m 福岡市埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ 192
27 福岡市中央区大名？ 福岡県太宰府市太宰府天満宮菅公歴史館 角柱対称形［1A類］ 222
28 不明 福岡市西区姪浜新町　石橋七郎氏宅 柱状不定形［1D類］ 208
29 福岡市西区唐泊字フケ後浜海岸 福岡市埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ 224
30 不明 福岡県久留米市長門石町本村長門石神社 角柱対称形［1A類］ 推定189
31 佐賀県唐津市呼子町加部島宮崎沖合 佐賀県唐津市呼子町加部島田島神社境内 角柱対称形［1A類］ 217
32 佐賀県唐津市呼子町加部島杉野浦海岸 佐賀県唐津市呼子町加部島田島神社境内 角柱対称形［1A類］ 320
33 佐賀県唐津市湊横野塔元沖合 佐賀県唐津市湊八坂神社境内 角柱対称形［1A類］ 推定299
34 佐賀県唐津市神集島住吉湾内 佐賀県唐津市神集島住吉神社境内 角柱対称形［1A類］ 268
35 長崎県松浦市鷹島町神崎１号 （右） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 68
36 長崎県松浦市鷹島町神崎１号 （左） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 70.5
37 長崎県松浦市鷹島町神崎２号 （右） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 52
38 長崎県松浦市鷹島町神崎２号 （左） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 52.5
39 長崎県松浦市鷹島町神崎３号 （右） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 131
40 長崎県松浦市鷹島町神崎３号 （左） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 132
41 長崎県松浦市鷹島町神崎４号 （右） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 52.5
42 長崎県松浦市鷹島町神崎４号 （左） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 52
43 長崎県松浦市鷹島町神崎５号 （Ａ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ （47）
44 長崎県松浦市鷹島町神崎５号 （Ｂ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 74.5
45 長崎県松浦市鷹島町神崎６号 （Ａ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 62
46 長崎県松浦市鷹島町神崎６号 （Ｂ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ （42）
47 長崎県松浦市鷹島町神崎７号 （Ａ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 90
48 長崎県松浦市鷹島町神崎７号 （Ｂ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 87.5
49 長崎県松浦市鷹島町神崎８号 （Ａ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 57
50 長崎県松浦市鷹島町神崎８号 （Ｂ） 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 57
51 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 27
52 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 角柱非対称形［1B類］→分離型［2類］ 推定181
53 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 40.6
54 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 48.6
55 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ （20.4）
56 長崎県松浦市鷹島町神崎免 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ （122）
57 長崎県松浦市鷹島町 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 角柱対称形［1A類］ （29）
58 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 68
59 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 82
60 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 85
61 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 78
62 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 89
63 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 64
64 長崎県松浦市鷹島町俵石鼻沖 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 59
65 長崎県松浦市鷹島町床浪若松 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ （36）
66 長崎県松浦市鷹島町床浪若松 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 81
67 長崎県松浦市鷹島町 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 44
68 長崎県松浦市鷹島町床浪港 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 52
69 長崎県松浦市鷹島町床浪港 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 分離型［2類］ 33
70 長崎県松浦市鷹島町床浪の瀬海底 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 柱状不定形［1D類］ 65
71 長崎県松浦市鷹島町床浪の瀬海底 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 柱状不定形［1D類］ 50
72 長崎県松浦市鷹島町床浪の瀬海底 松浦市立鷹島埋蔵文化財センター 柱状不定形［1D類］ 33
73 長崎県松浦市鷹島町黒津湾海底 長崎県松浦市鷹島町黒津湾海底 角柱非対称形［1B類］? 230
74 長崎県北松浦郡小値賀島笛吹前方湾内 長崎県北松浦郡小値賀島　松永よし子氏宅 角柱対称形［1A類］ 189
75 長崎県北松浦郡小値賀島納島ハダカ瀬 長崎県北松浦郡小値賀島　宇野正一郎氏宅 角柱対称形［1A類］ 212
76 長崎県北松浦郡小値賀島納島ハダカ瀬 長崎県北松浦郡小値賀島宮本志々岐神社 角柱対称形［1A類］ 316
77 長崎県平戸市志々岐宮の浦唐使ヶ浦 長崎県平戸市平戸市役所前 角柱対称形［1A類］ 212
78 長崎県壱岐市芦辺町八幡左京鼻沖 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦少弐公園 角柱非対称形［1B類］ 242
79 不明 長崎県壱岐市芦辺町鬼川大師堂 柱状不定形［1D類］ 推定154
80 不明 長崎県壱岐市芦辺町浦安滝の上役場横 柱状不定形［1D類］ 推定230
81 不明 長崎県壱岐市芦辺町千人堂 柱状不定形［1D類］ 推定232
82 鹿児島県大島郡龍郷町イカリ浜 鹿児島県大島郡龍郷町中央公民館中庭 角柱長方形［1C類］ 200
83 鹿児島県大島郡龍郷町イカリ浜 鹿児島県大島郡住用村奄美アイランド 角柱長方形［1C類］ 300
84 鹿児島県大島郡龍郷町近海 鹿児島県大島郡龍郷町字秋名　肥後重榮氏宅 角柱対称形［1A類］ 326
85 不明 沖縄県国頭郡恩納村字山田山田グスク城下井戸 角柱対称形［1A類］ 推定250
86 不明 沖縄県島尻郡久米島町嘉手苅久米島自然文化センター 角柱対称形［1A類］ 213
87 不明 沖縄県糸満市字糸満 柱状不定形［1D類］ 推定108

