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第２回東名遺跡保存モニタリング委員会 議事録 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

【課長挨拶】 

 東名遺跡のモニタリング調査については、史跡指定を機に昨年度から国土交通省より引

き継ぎ佐賀市で行っています。前回の委員会から約 1 年が経ちますが、特に異常があった

との報告はなく、遺跡は良好な状態で保存されていると考えられます。東名遺跡はこの委

員会とは別に、保存活用や整備基本計画についての委員会も同時並行で実施しています。

その中で、この委員会は活用や整備の基礎となる保存に特化した委員会であり、非常に重

要なものだと考えています。本日はモニタリング結果のほかに整備基本計画の内容につい

ても説明する予定ですので、十分な審議をお願いします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 本日は 4 つの議事の中でも特に（3）と（4）を中心に議論していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

４ 議 事 

（１）第 1 回モニタリング委員会での主な意見とその対応について 

【資料を基に説明】 

 ・資料 1 を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省）□…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県） 

●：資料 1 の意見 2 について、長期的にモニターするのではない。国土交通省が中央水路

の水位を記録しているはずなのでデータを提供してもらい、無降雨が何日か続いた時期

かつ周辺の川からも水が調整池に入れられていない期間がいくつか絞れるかと思うので、

その時の自然の水位の上昇をピックアップし、そのデータを蓄積しておけばよいのでは

ないか。 

○：そういう時期を狙ってか。 

●：そうである。その為、事後確認で良いかと思う。例えば 1 年分のデータがそろった段

階で水位上昇率を整理すれば、ある一定の幅で水位は落ち着くかと思うので、それが落

ち着いているということを確認しておけば良い。 

○：外的な要因を受けていない時期などはデータを見れば分かるのか。 

■：概ね分かるかと思う。降雨と水位を見比べてデータの抽出を行えばよい。 

●：年に 1回の頻度でまとめて整理すれば良いかと思う。 

●：去年の夏は猛暑で内心すごく心配だった。平成 6 年に少降雨により各地の堤防で縦ク
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ラックが入ったことがあったため、同じような現象が起きないか心配だった。資料 3 の

目視点検結果から、少なくとも覆土に関してはクラックや法面の崩壊などはなさそうで

ある。直接目で確認したのか。 

○：直接、目視確認を行っている。 

 

（２）平成 30 年度モニタリング調査結果について 

【資料を基に説明】 

 ・資料 2、資料 3 を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省）□…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県） 

●：酸化還元電位計が故障しているのはしようがないと思うが、今後はどうするのか。 

○：故障している分に関しては土壌中に埋めている状態で、現状では取り換えができない。

第 5 貝塚の酸化還元電位計は現在も測定できているので、それから読み取ったデータを

整理している。 

●：全体の代表として、見ることが可能ということか。 

○：そうである。この件に関しては前回の委員会でも述べたが、計器の取り換えについて

次の議事（3）で詳しく説明する。 

●：故障した原因についても引き出さないと分からないのか。センサーの故障か中のコー

ドが断線したのかなど。 

○：埋めた状態なので、現状では故障の原因はわからない。 

●：耐久年数からすればよくもっている方だと思う。しかし、データの信憑性はどうなの

か。 

○：数値的には多少のブレはあるものの、最近のデータと過去のデータと見比べても大き

く変動していない。キャッピング盛土の損傷もなく、土壌水分も変化していないことか

らも保存環境は還元状態で変わっていないと考えられる。この状況からみて信憑性はあ

ると思う。 

●：了解した。 

●：資料 2 の 4 ページに地下水位のモニタリング結果が記載されているが、これは複数の

観測孔でモニタリングを行っていると考えてよいか。 

○：そうである。資料 2 の 1 ページの左側の表に記載してあるが、第 4 貝塚、第 5 貝塚と

もに 5 箇所、計 10 箇所の観測孔で観測している。第 4 貝塚、第 5 貝塚ともにキャッピン

グ範囲内が 3 箇所、キャッピング範囲外が 2 箇所である。 

●：それぞれの地下水位は中央水路水位と連動して変動するかと思うが、各観測孔の水位

差分に着目してまとめると良い。水位差分が維持されていて、深い帯水層の方が水圧の

高い状態にあることが理想である。常時、周辺の帯水層から中央水路に向かって水が湧

き出すような動きを見ておくこと。複数の深度で観測しているので水圧の差を見るのが

良いと思う。 
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○：了解した。 

 

