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第１９回佐賀市重要産業遺跡調査指導委員会 議事録 

 

開催日 令和元年９月２７日（金） 

開催時間 １３時３０分～１６時３０分 

開催場所 佐賀市立図書館 多目的ホール 

出席者 

委 員 
渡辺会長、田端副会長、安達委員、本多委員、正垣委員、

前田委員 

事務局 
文化振興課：横田課長、谷澤係長、中野主査、三代主査、

大平主任、山口歴史文献調査専門嘱託員 

議 事 

【報告・検討事項】 

・精煉方跡の発掘調査および文献調査について 

・三重津海軍所跡の発掘調査について 

 

欠席委員 笹田委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 ２社 

 

【会議の公開、非公開について】 

◇会長 

「佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程」第４条の規定により、本日の会議は公

開ということでよろしいか。 

◇委員 

はい。 

◇会長 

 それでは公開とする。 
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【報告・検討事項】 

・精煉方跡の発掘調査および文献調査について 

※資料１に基づき、事務局より発掘調査の概要を説明。（以下、質疑応答。） 

◇委員 

整理作業計画についてだが、今残されている文書の公開についてはどう考えているの

か。 

◆事務局 

現在目録作成を進めていて、令和４年度を目途に報告したい。詳しいことはまだ決

まっていない。 

◇会長 

文書に関しては、この後、文献調査のところで説明がある。発掘調査について何か意

見はないか。 

◇委員 

（資料１の精煉方跡調査・整理作業計画によると）５年掘って１回報告書作成という

ことだが、昨年の調査の分があるので、今から３年掘って報告書作成というスケジュー

ルになるが、そういう理解でよいか。 

◆事務局 

精煉合資会社時代と考えられる第１面、第２面のうち、第２面に関するものを中心に、

令和５年度にまとめたい。また、伝世のガラス等については、物を掲載し、最終年度で

ある令和９年には、主に第３面、第４面を中心に、令和６年から８年までの調査を総括

としてまとめたい。後のほうは恐らく、精煉所、精煉社時代ではないかと推定している。

要するに、上層部、下層部と二段階に分けて報告したいと考えている。 

◇委員 

発掘調査で第４面まで開けていって、下のほうの第５面以下、江戸時代のところはい

つになるのか。 

◆事務局 

この計画は、近代部分を中心にしているが、同時に、精煉方跡の試掘を進めていく予

定。精煉合資会社、精煉社、精煉方の遺跡が重層的になっている部分について、状況把
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握をしたいと考えている。これらの結果を検討材料とし、令和１０年度以降の精煉方の

調査につなげたい。 

◇委員 

確認だが、枠組みとしては重要遺跡確認調査だとすると、上面では近代産業史、よそ

ではあまり掘られていないガラス等が出る。この場所は、幕末佐賀藩の近代化事業の重

要遺跡である精煉方跡だが、今の話だと、令和９年まで上のほうを中心に調査を進めて、

令和１０年以降にその下のほうをやっていくということか。 

◆事務局 

今のところ、この計画で考えている。 

◇委員 

それを踏まえて伺いたい。重要遺跡確認調査だが、調査の目的はどうなっているのか。

文化財保護措置のための記録保存の調査ではないので、こういう調査をやってどういう

ことをしたい、というのがあると思うが、今後、整備活用していくのは、上の面なのか。

そうだとすると、上のほうで（調査を）止めてしまって、近代の面で全容を明らかにす

ることになる。そうではなくて、調査の後ろの方が目的になると思うのだが、調査後の

形を考えて、どういう目的のために年度ごとの目標を立てて調査をしていくのか。重要

遺跡確認調査なので、そこに遺跡があるから掘るわけではない。その辺のことを教えて

いただきたい。 

◆事務局 

あの敷地は昨年度佐賀市の土地となったので、今後は佐賀市の事業として活用策を検

討していかなければならない。将来に向かって、資料収集をしていくというのは当然で、

遺跡として残していくという前提で、調査を進めている。 

◆事務局 

この計画としては、当面、精煉社、精煉合資会社全体をつないでいくのと、精煉方が

どういう状況か、何面残っているのか、といったことについて確認したいと考えている。

これが終わった後に、精煉社、精煉合資会社をどうするのか、精煉方をどうするのかに

ついて、再度、計画を立てていこうと考えている。 

◇委員 
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だいだい理解できたが、もっと具体的な中間目標が必要になると思う。精煉合資会社