表１　碇石集成
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碇軸着装部
溝幅（㎝）

中央部 固定溝 重量（㎏） 石材 高津ほか2013 備考 文献幅（㎝） 厚さ（㎝） 幅（㎝） 深さ（㎝）
25.0 17.0 花崗岩 本書

― 30.0以上 20.0 ― ― 石英斑岩 〃
24.3 34.0 22.5 6.0 1.5 ― 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 松岡1981・石原2015
18.0 29.0 20.0 3.0 1.0 推定220 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
16.0 30.0 4.0 1.0 123.5 玄武岩 ― 鈴木ほか2000・石原2015
― 14.0 9.4 ― ― 27 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（暗灰色） 松岡1981・石原2015
― 14.4 10.4 ― ― 21 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（暗灰色） 〃
17.0 31.5 24.5 3.5 2.3 推定250 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
18.0 29.0 19.0 3.5 1.0 190 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
10.0 30.0 18.0 2.0 1.0 推定300 花崗岩 ― 川上1941・上田1976
― 26.0 13.0 ― ― ― 花崗岩 ― 〃
18.0 26.0 20.0 4.5 1.0 ― 凝灰岩 不明（黒色塗料のため） 松岡1981・石原2015
18.0 31.2 22.0 4.5 1.2 推定390 花崗岩 花崗岩 〃
16.5 29.0 24.0 5.0 1.0 推定230 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
18.0 27.0 20.0 6.0 1.0 ― 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
― 30.0 28.0 5.0 0.9 推定330 花崗岩 花崗岩 「延□三七月八日」銘 〃
20.0 35.0 24.0 3.5 2.2 推定350 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
20.0 29.0 19.0 6.0 1.5 推定230 黒雲母花崗岩 花崗岩 〃
18.9 28.5 19.7 4.5 0.6 ― 凝灰岩 ― 川上1941・上田1976
― 38.5 24.0 ― ― ― 凝灰岩 ― 〃
20.0 32.5 28.0 6.0 1.0 ― 石英斑岩 ― 〃