（３）保存モニタリングの考え方 

【資料を基に説明】 

 ・資料 2、資料 4 を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省）□…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県） 

●：調整池の水位変動は TP でいうとどれくらいの範囲か。 

■：水位が低い時で TP-1.5m、高い時で TP+0.5m である。 

●：これまでその範囲内で水位変動しているのか。 

■：そうである。 

●：それは管理レベルの話だと思うが、大規模出水時はどこまで上がるのか。 

■：過去 2 年では、昨年の 7 月に豪雨の影響で水位が TP+2.2m まで上がった。 

●：調整池が運用されてから、最も水位が上がった時はどれくらいか。 

■：平成 21 年で、TP+4.7m まで水位が上がっている。 

●：管理レベルまで水位を下げるのにどのくらいの時間が必要なのか。 

■：昨年の 7 月の場合は半日程度である。平成 21 年の時は、2 日程度かかったと思う。 

●：資料 2 の 10 ページに示された、平成 24 年の 3 月に蓮池層と貝塚層で異常値を示して

いる原因は何か。調整池の水位が上がったことが原因なのか。 

○：調整池内の調査をするために中央水路の水位を TP-1.5m よりも下げた。その後に異常

値を示したので、それ以降は TP-1.5m よりも下げないように国土交通省に管理して頂い

ている。 

●：水位を下げたことで異常を示したのはなぜか。 

○：中央水路の水位を下げたことで盛土内の水位も下がり、酸化する部分ができしまい、

再び水位を上げた時にそこを水が通り、酸化したものが地下水中に溶け出したと推察し

た。 

●：特に保存盛土にクラックができたのでなく、水位を下げたことで酸化したものが入っ

たということか。それ以降は管理をしているので異常値を示すことはなくなったという

ことか。 

◯：そうである。 

●：調整池内に元々あったクラックの深さはどれくらいだったのか。 

○：調整池内の基盤自体にもともとクラックがあり、その上にキャッピング盛土をしてい

る。何年か前に確認した際は、深さが 1.3m ぐらいであった。蓮池層の砂層が複雑に入っ

ており、砂層に到達するとクラックはなくなるというイメージである。調整池内の基盤

である蓮池層の粘土部分が乾燥したために、至る所にクラックがある。 

●：他の場所でも蓮池層にクラックが入っているとの情報がある。水位が上下した影響で

はなく、もともとクラックが発生していたという認識でよいか。 
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○：水位が下がったことで、連動してクラックが細い水みちとなったのではないだろうか。 