も佐賀の近代産業技術遺跡として重要だということであれば、なるべく上の遺構は壊さ

ず残すような形で、下のほうにどう下げていくかという中間的な目標が必要になる。な

るべく早く後の調査をするために、その辺をどうするかという中間的な目標をきちんと

示して調査を進めていかないといけない。 

◆事務局 

今日、いただいたご意見を参考に、もう少ししっかりと組み立てていきたい。 

◇委員 

（配布資料の）図を見てわかるように、精煉方には二つの仕事があって、一つはガラ

ス、もう一つはこの図面の右側にあるように、製紙や硫酸作りなど。私はガラスのほう

に非常に興味があるが、いろんなものが出てくるので時間がかかると思う。（図の）右

側の遺構を早目に確認したほうが、精煉方の機能を知る上ではよいのではないか。両方

の年代をあちこち調査するようだが、こういう関連のあるものは集中的にやってみては

どうか。 

◆事務局 

ありがとうございます。調査面が散っているので、少し整理するようにしたい。 

◇委員 

今の話だと、（資料の）真ん中の赤い（四角の）部分、中心部分を少しずつ進めてい

き、それと並行して周囲の精煉方ないし精煉社の調査をするということか。これの元に

なっているのが、（資料１の）精煉方跡の試掘調査計画地位置図。これは精煉合資会社

の時代のものだが、これとは別に、精煉方跡を地図に落としたものがある。 

◇委員 

明治６年の。 

◇委員 

これを手掛かりとして図面を作ったり、調査区を設定したりして、遺構の確認を目指

すということだが、この絵図自体が明治６年の状況の配置図。極端に言うと、本当にこ

こにあったのかどうかというのは、なかなか難しい。そう考えると、本当に遺構ねらい

でトレンチを設定してしまってよいのか、という懸念がある。壊れる遺跡ではないので。   
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例えば、水路が縦横無尽に走っているので、１番右側のところに赤石を使った水路が