推定20.0 35.0 24.0 8.5 1.0 ― 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 「正安四年」銘 松岡1981・石原2015
25.0 35.0 25.0 6.0 1.0 ― 黒雲母花崗岩 花崗岩 〃
24.0 38.0 30.0 7.0 1.0 推定600 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（灰茶色） 柳田1988・小川2008
24.0 36.0 31.0 6.5 1.0 584 凝灰質砂岩 砂岩 〃
18.0 29.0 18.0 5.5 1.5 推定110 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（白色） 松岡1981・石原2015
16.5 30.0 17.0 4.0 1.0 260 花崗岩 砂質泥岩（方岩組） 〃
3.0 38.0 16.0 3.0 0.5 推定450 玄武岩 ― 〃
17.0 27.0 19.0 5.0 1.5 227 斑状花崗岩 石英斑岩 〃
16.2 29.5 21.5 5.0 2.0 約280 石英斑岩 花崗岩 〃
22.0 30.0 20.0 6.0 1.5 推定230 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
30.0 35.5 29.0 7.5 1.5 推定460 凝灰岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
22.5 37.0 26.0 5.0 2.0 推定510 石灰岩 晶質石灰岩 〃
28.0 38.0 25.0 11.0 0.7 推定300 凝灰岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
― 18.0 11.0 ― ― 26.05 花崗岩 ― 松尾ほか編2011
― 19.5 12.0 ― ― 26.05 凝灰質砂岩 ― 〃
― 19.0 8.0 ― ― 17.75 ― ― 〃
― 19.0 10.0 ― ― 16.8 ― ― 〃
― 37.0 27.0 ― ― 174.5 花崗岩 ― 〃
― 37.0 24.0 ― ― 163.5 ― ― 〃
― 19.0 10.0 ― ― 17.75 ― ― 〃
― 19.0 11.0 ― ― 20.35 石灰岩 ― 〃
― 22.0 13.0 ― ― （24.2） 花崗岩 ― 〃
― 24.5 19.0 ― ― 52.75 花崗岩 ― 〃
― 22.0 12.0 ― ― 26.6 石英斑岩 ― 〃
― 22.5 10.0 ― ― （19.1） 花崗岩 ― 〃
― 24.5 15.0 ― ― 40.5 ― ― 〃
― 24.5 13.0 ― ― 39.4 石英斑岩 ― 〃
― 18.5 12.5 ― ― 25.95 ― ― 〃
― 17.5 12.0 ― ― 24.15 花崗岩 ― 〃
― 11.2 8.0 ― ― ― ― ― 〃
14.0 24.0 11.0 3.0 0.6 推定113 ― ― 〃
― 12.6 7.6 ― ― 5.9 ― ― 〃
― 10.5 6.0 ― ― 5.91 砂岩 ― 〃
― （12.3） （11.2） ― ― ― ― ― 〃
― 29.0 24.0 ― ― （98.9） 花崗岩 花崗岩 柳田1996・石原2015
― 33.0 24.0 ― ― （53.9） ― ― 〃
― 23.0 12.0 ― ― 39.8 ― ― 〃
― 24.0 15.0 ― ― 52.1 ― ― 〃
― 25.0 14.0 ― ― 50.1 ― ― 〃
― 25.0 12.0 ― ― 49.8 ― ― 〃
― 25.0 14.0 ― ― 41.9 ― ― 〃
― 19.0 10.0 ― ― 23.8 ― ― 〃
― 14.0 11.0 ― ― 18.7 ― ― 〃
― 20.0 14.0 ― ― （21.0） ― ― 〃
― 18.0 9.0 ― ― 24.1 ― ― 〃
― 22.0 15.0 ― ― 29.3 ― ― 〃
― 20.7 10.4 ― ― 25.4 花崗岩 ― 高野編1992
― 13.0 9.5 ― ― 7.3 玄武岩 ― 高野編1993
― 10.0 7.0 ― ― 11.4 ― ― 石原2000
― 10.0 7.0 ― ― 7.6 ― ― 〃
― 13.0 9.0 ― ― 7.3 ― ― 〃
― 50.0 35.0 ― ― ― ― ― 池田編2016
15.0 27.5 19.0 5.0 1.5 推定170 石英斑岩 石英斑岩 松岡1981・石原2015
22.0 32.0 23.0 6.0 1.2 推定300 石英斑岩 石英斑岩 〃
34.0 36.0 29.0 5.5 1.5 推定460 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
20.0 31.0 19.0 5.0 1.0 推定270 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
― 38.0 21.0 11.0 3.0 推定300 花崗岩 花崗岩（花崗閃緑岩的） 〃
― 38.0 19.0 4.0 1.0 推定140 石英斑岩 花崗岩 〃
― 40.0 25.0 6.0 1.0 推定250 輝石安山岩 安山岩 〃
― 50.0 32.0 ― ― 推定500 石英斑岩 花崗岩 〃
― 40.0 33.5 8.0 1.0 ― 凝灰質砂岩 アルコース 當眞1996・石原2015
― 66.0 51.0 10.0 2.0 ― 凝灰質砂岩 花崗岩 〃
22.0 38.5 27.0 5.5 1.3 ― 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
― 30.0 22.0 4.0 1.5 ― 凝灰質砂岩 凝灰質砂岩（方岩組） 〃
19.0 27.0 15.5 4.0 1.0 推定170 凝灰質砂岩 花崗岩 〃
13.0 20.0 15.0 ― ― 推定65.3 （沖縄産）砂岩 ― 〃
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の（柱状不定形［1D類］）
の４類に分類した。
　本遺跡出土の碇石はNo. 
1・2（遺物番号127・128）
ともに一石型碇石・角柱対
称形（1A類）に該当する１）。

