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香春岳二ノ岳遺跡 

５ 中世 

 

 ５．１ 中世史の概要 

日本の歴史における中世は、武家政権の存在した期間、ルネサンスの興隆や百年戦争の争乱を経

て絶対王制に向かいはじめるにヨーロッパ中世の騎士・封建制（主従制）・荘園制との類似点を見

出だし、鎌倉幕府の成立（1192 年）から室町幕府の滅亡（1573 年）まで、すなわち鎌倉時代と南

北朝時代を挟んで室町時代をあわせたおよそ 4世紀の期間を中世と言います。最近では中世を通じ

て支配の基層にあった在地領主や、その領主的所有・支配の対象であり中世的な重層的土地収益権

（職の体系）が成立した公領・荘園を重視する社会経済史・土地制度史面から、荘園公領制が確立

した院政期（1100年頃以降）または平氏政権を中世初期に含める見解が有力になってきています。   

学校教育においても近年では、源頼朝が征夷大将軍に就いた 1192 年ではなく守護地頭を配置し

た 1185 年が鎌倉幕府の成立と見なしています。また、南北朝内乱の過程で、守護は軍事指揮権行

使や半済令などを足がかりに任国における守護大名へと性格を改め、全国支配は足利将軍の下の守

護および鎌倉公方・九州探題などが分掌する形に移行していきました。やがて室町幕府の支配力の

縮小により、自立的権力としての性格を強める守護・守護代あるいは国人からも戦国大名化するも

のが広汎に現れて全国支配は全く形骸化し、織田信長・豊臣秀吉による再統合（天下統一）の時を

迎えるに至ります。 

ここでは、中世初頭を平安末期、前期を鎌倉時代、中期を南北朝期、後期を室町時代、末期を戦

国時代と分けて、田川地域の概要を説明していきます。 

 

５．２ 中世の田川地域 

  ５．２．１ 中世初頭の様相 

九州では、古代から大宰府統治のもと田河郡は豊前国に入るため豊前国府の管轄でした。田河

郡はその国府と大宰府を結ぶ交通の要地として位置していました。11世紀になると九州でも、在 

官人や荘官になっていた大蔵系の土着官人や赴任してきた中央官人など在地領主たちの武士化が

急速に進みました。特に保元・平治の乱を機に大

宰大弐になっていた平氏が軍事的・経済的基盤を

西国に築き上げていきました。田河郡には平清盛

の命で築かれた香春町香春岳城「鬼岳城」（初見

は藤原純友）や川崎町龍円城、福智町弁天城、な

ど伝承地が多くあります。しかし、田河郡におい

ては源氏である豊後国に下向した源為朝伝承が

色濃く残されています。鶴岡八幡神社縁起による
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竹内理三編『荘園分布図』 