残っている可能性がある。そうすると、ピンポイントで建物の遺構をねらうよりも、本

当に狭いトレンチでよいので、まずは水路の跡を確認して、この図面の信憑性というも

のをある程度担保してから、例えば図面ではこうなっているが、なかったというような

話を枠組みとしてまず、検討してから、その上で改めてトレンチを入れる部分を設定し

たほうよい。 

結局、今は地表のほうの図面、地形図を作っていると思うが、そのへんにうまく水路

跡を落とし込んでいけば、現地と水路との現状と、図面の水路の位置というのが確認で

きて、様々な建物等の具体的な場所も、より絞り切れるのではないか。私は、この地図

だけを頼ってピンポイントに遺構を探すよりも、まず精煉方の全体的な範囲を確認した

ほうが、今後やりやすくなるだろうと、今日、現場を拝見して感じた。集成館では、絵

図を頼ってトレンチを入れまくったものの、使えなかったという苦い経験がある。だか

ら、だいたいの配置は一緒でも、ピンポイントでは間違っているということも結構ある

ので、注意が必要。 

◆事務局 

ありがとうございます。確かにあまり遺構ばかり目指しても、ちゃんとした調査がで

きるかどうか疑問なので、全体的な範囲についてしっかり検討した上で、進めたい。 

◇会長 

他に何かありますか。 

◇委員 

スラグがあって鉄などの遺物があるということだが、それは坩堝（るつぼ）に付いて

いるものなのか。あるいは耐火煉瓦に付いているのか。付いている物の方を調べたら、

作る過程ではなく、耐火煉瓦のところで溶かしているなど、その部分を見ればわかると

思う。 

◆事務局 

ありがとうございます。確かに煉瓦の側面にべっとりと溶解したものが付着している。

その煉瓦は、ほとんどガラス製造に関わる遺構の部分だと思うので、それも合せて分析

等で使えそうなものがあれば、抽出していきたい。 
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※資料２に基づき、事務局より文献調査の概要を説明。（以下、質疑応答。） 

◇委員 

（資料２によると）その記載期間と年代が網羅しているわけではないようだが。 

◆事務局 

そのとおり。揃っていればよかったが、飛び飛びになっている。だいだい昭和 7 年く

らいまでが最後。その前は大正の末期、大正１５年頃のもの。 

◇委員 

この資料では、（精煉合資会社で）何を作っていたかについては確かにわかるが、各

典拠資料の記載期間くらいは示したほうが、この会社の活動の何割ぐらいをカバーする

ものなのかがわかりやすくなる。なぜこの資料に記載されてない物があるのか、という

のは、資料が全部あるわけではないことにもよる。その辺りは、ベースのデータを示し

たほうがよい。それで、整理がきちんとできた段階でデータを公開するのが第一段階だ

と思う。それで、原本自体が危険な状態であるのであれば、原本は出さずにデジタル写

真でよいので公開する、というのが現実的。修復コストとの兼ね合いを考えると、基本

は写真で見ていただく形で、原本はそのまま保管するというのがよいと思う。 

◆事務局 

ありがとうございます。 

◇会長 

他に何かあるか。 

◇委員 

現地で、ガラス以外の金属製品等も記載がある、また工場の拡幅とかについても、金

属加工や金属素材とかの記載があるとの話だった。これは発掘調査支援のための文献調

査になるが、それをリストアップしてほしい。木炭が入っているスラグみたいなものは、

現場で聞いた話だと明治５年くらいに鎌の生産をしていたということなので、年代から

考えると、木炭を使った江戸時代在来の鍛冶に近い状況で鎌を生産していたと思われる。

これは出土遺物を理解する上で、重要な情報になってくる。工場を拡張するために、金

属素材を購入した、あるいは、あの敷地の中で金属加工したというような記述を、年代

ごとに箇条でよいのでリストアップすると、発掘調査の時に出土遺物の選別がしやすく
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なる。発掘調査支援のための文献調査として必要なことなのでお願いしたい。 