●：蓮池層の砂層までクラックが入っているとなると、循環的には起こりやすい状況では

ないのか。 

○：その可能性はある。蓮池層の砂層は数多く複雑に入っている。 

●：植物の根の影響もあるのではないか。 

○：植物の根の跡もある。 

●：やはり乾燥することでクラックが生じる。 

○：例えば武雄市の六角川も、高水敷にはクラックが発生している状況である。 

●：クラックがあるところまで地下水位を下げてしまうと異常が発生するので、平成 24 年

以降は、中央水路の水位を下げないように管理をしたため、異常が発生していないとい

うことか。ちなみに平成 24 年以降も何度か水位が上がったことがあったと思うが、観測

結果にはその影響が出ていないということか。 

■：観測結果を見ると、直接影響は生じていないものと思われる。 

●：それでは、水位を下げる方を管理すればよいということか。水位を上げることに関し

ては、すぐに排水するので、特に大きな影響は見られないと考えてよいか。 

●：第 4 貝塚についてはそれでよいかと思うが、第 5 貝塚においては違うかと思う。酸化

還元電位の結果を見ると定期的に上がったり下がったりしている。その点も考えておか

ないといけないと思う。これが水位との関係なのか、周囲の井戸の使用によるものなの

か。今は上がっても下がっているから良いものの、下がらなくなった時は危ない。酸化

還元電位が上がる原因を考えておかないといけないと思う。 

○：おそらく調整池水位の管理上の関係ではないかと思う。第 5 貝塚の方が第 4 貝塚より

も標高が高いので、水位を下げている時に酸化したものが、冬季に水位を上げた時に水

中に溶けだしているのが原因だと考えている。いずれにしろ水位の変化によって生じて

いるようである。 

●：資料 3 の 1 ページの図 1.2 を見ると、地下水位は、調整池の管理基準である TP+0.5m

の時にはキャッピング盛土の下になるが、TP+2.2m や TP+4.0m だとオーバーフローす

る形になるのか。 

○：そうである。 

●：シミュレーションしないと分からないと思うが、調整する水量と水位の関係が知りた

い。 

■：水位がキャッピング盛土をオーバーフローするのは 2～3 年に 1 回程度である。 

●：もし可能であれば調整池全体の受入水量と排水量と水位の上昇のシミュレーションし

た図があると色々考えやすく分かりやすいかと思う。例えば横軸が排水量で縦軸が TP の

水位上昇量という感じで。 

●：シミュレーションというのは国土交通省に向かって言っているのか。 

■：データの提供くらいはできる。 
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●：地形が複雑であるため難しいかとは思うが。 

■：総排水量と水位上昇も HV ファイルがあるので分かるかとは思う。データの処理はこ

ちらでは難しいと思う。 

●：整備する際にキャッピング盛土に何らかの手を加えるという説明があったが、どのよ

うな内容か。 

○：整備する際にキャッピング盛土の上に貝塚の範囲を表示したり、説明板を設置する程

度のことは考えている。次の議題でその内容について説明する。 

●：盛土を薄くしたりするのは保存に影響が出る。せっかく安定しているので盛土は触ら

ない方がいいと思う。 

○：盛土の掘削や造成などはしない。盛土の上で行う体験活動などは考えている。 

●：あまり貝塚（盛土）の上に人が乗るのはどうかと思う。人の振動は影響が大きい。踏

み荒らすと地下にまで影響するのでそういうことも考えてほしい。 

○：整備計画については後ほど詳しく説明する。 

●：資料 2 の 12 ページにキャッピングの補修対策案を考えられており、資料 4-2 でも異常

発生時における対策の流れがあるが、原因の分析・検討を保存モニタリング委員会で検

討してからではスピーディーさに欠けると思う。例えば地震や干ばつで乾燥してクラッ

クが入ったら、次の出水までに補修しなくてはいけないと思う。具体的にルールを決め

ておいた方がよりスピーディーに行動できるかと思う。例えば熊本地震の時などは、堤

防にクラックが入った時に、確認に時間をかけずに出水期までに補修する必要があった。

いちいち確認して長く置いておくのはよくない。スピードが大事である。 

●：しかし、東名遺跡は国史跡に指定されているので、クラックが入ったからといって勝

手に補修するわけにはいかない。事務手続きに 2 週間程度はかかることを考えておかな

くてはいけない。 

●：そういう情報が入るのはモニタリング調査を行っている業者だろうから、異常に気が

付いたらすぐに担当者に連絡することが大事だろう。 

●：まず電話である程度応急処置をしたことを伝えて、同時に事務手続きをしていく形で

行えばよいと思う。 

○：史跡指定になる前の段階で、国土交通省とは取扱いの規準を決めている。それを基に、

異常が発生した時の具体的な対応までを盛り込んで作成するのが良いと思う。今回はあ

まり具体的にはまとめきれていないが、今後作っていきたいと思う。 

●：国土交通省の担当者と事前に話し合っておくことが大事である。あくまで土地を守っ

てもらうのは国土交通省である。国土交通省と文化庁と佐賀市で、緊急の対策について

事前に話し合うことが大事である。それから、佐賀県も通さないといけないので、事前

に話し合っておくこと。 

○：史跡指定前に作成した取扱い基準は、国土交通省側で行われる何らかの行為に対する

取扱いであったので、保存対策の面で何か異常が起こった場合の取扱いを考えておく必
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要がある。 