陣山屋敷遺跡（火葬墓／香春町） 

と仁平二年（1152）、勾金荘（香春町）に

居を移した為朝は鎮西原に屋敷を構え鎌

倉の由比若宮（鶴岡若宮）を勧請し、鶴岡

八幡神社を建立したとされています。社宝

として「翁面・鈴・鏃・烏帽子」（香春町

指定有形文化財）が残されています。また、

正八幡神社に武舞四十八手を奉納し、「川

崎の杖楽」（県指定無形民俗文化財）とし

て伝えられています。 

５．２．２ 田川地域の荘園や産業 

田川地域の荘園では、観世音寺の没落

もあり宇佐宮領、弥勒寺領、安楽寺領、彦

山領が多くあり、資料では府領、国衙領は

全く見られません。主なところで宇佐宮領

では勾金庄、弥勒寺領では位登庄（田川市）

や糸田庄（糸田町）、安楽寺領は副田庄（添

田町）があります。地元の香春社領（香春

町）は香春庄（香春町）を中心に夏焼庄（田

川市）や伊方庄（福智町）の名が見られま

す。 

勾金庄の本庄にあたる中津原地区の香春町土器屋敷遺

跡から青磁や土師器などが混入している土坑や香春町湯

無田遺跡から掘立柱建物を検出しています。勾金庄の北に

は鏡山地区がありますが、香春町次郎丸屋敷遺跡などの集

落跡、その丘陵上には墓域が広がり、香春町陣山屋敷遺跡

で火葬墓、集石墓が見つかっています。他にも添田町陣屋

遺跡でも墓地が発見されています。 

伊方庄の中心とされる福智町伊方城園遺跡からはたく

さんの建物跡や、福智町伊方石丸遺跡では井戸が発見され

ています。 

虫生別府の安眞木地区には集落にあたる川崎町宮前遺

跡群、後方には山手に川崎町木城遺跡群、さらに龍円城へと続きます。 

河崎庄には土師器生産の集落である川崎町七反坪遺跡・川崎塚田遺跡・川崎ヤシキ前遺跡・西川

崎遺跡などがあります。 
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宗丹間歩（香春町） 

長光遺跡銅滓廃棄場（香春町） 

（上）古坊遺跡出土陶製品経筒 
（左）古坊遺跡出土青白磁四耳壷 
（ともに香春町） 

田原庄の川崎町田原遺跡は、古代から中世にかけて鉄

の生産遺跡であったと推測されます。また、福智町出口

遺跡も中世から近世にかけて製鉄を行っている集落の

ようです。 

特筆した産業としては、原料である金山（かなやま：

鉱物がとれる山）で、忘れてはならないのが香春岳です。

古代より銅や鉛が採れることで全国に名を馳せた場所

であり、中世においても全国的に枯渇してきていた中、

間歩（まぶ：鉱山または坑道）の調査や発掘調査から

生産をおこなっていたことが明らかになってきました。

香春町宮原金山遺跡では12～13世紀の砂鉄が主流の中、

香春岳の鉱石から鉄を大量に製錬した場所で縦長炉が

数基見つかっています。時期は不明ですが、近くに香

春町宮原八反田遺跡から間歩が調査されている他、香

春岳には100基以上の間歩が残っており、三ノ岳西斜面

には戦国期、博多の豪商神屋宗丹の名をとった宗丹間

歩もあります。清祀殿（県指定史跡）横の香春町長光

遺跡からは大量の銅の製錬滓（廃棄場）が見つかっています。 

  ５．２．３ 田川地域の文化 

中世文化の発達を見ていく上では、いわゆる山伏に代表される修験道・山岳仏教は重要な位置を

示しています。田川地域には全国三大修験の彦山があり、筑前の竈門山（宝満山）から福智山彦山・

求菩提山へと修験の道が広がります。平安時代中期以降に末法思想より起こった経塚供養は、全国

的にも流行したように豊前国でも流行します。彦山にも多くの経塚が営まれ、中でも北岳から出土

した宋人と思われる王七房銘の経筒や新羅仏の埋納は特異で渡来人の崇拝もあります。窟籠修行や

年中行事などは鎌倉時代の建保元（1213）年銘の英彦山最古の史書「彦山流記」に詳しく記されて

います。香春町古坊遺跡で

は、香春岳と彦山を一直線

で結ぶ小高い丘陵上にあ

り、陶製や希少な青白磁製

四耳壺の経筒が出土して

います。仏堂跡が見つかっ

た添田町薬師遺跡からは

青磁、白磁、鉄器、鉄器、

宋銭などが出土し、添田町
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惣仏遺跡からは炭生産の跡が見つかり寺院の関係が示唆されています。香春町鏡山地区の寺川内に