◇会長 

他に何かあるか。 

◇委員 

ガラス製品というのは割に珍しいので、インターネットで公開するとかして、情報を

集めてみてはどうか。物の形を見ると、何かに似ているということはあるので、検討し

てほしい。 

◆事務局 

ありがとうございます。 

◇委員 

ガラスの写真を見てわかるように、それほどいいガラスではない。今、私たちが使っ

ている硬質ガラスではなく、軟質ガラス。その分、加工しやすい。色付けは、ブルーは

コバルト、グリーンは銅を混ぜればよいことなどは以前からよく知られている。気付い

たことは、（資料２の）６頁に化粧水瓶と書いてあるが、恐らく薬を入れるための瓶で、

光に当たらないようになっている。薬など液体のものはみんなこれに入れていたのでは

ないか。それから真空装置と言えば必ず吸入するところ、引っ張る所があり、今でも使

う。 

◇委員 

日用雑器みたいなガラスはあまり残らないが、古文書が残っているというのは貴重な

ので、ぜひとも活用していただきたい。 

◇委員 

ここの会社の商品カタログのようなものはないのか。 

◆事務局 

それは出ていない。 

◇委員 

この会社でなくても、大正・昭和くらいのモノクロ写真入りの商品カタログみたいな

ものから、機能や機種を知る手掛かりが得られると思う。これは調べてみないとわから

ない。 
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◆事務局 

一応、商品カタログ等を出しているところがないかどうか調べてみます。 

◇委員 

先ほどネット上で聞いてみるという意見が出たが、世の中にはいろいろな意外なこと

を意外な人が知っている、ということが多くあるので、ぜひ考えていただきたい。 

◇委員 

ガラスの一覧があるかもしれない。 

◇委員 

なかなかカタログというのは残らない。いろいろ別なところでカタログを調べたこと

があるが、ほとんどが残っていない。図書館なんかにも普通、収蔵されないので、ご存

じだと思うが、日本全国の古本屋のサイトがあるので、そこに名称を放り込んで、探し

てみてはどうかと思う。 

◆事務局 

ありがとうございます。 

◇会長 

委員の方々もおわかりのように、こういったガラス器というのは一見、今の我々に

とっては当たり前のものかもしれないが、医療関係の機材などは貴重な歴史資料であり、

いろいろな技術史・医学史などと関わってくる資料なので、ぜひ模索していただきたい。 
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・三重津海軍所跡の発掘調査について 

※別添資料に基づき、三重津世界遺産課より三重津海軍所跡整備事業について報告。 

（質疑応答なし。） 

※資料３に基づき、事務局より発掘調査の概要を説明。（以下、質疑応答。） 

◇委員 

確認だが、（資料３の）今年度調査用地の①の部分、駐車場のところの護岸の推定は、

川副町時代の（試し掘りの結果を元に推定した）もので、杭と板による土留めの構成は

護岸施設として出ていないということでよいか。 

◆事務局 

駐車場部分（の護岸）では出ていない。 

◇委員 

少なくとも川副町の報告では出ていない。 

◆事務局 

川副町の報告では見えない。もっと深いところにあるのかもしれない。 

◇委員 

この部分は、今年度調査をして、具体的にはトレンチを入れる予定なのか。 

◆事務局 

まだそこまで深く考えていないが、必要であれば入れなければならない。 

◇委員 

今のところ、下流側のドックの渠壁は上流側のような木組み骨格を使ってないという

想定だったと思うが、それに連続する河川護岸も木の杭と板を使っているかどうかは重

要。この辺は川副町時代の報告ではそれ（杭と板による土留め）がなく、この断面図で

は土坡（どは）ということになるが、土坡かどうかの確認をしてほしいのが１点目。 

２点目は、船屋地区の建物について報告する今年度の報告書について。今日は（資料

に）図面がないが、あの細長い建物で余っている（建物に伴っていない）柱の痕跡は、

重複して切り合いがないので、前後関係がわからないと思うが、その（細長い建物以外

の）建物が本当にあったかどうか。安政の御船屋絵図以降に建物があったかどうかは、

非常に大きな問題なので、報告書の中で検討をしていただきたい。 
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◆事務局 