●：いずれにしても事前に連絡体制は考えておくこと。 

○：了解した。 

●：資料 2 の 12 ページの図-1 だが、応急復旧として中和剤注入と記載してあるが、遺跡に

影響を与える可能性もあるので、検討した方がよい。 

●：同じく 12 ページの図-2 だが、鉛直の遮水壁はともかくとして、右側から酸性水が入っ

てくることをイメージしているかと思う。以前も話したかと思うが、貝殻を上にばらま

く考えがあったがそれはどうなのか。 

●：貝殻は有機物を含んでいるのでバクテリアが反応してしまうので良くないと思う。炭

酸カルシウムを主成分にしているものがよいかと思う。 

●：炭酸カルシウムを主成分としているものを表面にまけば効果があるかもしれない。 

また資料 2 の 8 ページに異常が生じる場合のシミュレーションとあるが、局所的なイ

ンパクトではないが、佐賀平野の地下水揚水を止めたため、佐賀平野の白石地域では塩

水化していたのが薄まってきた。佐賀地区は来年の調査になるが、大きな意味での地下

水循環が良い方に変わっている可能性がある。特にこの場所は湧水がある。湧水の成分

がひょっとしたら環境的には良い方に変わっていっているかもしれない。そのような視

点も必要になるのではないかと思う。 

 

（４）東名遺跡整備基本計画について 

【資料を基に説明】 

・資料 5、参考資料を用いて説明。 

【質疑応答】●…委員 ○…事務局 ■…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（国交省）□…ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ（佐賀県） 

●：なぜここに貝塚があるのか、という観点で展示を工夫してほしい。一般の方はこんな

山裾のところになぜ？と思うはず。縄文人が背後の脊振山系で風を防ぎ、南には海があ

って微高地があってそこで生活して、その後海退して、今は海が遠くにあるなど。海の

方向や山の眺望も分かるような展示にしてほしい。 

○：参考資料の 7 ページに構成要素の分類として、史跡地周辺の地形的景観を記載してい

る。山側の景観と海側の景観があって、それがイメージできるような展示解説にしたい。

東名縄文館の屋上から地形的な要素が見渡せるので、イメージが作れるような工夫をし

たい。 

●：高速道路で福岡から佐賀方面に来ると、佐賀平野がよく見える。そいう眺望を利用す

れば、佐賀平野の成り立ちのイメージができると思う。 

●：そのとおりである。第 1 回委員会でも言ったが、例えば VR 等で、海で人が活動して

いるところなどが見られたら分かりやすいのではないか。費用がかかるだろうがぜひ検

討してほしい。 

○：他の整備された縄文遺跡などは、元々の地形が残っているので、当時の景観がイメー
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ジしやすいが、東名遺跡は完全に地形が変わってしまっている。当時の景観が全く分か