は坊の名前が随所に見られ当時の石垣がよく残っています。 

また、田川地域の特色としては、最澄にゆかりの深い土地柄で、渡唐の際、香春明神に詣でご利

益を受けた恩に報い香春岳を中心に神宮寺などの六坊を開き天台系寺院を建立しています。以前よ

り香春・勾金の境界を真南に向かった台地上に田川市天台寺跡が知られています。発掘調査の結果、

古代寺院と判明しましたが、採集された瓦から中世瓦も混在しており中世においても寺院があった

と推察できます。 

 時代は下りますが室町時代、博多に近く大内氏の影響の強かったこの田川は、画聖雪舟など著名

人も訪れることとなり、雪舟がこの地に訪れた際、築庭したと伝えられている川崎町藤江氏魚楽園

（国指定名勝）が造られるなど華やかな中世文化も広がっています。 

  ５．２．４ 中世前期から後期の様相 

鎌倉時代で最も重大な事件は元寇です。文永弘安の役とも言いますが、その際には福智修験が盛

んで、福智山頂で頻繁に祈祷が行われたと伝えられています。おそらく田川地域の御家人も戦役に

参加したものと思われますが、それを示す資料は残っていません。前後の時期に香春神社の造営に

ついての資料が残されていますが、執権北条貞時が大宰小弐氏や元寇の後に設置された鎮西探題北

条兼時に造営の命令をしています。防衛を名分とし、ここに九州全体を統治する最高機関である鎮

西探題が設立し、北条氏の勢力が入ってくるのは主に元寇後のことです。史料によると、糸田城主

北条貞義は、糸田に住んだので糸田姓を名乗りました。北条実時の子実政が初代鎮西探題として博

多に下向し、実時の子政顕（貞義の父）は、第二代鎮西探題を務め、貞義は豊前国守護として探題

を補佐する重要な役割を果たしました。貞義の兄は規矩高政と名乗り企救郡（北九州市）を治めて

いましたが、鎌倉末期、後醍醐天皇の討幕後、堀口城（場所不明）に立て籠もり、大友勢により包

囲され、貞義はじめ一族郎党ことごとく討死、前後して糸田町糸田城も落城しました。高政は筑前

遠賀郡帆柱山城（北九州市八幡西区）に籠り、大友氏や少弐氏ら倒幕方と抗戦、蒲生（北九州市小

倉南区）で討たれました。 

 南北朝期には建武2（1336）年、福智町方城岩屋磨崖梵字曼荼羅（県指定史跡）が作られていま

す。また、北朝方では、元から帰国し京都南禅寺など名刹の侍従を歴任した高僧・無隠元晦が興し

た福智町興国寺（中世城郭としても有名）では、京都から背走した足利尊氏が再起を図ったという

伝説「黒染の桜」が残されており、のちに興国寺は安国寺第一位の指定を受けました。南朝方では

懐良親王征西将軍として肥後へ下向の際、小富士山を見て「駿河なる藤の高嶺は名のみ聞く香春の

里に富士を見んとは」と詠んでいます。その頃の福智町城山遺跡群（国指定史跡）には古墳時代の

横穴墓に混じって堀を伴う中世城郭が残されています。応永12（1405）年、豊前をめぐる九州探題

方【渋川氏・大内氏】と反九州探題方【小弐氏・菊池氏】との交戦いわゆる豊前猪嶽合戦（大坂山

城）（香春町）が起こりました。大内盛見が鏡山に陣を張った時の歌が残されています。「曇りな

く心をみがく鏡山の月さえわたる水の面かな」。千手氏が守る香春岳城を攻めた盛見は落城させま

した。夜泣き石（香春町）の伝承は、この時のものです。 
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  ５．２．５ 中世末期の様相 

戦国初期には、交通の要所で中国の大内氏と豊後の大友氏の緩衝地帯であるため豊前国田川地域

も戦乱が絶えませんでした。大内氏麾下の香春岳城主原田氏は大友氏に攻められ落城しました。そ

の時の秘話が清瀬姫の悲しい物語となり今でも「香春盆踊り口説き」（香春町指定）で詠われてい

ます。この時の話は、「白米落し」や「戸次入道道雪の逸話」があります。 

戦国期末期には、秋月種実と親類である高橋元種の本城、香春岳城をはじめ支城の香春町・みや

こ町障子ケ岳城、秋月氏配下の添田町岩石城、赤村戸城山城、上佛来山など規模の大きい山城から

小規模の砦に近い城跡が多く造られています。その他、福智町新田城・弥次郎畑城・赤池城、香春

町柿下城・新城・手切山城、大任町明神山城跡・建徳寺城、赤村大内田城・赤城、田川市伊加利城・

金国城、添田町弓張岳城などが知られています。香春岳城は豊臣軍の先鋒として中国の毛利氏から

攻られ、髙橋元種は日向国縣（延岡市）へ転封させられ、堅固な岩石城も豊臣軍の猛攻に一日で陥

落、無理と思った秋月種実は降伏し高鍋（延岡市）へ移りました。その後、毛利勝信が企救田川の

二郡を入封され中世の終焉を迎えることとなりました。（野村憲一） 

 