（２）法量
　法量の判明している碇石
を対象に、散布図および度
数分布図を作成した。部分
的に欠損している資料につ
いては、端部から碇軸装着
部もしくは固定溝の中央部
までの長さを２倍して全長
を推定した。図中の括弧は
破損品のうち全長を推定し
たものである。
　図２は一石型碇石のう
ち角柱対称形（1A類）32
点と角柱非対称形（1B類）
５点について全長と中央部
幅の関係をみたものである。
散布図から全長の不連続は
全長230cmと290cmに見出
せ、小型・中型・大型に区
分できる。全長200cmを境
に小型品をさらに細分でき
る可能性があるが、現状で
は漸移的であり判断が難し
い。角柱非対称形（1B類）
は小型品と中型品にみられ、
大型品には認められない。
　本遺跡出土の碇石のうち
No.1（遺物番号127）は小
型品、No.2（遺物番号128）
は大型品に属することが分
かる。No.1に法量が近似す
る類例としてNo.26（福岡

図２　一石型碇石の法量（N＝37）

図３　分離型碇石の法量（N＝22）
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市中央区天神フタタビル工事中）、No.74（長崎県北松浦郡小値賀島笛吹前方湾内）、No.2の類例とし
てNo.32（佐賀県唐津市加部島杉野浦海岸）、No.76（長崎県北松浦郡小値賀島納島ハダカ瀬）が挙げ
られる（図４）。
　次に分離型碇石の左右全長と最大幅の関係をみる２）。鷹島海底遺跡の神崎３号 の大型品（No.39・
40）を除き、左右全長50 ～ 180cmに連続的に分布する。度数分布から全長100cmを基準に小型・中
型に区分できる。全長150cmを境に中型品をさらに細分できる可能性があるが、現状では漸移的であ
り判断が難しい。
　また、一石型碇石の小型品は分離型碇石の中型品、一石型碇石の中型品は分離型碇石の大型品の
全長にそれぞれ近似する。一石型碇石を分離型碇石へと分割したもの（No.52）の存在は、弘安の役

（1281年）の時に両種の碇石が併存していたことを示すとともに、軍船特有の機動性に長けた木碇へ
と意図的に半折したものである可能性を示唆する。

（３）石材
　碇石は船舶の建造地あるいは母港付近で造られたものが搭載されたと考えられる。そのため使用石
材は、船籍や性格を推定するための基礎的な情報として非常に重要である。近年、理化学的分析によ
る碇石石材の産地同定が行われつつある。

図４　碇石の類例（S=1/30）
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　鈴木和博らは鷹島海底遺跡出土の碇石（No.35・
39・43・44・46）に用いられているアルカリ花崗
岩について、全岩化学組成分析およびCHIME法
による花崗岩の固結年代の測定を行った。中国南
東部の花崗岩類と比較した結果、花崗岩の産地
を中国福建省泉州付近と推定した（Suzuki, et al. 
2000；鈴木ほか2001）。また、博多湾志賀島南西
部の潮間帯で発見された玄武岩製碇石（No.5）に
ついて全岩化学組成分析を行い、TiO2の含有量
が高いことを示した。そして構成鉱物と化学組成の特徴から、玄武岩の産地を韓国済州島と推定して
いる（鈴木ほか2000）。
　最近、高津孝は鹿児島県大島郡龍郷町近海で発見された凝灰質砂岩製碇石（No.84）について、岩
相、薄片、構成鉱物、化学組成の比較分析から、中国浙江省方岩組地層産の可能性があることを指摘
している。そして、浙江産石材として認定可能な国内の碇石として16例を挙げている（高津2012；高
津ほか2013）（表１）。
　一石型碇石のうち角柱対称形（1A類）36点と角柱非対称形（1B類）６点について、使用石材と
法量の関係をみる（表２）。高津ら（高津ほか2013）により浙江産石材と判断された凝灰質砂岩製お
よび砂質泥岩製が計16点（38.1%）、花崗岩製が11点（26.2%）でこれらが全体の過半数を占めている。
花崗岩製のものは小型・中型に認められ、大型品はない。一方で凝灰質砂岩製のものは小型から大型
までまんべんなく認められる。石英斑岩製のものは小型が５点中３点と多いが、本遺跡出土のNo.2