らないので、そこをどうイメージしてもらうかが難しい点である。 

●：時代の変化とともに、佐賀平野の成り立ちが分かるような工夫をしてほしい。 

●：地下 5m にあったから保存ができた。地上に出たままだったら今まで残っていないとい

うことも強調したらどうか。 

一つ確認したいのだが、貯蔵穴というのは珍しいのか。 

○：縄文時代の貯蔵穴は珍しくないが、東名遺跡で見つかった貯蔵穴は、低地型のものと

しては日本で一番古い。 

●：古いというのが特徴なのか、水が湧くというのが特徴なのか。 

○：使い方に特徴があり、大型のカゴにドングリを入れて、水に漬けていたなど機能的な

ことが初めて分かった。 

●：水が湧くところに貯蔵穴をつくった例は他にもあるのか。 

○：西日本では割と多い。以前は貯蔵穴という名称からも、水に漬けて生貯蔵していたと

考えられていた。しかし、最近は気温が上がると水温も上がり、腐ってしまうというこ

とが実験を通して分かってきている。基本的にドングリについては、虫を殺すために水

につけておいて、寒い冬の間は生貯蔵していたものと考えられる。長期的に保存するも

のは、乾燥させていたようだ。 

●：貯蔵穴を初めて見て感心した。海縁では地下水が湧き出ている。そこに穴を掘ると地

下水の流れがあるので一定の温度でものを保つことができる。ここならではなのかと感

じていた。必ずしもそうではないのか。 

○：縄文人も水が利用しやすいところを選んで住みついている。そこが出発点で、後に海

面が上昇して海水が入ってくるような場所になってしまう。 

●：こんなものがあったのだと見えるような施設だと良いかなと思う。 

○：現地でそれを表現するのは難しい。立体剥ぎ取りという、貯蔵穴をそのままの形状で

現地で剥ぎ取ったものがあるので、それを屋内展示することはできる。貝塚についても

立体剥ぎ取りがあるので、現地でそのものは見られなくても、屋内展示で、実物に近い、

リアルな表現はできると思う。その代わりかなりのスペースが必要になる。 

●：遺跡を保存してきた粘土層の厚みも含め、住居と貝塚の標高差がうまく表現できない

だろうか。 

○：現地で土を盛るわけにもいかないので、資料 5 の 36 ページに示しているが、地層厚ゲ

ージというものを設置して、居住域はこの高さ（丘の上）で貝塚はこの高さという形で

表示できないかと考えている。 

●：海進の影響で埋まったというのはいいと思うが、貝塚を埋めた層は海の層ではない。

洗掘した泥が淡水と混じり合って低平地をつくった。地質の方から言えば、低平地が形

成された先端の部分で断面図を見せてもらった、すごい場所だと思う。海面が上昇して

海の地層で覆われたというわけではないので、説明では留意して欲しい。 
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○：詳しい説明は屋内展示でする予定である。 

●：今はスマートホンと QR コードを組み合わせれば、いろんな事ができると思う。 

●：資料 5 の最初のページで整備テーマが「未来へつなげる 縄文のタイムカプセル」と

あり、次の 22 ページの（１）奇跡的に保存・発見されたという箇所で、厚い粘土層で覆

われてとあるが、地下水環境も要因の一つではないか。ただ単に厚い粘土層があったか

らだけではないので、その辺も加えてほしい。 

また、先ほど佐賀平野の一部で地下水環境が最近回復しているということだったが、

調整池の周辺で井戸などを掘って、三田川層から水を汲み上げることへの規制はされて

いるのか。 

○：特に規制はしていない。 

●：周辺の開発などで三田川層の地下水を汲み上げていたら、地下水環境が悪くなる。そ

ういうことに対して規制をかけるなど、施策として必要ないのかと思う。 

○：現状として周辺は水田ばかりなので、今すぐにはそういうことにはならないと思う。 

●：今後、遺跡の整備が進み観光地として開発されていくと、周辺も開発されることもあ

るかも知れない。 

○：調整池周辺は農業振興地域となっているので、基本的には開発はないと思う。 

●：農業用にビニールハウスなどで、井戸を掘ることなどがあれば地下水環境が悪くなる

可能性もある。 

●：地盤沈下の調査のため、国土庁の支援で佐賀県が地下水の水質を定点で調べている。

今後はそういうことにも注目してほしい。地盤沈下が収まってきたので、次第に観測を

辞める方向になってきている。 

それから、国土交通省が、これだけの観測体制を整備されたのはすごいと思う。その

データがなければ今はない。東名遺跡の保存管理については、佐賀市だけでやっている

わけではない。国土交通省のサポートが絶対に必要なので配慮をしてほしい。 

●：先ほど言い忘れたが、資料 4－2 の保存モニタリングの考え方の部分で長期的には地下

水モニタリングで確認するのはいいと思う。土壌水分は何を使って観測しているのか。 

○：TDR（観測計器）である。 

●：TDR（観測計器）は結構長持ちすると思う。水質はわからないが、水の割合の変化度

はわかる。地下水に関しては今まで蓄積したデータを活かして、それから土壌水分との

関係を類推して、最終的に地下水をベースにしていく流れはよいかと思う。 

○：異常が発生した際のマニュアルや連絡体制などの案は、次回の委員会までに作成する。

文化財の手続き関係も含めて検討したい。 

●：先ほどの異常時の対策、組織図などは途中段階でもいいのでメール等で、中間報告し

てもらいたい。 

○：随時、メール等で連絡する。 

 