 

６ 近世 

 

 ６．１ 近世の概要 

近世とは中世に続く歴史の時代区分です。近世の範囲については諸説ありますが、江戸時代を指

していう場合と、その体制が整った安土桃山時代からとする見方があります。この時期、九州では

依然、戦国大名の群雄割拠が続き、田川地域も支配者が目まぐるしく変わる時代でした。天正 14

～15（1586～1587）年の豊臣秀吉の九州征伐以降が、田川地域における近世の始まりといえます。

それに伴って、毛利勝信が田川地域の支配者となりますが、実際の支配体制が整えられたのは、細

川氏の時代になってからです。関ヶ原の戦いの後、西軍に味方した毛利氏は改易され、細川氏の支

配する時代となります。細川氏によって、田川地域は上野、金田、糒、猪膝、伊田、添田の 6手永

に分かれ、その責任者として大庄屋が置かれ、領内の支配体制が整えられます。細川氏は寛永 9（1632）

年に熊本移封となり、小笠原氏が小倉藩主となって、明治時代まで当地域を支配することとなりま

した。 

 

６．２ 田川地域の近世遺跡 

田川地域における近世に該当する遺跡や調査例は、非常に少ないです。例えば、香春町殿町山の

方遺跡は細川藩時代の鋳銭場と推定され調査が行われましたが、結果としては、寛永通宝や銅滓、

鉄器、建物跡を区画する溝が発見されましたが、関連する遺構は見つからず、確定するに至りませ

んでした。この他、香春町陣山屋敷遺跡でも近世期の遺構が確認されていますが、いずれも、断片
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的なものです。また、別の時代に該当する調査で、

しばしば近世遺構が出たりする例はあるものの、

事例は少ないと言わざるを得ません。 

田川地域には城下町がないこともあって近世の

遺跡が少ない中、代表的な近世の遺跡としては、

上野焼などの生産遺跡や彦山などの信仰関連遺

跡、近世墓地等があげられます。いずれにせよ、

断片的でこの時代の田川地域全体を考える上で

はなはだ心もとありませんが、現時点の調査例と

いうことで、上野焼と彦山に関連する遺跡の調査

を紹介します。  

６．２．１ 上野焼 

上野焼は、豊臣秀吉の朝鮮出兵に伴って連れて

帰った陶工が小倉藩の庇護の下、開いたものです。

現在の福智町に操業に関連する遺跡が残されて

います。 

昭和 30（1955）年に日本陶磁協会によって上野

焼最初の窯である釜の口窯の調査が行われてい

ます。調査によって窯の構造等が明らかとなりま

した。福智町では、将来的に史跡整備まで含めた

調査が計画されており、不明な点が多い上野焼の

解明が期待されます。 

上野焼関連の遺跡の調査としては、大任町が平

成 6～9（1994～1997）年にかけて行った大任町田

香焼窯跡の調査があげられます。田香焼は、寛政

年間～明治にかけて大任町、香春町で操業された

焼き物であり、これまでにも伝世品からその存在

が知られていました。窯跡 2基、物原が調査され、数多くの陶磁器片が出土しています。陶磁器片

から技法や特徴が上野焼と同じであること、伝世品の存在や言い伝えなどから磁器の焼成が推測さ

れていましたが、磁器片の出土により、裏付けられたことになりました。上野焼の窯跡の多くが未

調査である中、位置付けは困難ですが、操業の一端を把握することができたのは大きな成果です。 

  ６．２．２ 英彦山 

英彦山関連の調査としては、平成 7（1995）年に調査が行われた添田町大河辺山伏墓地があります。

江戸時代中期の元禄～元文年間の 50 年余りに形成された墓地で、調査では修験道の墓制を考える

上で重要な成果が得られました。英彦山については、平成 22 年度から国の補助を受け、総合的な

田香焼窯跡遺構配置図 

田香焼窯跡全景 
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調査が行われています。時代も中世～近世にかけ