（遺物番号128）は大型品である。また、角柱非対称形（1B類）は６点中４点が花崗岩製である。
　分離型碇石の使用石材についての検討はまだ進んでいない状況であるが、鈴木ら（Suzuki, et al. 
2000；鈴木ほか2001）が分析し中国福建省泉州付近産とした花崗岩製碇石は、中型・大型に認められ、
法量に偏りはない。
　以上のように、花崗岩はやや小型の碇石や角柱非対称形（1B類）、分離型碇石に多いという傾向は
あるものの、使用石材と法量には明確な対応関係がないことがわかる。このことは、製作地において
同一石材で多様な大きさの碇石が製作されていたことを示唆している。ただし、製作地によって碇石
の形態や法量のバリエーションがどの程度あるのかを明らかにするためには、さらなる資料の蓄積と
理化学的分析による石材の産地同定研究の進展が必要となろう。

（４）年代
　碇石は単発的・不時的に発見されることが多く、一般的な考古資料のように他の遺物との共伴関係
から年代を推定することは難しい。本遺跡出土の碇石も、煉瓦積遺構SQ06周辺の近現代の攪乱坑か
らの不時的な出土であり、出土状況から年代を判断することはできないという難点がある。
　一般的に「いかり」は「石碇」→「木製碇」→「鉄錨」の大きく３段階で捉えられ、本稿で扱って
いる碇石は鉄錨が普及する以前の所産と考えられる。鉄錨の年代を示すものとして中国山東省出土の

「洪武五年」（1372年）銘の四爪の鉄錨が知られる（小川2008）。また日本では、室町時代になると鉄
錨の表現が絵画史料の中に登場する（石原2015）。
　碇石の下限はどうか。善導寺（No.16）の碇石は供養塔に転用されており、表面に「延□三七月八

表２　一石型碇石（1A類・1B類）の使用石材

石　　　材
法　　　量

計
小 中 大 不明

花崗岩 5 3 3 11

凝灰質砂岩（浙江産） 8 3 4 1 16

凝灰質砂岩 1 1 2

石英斑岩 3 1 1 5

その他 2 2 4

不明 2 1 1 4

計 21 8 8 5 42
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日」銘がある。表面の風化により判読は極めて困難であるが、松岡史はこの年号を延慶三年（1310
年）とし（松岡1981）、柳田純孝は延文三年（1358年）とみている（柳田1988）。また、博多区美野島

（No.22）の碇石も板碑に転用されており、表面に「正安四年」（1302年）の銘がある。
　鷹島海底遺跡の神崎３号 （No.39・40）については木製部位の放射性炭素年代測定が行われ、12
～ 13世紀の年代が得られている。またこの に使用された竹縄も弘安の役に極めて近い年代値が得
られている（松尾ほか編2011）。
　以上のことから、碇石として使用されなくなり供養塔などに転用され始める14世紀頃を境に、「い
かり」の主体は鉄錨へと変遷したと考えられる。したがって本遺跡出土の碇石も14世紀代以前に用い
られたものであろう。