それについては、Ａ列だけが２間分、６メートル長い。Ａ列がどういう存在だったの

かを確認しているところだが、もう１棟建物があるかどうかについても視野に入れて検

討していく。確かに、川副町の時のトレンチで杭が出ていて、それを私が調査したとこ

ろ、どこにも並ばないとうことは確か。それが別な建物かどうかはわからない。 

◇委員 

あれはあれで構成的には整合性が取れるが、そうすると年代的に、いつも使っている

村絵図（寛政５年（1793）「川副下郷早津江村」佐賀県立図書館所蔵、郷土 0065）は、

（寛政４年４月１日に起きた「島原大変」の）津波で護岸線が削られた後の絵図面かど

うか。そこも直接、今年度の報告書である船屋の建物に絡むところになるので、その点

も検討していただきたい。 

◆事務局 

おっしゃるとおりで、あれは（地震による津波の）１年後の姿になる。私からの質問

だが、あの村絵図を作った段階は、本当に寛政５年に作り始めて、寛政５年に幕府に提

出したと考えるのか。もしくは、その前の姿の可能性もあるのか。それはどう解釈すれ

ばよいか。 

◇委員 

（絵図は）二つある。「川副東郷上下村」（寛政４年（1792）佐賀県立図書館所蔵、郷

土 0076。「御船屋」という書き込みと建物の絵がある。）と「川副下郷早津江村」（寛政

５年（1793）佐賀県立図書館所蔵、郷土 0065）があって、「下郷早津江村」のほうは

（地震の）次の年。半年ぐらいでこの絵図ができたと想定するのであれば、河岸線の更

新後の姿ということになるが、可能性として大きいのは更新前の姿が絵図になっている。

（津波が）やってきて、干潟部分の護岸線に近いところを削り取って、また貝殻層を含

めて再堆積をしているということで、地形的には大きな更新がなかった可能性があるの

ではないか、と今の段階では考えている、 

続けて確認だが、資料にある（令和２年度以降の整理調査予定の）コークス由来の鉄

滓とはどのようなものか。鋳造か、それとも鍛造か。 

◆事務局 
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鍛冶滓。 

◇委員 

それは分析の結果か。 

◆事務局 

いや、見た感じ。 

◇委員 

文化・文政の頃から鍛冶屋が作る原始的なコークスである焼炭は、鍛冶屋が好んで使

うという資料があるので本当にコークスかなと思う。もちろんタールを作っているので、

結果的にコークスで、還流するか活性するものなのだが、伝統的に佐賀城下の鍛冶屋は

原始的なコークス焼炭を使っているので、本当にコークスか、硫黄分の分析などの成分

分析の結果、コークス由来なのか、というのを調べる必要がある。 

◆事務局 

私の言葉遣いが悪かったが、近代のコークスと、私がコークスと言っている三重津の

コークスは若干違う。ただ、乾留して作っている状態になっている。今、製鉄に使って

いるコークスと同じかというと、作る道具が違うので違っているが、石炭由来で再度乾

留しているものなので、確かに咬んでいるコークスと言っているものを分析すると答え

が出るので、検討してみる。 

◇会長 

他に何かありますか。 

◇委員 

今回の報告の中で、貝殻層は１７９２年の津波によって削られているようで、かなり

広範囲に見えるが、あれが全部そうなのかというところまでは、まだわからない。 

◆事務局 

おっしゃるとおりで、そう見えることは見えるが、厳密に言うとその証明は全くでき

ていない。ドックのほうの貝殻についても同じように成分を調べたい。 

◇会長 

1 番手掛かりになるのはスコリア粒子を含んでいるか、含んでいないかが、見分け方

になる。 
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◆事務局 

そうです。スコリアとそのデータがもとになる。 

◇委員 

貝殻層が人工か自然かが議論になっているようだが。 

◆事務局 

そうです。貝殻を使って人工的に積み上げたのであれば、貝殻を使う理由も考えない

といけない。そういうこともあるので、決着をつける最後の機会となる。 

◇委員 

とりあえず、垂直方向に（トレンチを）全部入れるのではなく、上面で入れる。上流

側の木組みの裏側は、標高的に堆積層を探すのが難しい。ドックの後ろ、裏込めに当た

る部分は全部飛ばされているので。ただ、どこか１ヶ所でもスコリアと同定できる深さ

までやると、決着がつくと思う。上の生成のメカニズムが同じだったら、恐らく下部の

生成のメカニズムも推測がつくのではないか。調査は今年度が最後なので、検討してい

ただきたい。 

◆事務局 

搦地であっても自然堆積ではなく、耕作に使っているとしたら、その耕作による自然

堆積層の中で出てきて、その土地の上に貝殻層が埋まっているのか、下に埋まっている

のかで、年代や絵図の問題なども答えが出てくるのではないかと思っている。 

 

 

 

 

 

 

以上 