てであり、今後解明されることが期待されます。 

以上、田川地域における近世期の状況を触れて

きましたが、他地域と比べ調査例も少なく、先述

したように、生産遺跡と信仰遺跡の一部が調査さ

れたに過ぎません。他の時期に伴って発見される

ことが多く、不明な点も多くあります。 

 いずれにせよ、田川地域の近世期の調査は始ま

ったばかりで、この時期の調査例の積み上げが必

要です。現在、行われている彦山関連の調査や今後調査が期待される上野焼について、地域の歴史

の一端が明らかとなることを期待します。（志満紀郎） 

 

 

７ 近代 

 

７．１ 日本の近代化と田川地域 

 1760年代から 1830年代にかけて、いわゆる産業革命がイギリスをはじめに欧米諸国で始まりま

した。この産業革命は、市民革命とともに社会構造の変革をもたらしたことから、近代とそれ以前

を分ける分岐点とされています。紡績業と製鉄業の発展、あるいは動力としての蒸気機関の発明、

蒸気による船や機関車といった輸送（移動）手段の変革などが工場制機械工業の導入を促し、一連

の工業化に伴って、近代という新しい時代を迎えます。 

 欧米の産業革命は、長期的かつ緩慢な変革が民間主体で行われたことが大きな特徴とされていま

すが、一方で日本では、嘉永 6（1853）年のアメリカ海軍艦隊司令官ペリーの江戸湾来航（黒船来

航）を契機として、特に国防という観点から、西南雄藩を中心に近代化の意識が醸成されていきま

大河辺山伏墓地全景 

大河辺山伏墓地遺構配置図 
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内田三連橋（赤村／国登録） 

す。明治元（1868）年、明治維新を経て新政府が

樹立されると、近代化事業は具体化され、国家主

導のもとで様々な政策が打ち出されていきまし

た。その結果、わずか半世紀足らずという短期間

で急速に工業国家として台頭した日本の近代化

は、後に経済大国と呼ばれるまで成長を続け、世

界に影響を与えるまでに至りました。 

 この日本近代化のエネルギーとして大きな役

割を果たしたのが、石炭です。全国有数の産炭地

であった筑豊炭田は、近代化の心臓部として、全

国に石炭という血液を供給してきました。筑豊炭田の一翼を担う田川地域は、石炭産業の興隆によ

って急激に発展。田川では炭坑関連施設を中心に、鉄道輸送や道路といったインフラが最新技術に

よって整備されていくとともに、商工業等の産業の隆盛に伴う近代建築も次々と出現して、炭都の

景観が形成されていきます。しかし、昭和 30～40 年代に筑豊炭田の炭坑が閉山を迎えると、基幹

産業の衰退や人口の流出から往時の施設は次々と姿を消し、現在では当時の面影を知ることが難し

くなっています。 

そのような中、平成 27（2015）年に「明治日本の産業革命遺産」がユネスコ世界文化遺産へ登録

されたことに象徴されるように、近年、幕末から明治期以降の文化財に多くの関心が寄せられてい

ます。田川地域の市町村でも、わずかに残された近代の遺産を地域に特徴的な文化財として捉え、

文化財に指定して保存活用を図っています。国登録文化財（建造物）では、田川市旧三井田川鉱業

所伊田竪坑櫓・同第一・第二煙突や福智町三菱方城炭礦坑務工作室といった炭坑関連施設をはじめ、

鉄路あるいは生活道路である赤村内田三連橋梁・石坂トンネル、香春町仲哀隧道・呉川眼鏡橋や、

明治～大正期の近代和風建築である田川市料亭あをぎりが登録されています。なお香春町では、明

治～大正期の鏡山火薬庫が町指定文化財となっています。 

以上のような建造物のほか、田川市石炭・歴史博物館の炭坑資料などが経済産業省の近代化産業

遺産に認定されたように、田川地域の博物館や資料館では、地元の炭坑関係資料も保管されていま

す。これら動産の文化財については、特に、田川市と福岡県立大学が保有する「山本作兵衛コレク

ション」のユネスコ世界記憶遺産への登録が、記憶に新しいところです。 

 