３．考　察

　本稿の分析の結果、一石型碇石は大型・中型・小型に区分でき、本遺跡出土の碇石２点は角柱対称
形（1A類）の小型品と大型品にそれぞれ該当することが明らかになった。
　では、こうした碇石はどのような船舶に搭載されたのだろうか。小川光彦は、一石型碇石のうち角
柱対称形、角柱非対称形、角柱長方形の定型的なものは、宋代から元代にかけて、外洋を航行した中
国のジャンク船に使用されたものとみる（小川2008）。
　碇石の法量の分析結果を重視すれば、中国のジャンク船自体も大型・中型・小型といったバリエー
ションが存在していたと考えられないだろうか３）。明和４（1767）年板屋一助著「稚狭考」による
と、300石（45t）位までの船に40 ～ 50貫目（150 ～ 187.5kg）の木製碇が用いられたという（刀彌
1963；堀内2001）。あらためて一石型碇石の重量について推定値を含めてみてみると、大型品は460
～ 600kg、中型品は300 ～ 390kg、小型品は110 ～ 280kgを量る。仮に45ｔの船に約170kgの碇が用い
られたと試算すれば、大型品は120 ～ 160t、中型品は80 ～ 100t、小型品は30 ～ 70t程度の船で用い
られたと推定できるだろう。
　至治３（1323）年６月以降に中国浙江省の寧波を出航し、博多へ向かう途中で沈没した「新安沈没
船」は全長30ｍ、幅約９ｍでおよそ200tを量る。本遺跡出土のNo.2（遺物番号128）のような一石型
碇石の大型品は、こうした中～大型の貿易船で用いられたものと考えられる。
　本遺跡出土の碇石は近現代の攪乱坑からの出土ではあるが、同一地点から小型品と大型品が出土し
たという点で示唆的である。14世紀代以前に博多湾の東部、箱崎地区周辺において、大小の中国貿易
船が往来していたことを示しており、活発な対外交渉が行われていたことが窺われる。

おわりに

　本稿では以下の点を指摘した。①碇石は構造的に一石型と分離型に分けられ、それぞれ大型・中
型・小型に区分できること、②本遺跡出土の碇石のうちNo.1（遺物番号127）は一石型碇石・角柱対
称形（1A類）の小型品、No.2（遺物番号128）は大型品に属すること、③本遺跡出土の碇石は、14世
紀代以前に大小の中国貿易船に搭載され用いられたものと考えられること、である。
　本稿は、碇石の基礎的な分析に留まった。今後、海外（中国福建省泉州など）の碇石を含め集成
データの拡充と整理を継続するとともに、成形技術や使用石材についてもさらに検討を進めていきた

４．中世碇石の基礎的検討―HZK1702地点出土碇石の位置づけ―
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い。本稿が関連する諸研究の一助になれば望外の幸せである。

註
１） No. ２（遺物番号128）は、最大幅に対して分厚いという形態的な特徴から分離型碇石ではなく、一石型碇石

の破片と判断した。
２） 身部分の幅は除外している。また、 身に２点が組み合っておらず単独で出土したものは、各個体の長さ

を２倍して左右全長とした。
３） ただし、近世～近代の和船の手引書によれば、１隻の船舶に対し一時的な「潮がかり」用のものを含め、大

小の錨が複数用いられたとされており（堀内2001）、１本の碇石の重量を基にした単純な比較はできない。
以下の検討は、出土した碇石が船舶に搭載された碇の中で最も重いもの（いわゆる「一番碇」）であると仮
定したものである。
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ふりがな 
所収遺跡名

ふりがな 
所　在　地

コード
北緯 東経 発掘期間 発掘面積

　　　㎡ 発掘原因
市町村 遺跡番号

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1701ちてん 
HZK1701地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′33″ 130°25′32″
2017.5.8

～

2017.7.7
800 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1702ちてん 
HZK1702地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′21″ 130°25′26″
2017.8.7

～

2017.9.29
1500 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1704ちてん 
HZK1704地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′20″ 130°25′23″
2017.11.20
～

2017.12.7
120 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1705ちてん 
HZK1705地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′40″ 130°25′35″
2017.12.11

～

2017.12.28
115 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1706ちてん 
HZK1706地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′38″ 130°25′33″
2018.1.29

～

2018.3.23
100 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1802ちてん 
HZK1802地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′32″ 130°25′31″
2018.9.3

～

2018.11.16
400 学術研究

はこざきいせき 
箱崎遺跡
HZK1803ちてん 
HZK1803地点

ふくおかしひがしく 
福岡市東区
はこざき６ちょうめ 
箱崎６丁目

40131 2639 33°37′35″ 130°25′31″
2018.10.17

～

2019.1.18
300 学術研究

所収遺跡名 種　　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

HZK1701地点 城館 中世 石積み遺構、溝状遺構
須恵器、陶磁器、 
土師器、瓦、土錘、 
石錘、銅銭

元寇防塁に伴う可能性が高
い石積み遺構、溝状遺構を
検出。

HZK1702地点 集落 中世・近代 溝状遺構、煉瓦積遺構
陶磁器、土師器、瓦、 
土錘、石錘、碇石、 
銅銭、青銅製品

元寇防塁に伴う可能性があ
る溝状遺構を検出。

HZK1704地点 集落 中世・近代 土坑、煉瓦積遺構 陶磁器、土師器、瓦、 
土錘、石錘

溝状遺構の可能性がある堆
積状況を確認。
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所収遺跡名 種　　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

HZK1705地点 城館 中世・近代 石片散布、煉瓦積遺構 陶磁器、土師器

元寇防塁に伴う可能性が高
い石片散布を検出。溝状遺
構の可能性がある堆積状況
を確認。

HZK1706地点 城館 中世・近代 石積み遺構、溝状遺構、
煉瓦積遺構

陶磁器、土師器、 
土錘

元寇防塁に伴う可能性が高
い石積み遺構、溝状遺構を
検出。

HZK1802地点 城館・集落 中世 石積み遺構、溝状遺構 陶磁器、土師器ほか
元寇防塁に伴う可能性が高
い石積み遺構、溝状遺構を
検出。

HZK1803地点 城館・集落 中世 石積み遺構、溝状遺構 陶磁器、土師器ほか
元寇防塁に伴う可能性が高
い石積み遺構、溝状遺構を
検出。

要　約

　箱崎遺跡九州大学箱崎キャンパスで2017・ 2018年度に実施した発掘調査のうち、元寇防塁に関連す
る可能性がある遺構が検出された地点について報告した。具体的には、2017年度に実施したHZK1701・
HZK1702・HZK1704・HZK1705・HZK1706地点の５地点について本報告、2018年度に実施したHZK1802・
HZK1803地点の２地点について概要報告を行った。また、HZK1805地点については第Ⅹ章にて速報した。
　箱崎キャンパス北半に位置するHZK1701・HZK1706・HZK1802・HZK1803・HZK1805地点では石積み
遺構、HZK1705地点では石積み遺構の存在を裏づける石片散布を検出した。これらの石積み遺構は南北方
向にのびており、キャンパスの外側北東部に存在する国指定史跡の元寇防塁・地蔵松原地区に連続する可
能性が高いと考えられる。さらに、HZK1701・HZK1706・HZK1802・HZK1803・HZK1805地点では石積
み遺構の東側４～６ｍ程の位置に、遺構検出面で幅7.5 ～ 18ｍ程の溝状遺構が確認された。溝状遺構は石
積み遺構にほぼ並行して南北方向にのびている。HZK1705地点では石片散布の東側に溝状遺構の可能性が
ある堆積状況が認められた。また、キャンパス南半に位置するHZK1702・HZK1704地点では石積み遺構
は検出されなかったが、溝状遺構もしくはその可能性がある堆積状況を確認した。
　出土遺物の年代や炭化物の放射性炭素年代測定の結果から、石積み遺構と溝状遺構が13世紀後半（1276
年頃）に築造された元寇防塁に関連した一連の構築物である可能性が極めて高いことが明らかになった。
さらに、HZK1701・HZK1802地点では、元寇防塁築造前後の堆積環境の復元を目的とし、地質学的調査
のひとつであるジオスライサー調査を実施した。HZK1701地点の調査成果は既刊報告書（福田正宏・森貴
教編2018『箱崎遺跡―HZK1601・ 1603・ 1604地点―』）を参照されたい。HZK1802地点の調査では、干潟
を主体とした海成層の上に、洪水堆積物など河川起源の堆積物がみられ、さらにその上部の海浜層・砂
丘層は薄く砂丘の発達は非常に悪いことがわかった。このような堆積環境下において、溝状構造（溝状遺
構）が自然作用によって形成されたとは考え難く、人為的に形成された可能性が極めて高いことが明らか
となった。