７．２ 三井田川鉱業所伊田坑跡 

従来の近代化遺産は、主として地表部の建造物や動産の有形文化財を保存活用の対象とする場合

がほとんどでしたが、炭坑が閉山して地上の施設が少なくなった筑豊では、地下の建物基礎等を埋

蔵文化財として捉え、発掘調査等によって炭坑跡の遺跡を調査する方法も有効な手段となっていま

す。田川地域においては、現存する二本煙突と竪坑櫓を擁した田川市三井田川鉱業所伊田坑跡の発

掘調査を実施し、遺構の性格を明らかにして、かつての炭坑跡を遺跡として保存活用を図る取り組
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伊田竪坑ボイラー室の遺構 

伊田坑跡出土の耐火煉瓦 

みを行っています。 

三井田川鉱業所は、明治 33（1900）年に筑豊炭田へ進出した三井鉱山の炭鉱です。同炭鉱の最大

出炭量は昭和 15（1940）年の 2,060,863㌧で、これは筑豊全体の約 9.4％、全国の約 3.7％を占め

ます。時代によって異なるものの、一時期は三井三池に次ぐ国内第 2位の規模を誇る、筑豊随一の

大炭鉱でした。筑豊最大級の三井田川鉱業所を擁した田川市は、同炭鉱によって発展した都市とい

えます。 

この三井田川鉱業所の主力坑であった伊田坑は、彦山

川西岸の標高約 40ｍの丘陵上に立地します。当初は斜

坑による石炭採掘を行っていましたが、明治 33（1900）

年に三井が鉱区を引き継ぎ、明治 43(1910)年に斜坑西

隣りに伊田竪坑が竣工すると、出炭量が激増します。昭

和 39(1964)年の閉山を経て跡地を整備した石炭記念公

園には、現在では竪坑櫓 1基と煙突 2基が当時のまま保

存されています。 

田川市では、平成 21 年度より伊田坑（伊田竪坑・伊

田斜坑）の発掘調査を実施しました。平成 21・24・25

年度は伊田竪坑(石炭記念公園)、22・26・27 年度は斜

坑跡の内容確認調査を行いました。数ヶ所設定した調査

区から当時の炭坑の遺構を確認することができ、特に現

存する二本煙突と竪坑櫓周辺からは、煙突と櫓の機能を

補足する施設の遺構が検出されました。 

平成 21・24 年度の発掘調査では、二本煙突前の調査

区から付随するボイラー室の遺構を検出しました。建物

基礎は煉瓦・モルタル・コンクリート等によって構築さ

れており、ボイラーに使用する石炭置場の区画などが検

出されました。刻印がある耐火煉瓦も出土しており、社

名の刻印から、築造当初は大阪や岡山といった西日本各

地から耐火煉瓦を購入して、煙突やボイラー室を築造し

たことがわかります。竪坑櫓に付随する巻上室の遺構は、

平成 21・24・25 年度の調査で確認できました。当初は

煉瓦造の蒸気巻上室を櫓の直前に設置して竪坑の昇降

に供していましたが、昭和 26～27 年に電気巻へ移行す

る際に新たな電気巻上室を既存の巻上室の西隣に設置

されたことが、遺構の調査から判明しました。 
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伊田坑ボイラー室遺構配置図 

あわせて平成 25年度の調査では、現存する竪坑櫓の北側に伊田駅構内に跨って設置された選炭

機室の基礎の一部も確認されています。このことにより、伊田竪坑における動力（ボイラー室・煙

突）、生産（竪坑櫓・巻上室）、選炭といった、炭坑地上部における石炭の流れを、遺構から把握す

ることができました。 

ところで、全国的に有名な「炭坑節」は、元々は伊田竪坑での選炭作業で唄われていたものとさ

れています。したがって、調査によって確認された選炭機室は炭坑節の生まれた場所であり、ここ

から見上げた二本煙突が「あんまり高いので」、お月さまを煙たがらせていたようです。このよう

に、筑豊・田川の近代化遺産の特徴は、有形の遺産に無形の遺産が付随していることにあるといえ

ます。かつての風景は一変しましたが、田川の街の隅々には、今もなお「ヤマの文化」が息づいて

います。（福本 寛） 
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