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第４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 

 

３．委嘱状交付 

・委員交代（４名）につき、委員の自己紹介。 

 

４．委員長選任 

・委員長：岩尾雄四郎氏、副委員長：重藤輝行氏を選任。 

 

５．委員長・副委員長あいさつ 

 

６．議事 

（１）東名遺跡の保存とモニタリング調査について 

【資料 1に基づき説明】 

① 東名遺跡の概要 

② 遺跡の保存と保存対策の概要 

【質疑応答】●…委員  ○…事務局 

●：監視基準で、酸化還元電位が＋200mVとなっているが、この根拠は何に基づくものか。実

際はもう少し低い－100 mVとか－200 mVの前後のマイナス域で落ち着いているのではない

か。 

○：基本的にはマイナスの数値になるのがベストだが、酸化還元電位計自体がそんなに厳密な計

器ではないということもあり、モニタリング結果を踏まえて委員会の中で、幅を持たせて＋

200mVぐらいまでは許容しようということになった。 

●：この＋200mVというのは、この委員会で作られた基準ということか。どこかの実測値ある

いはそういう研究があって、＋200mV以下は劣化しないという根拠があるわけではないとい

うことか。 

〇：その通りである。 

●：私は遺跡の発掘をして、その遺跡の酸化還元電位を直接測ったことがある。そのデータによ

ると、＋300mV位になってくると完全に酸化している。三重津海軍所跡の現場を見てもそう

だったが、土色が茶色い土から急に青い色に変わる。その変わり目は、＋200mVよりもう少

し低いところにあって、土色で言うと茶色、それは鉄分が酸化しているので酸化状態、還元状

態にはない領域である。だからこの＋200mVを基準としているが、実際はもう少し低いので

はないか。実際の測定データを見ると、－100 mV～－200mV付近で変動しているので問題は

ないが、＋200mVが明確な基準にして良いかどうか少し疑問がある。 
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○：モニタリングは土壌と地下水を測っているが、土壌は基本的に 0より低い値を示している。

基本的に土壌をメインに測っていて、地下水は、調整池を掘削した段階で乾燥して粘土層に亀

裂が残った状態での水の出入りを捉えている。そのため地下水の酸化還元電位自体は振れ幅が

大きいが、土壌は基本的にほぼマイナスの状態にある。遺跡自体は土壌の中にあるので、現状

は保存されているという状態である。 

●：全く同じ考えである。今の観測で全然問題ないと思うが、基準として設ける値が＋200mV

というのは少し高いと言われかねないと思った。それで何か根拠があるのかと尋ねた。 

●：補足すると、貝塚そのものは貝でできているので、カルシウムイオンが溶け出す状況やパイ

ライトが酸化して硫酸を作る状況を、pHの測定やイオン分析等でモニターした上で、今まで

の経験知から割り出した値である。しかも、電極自体がだんだん劣化しているし、計器を埋設

したことによって水の通路になっているだろう。本来はもっと低い値が出てしかるべき。貝塚

自体がダメージを受けていないだろうという根拠は、カルシウムイオンが安定しているという

ことと、急激なパイライトの酸化による硫酸の流出を示す硫酸イオンの動態がモニターできて

いるので、それと併せて、このような振れ幅で設定された。資料 2の 6ページに結果がある。

これは酸化還元電位と pHの関係しか記載していないが、イオン分析の結果もバックにある。 

●：資料の中で、7ページの図は酸化還元電位を Ehで示してあるが、グラフは Ehに換算され

ているものか、電極で測っている値で表示されているのか、教えて欲しい。 

○：Ehに換算したものである。 

●：資料 1の 11ページの「異常発生時の対応に関する検討」で覆土の破損関連のとりまとめの

表があるが、後ほど何か経過観察みたいなデータが出てくるのか。キャッピング層や覆土層の

破損のことに興味があるが、今のタイミングがいいのか、後で議論した方が良いのか。 

○：現状の観察結果については（２）で説明する。 

 

（２）第２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 2に基づき説明】 

① イオン分析の実施の検討 

② 目視点検の項目の追加 

【質疑応答】特になし 

 

（３）令和２年度モニタリング調査（中間）結果について 

【資料 2に基づき説明】 

① 現在のモニタリング内容 

② 土壌モニタリング結果 

③ 地下水モニタリング結果 

④ 今年度モニタリングの総括 

【質疑応答】 

●：覆土層、キャッピング層、目視点検で異常がないということだったが、微細クラック、目に

見えないクラックというのが入っていて、後々いたずらをしてくるという可能性もあるので、
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どこかのタイミングで、それが 5年間隔なのか 10年間隔なのかわからないが、非破壊検査で

河川堤防などの健全性を計測する技術があるので、覆土層やキャッピング層に何か部分的な緩

みがないかという診断は行った方が良いと思う。予算の問題があるだろうが。 

●：セメント改良土（キャッピング層）の上に覆土層が載っているので、改良土（キャッピング

層）が傷んでいなければ、基本的には問題ないという考え方だろう。もしそういう心配の話を

するなら、10年、20年というオーダーで覆土層の状況を確認するような検査、重点点検みた

いなものを行ってはどうか。100年以上保たせようと思っているから、10年、20年スパンで

そういう確認をするのは意味があると思う。キャッピング層の上の覆土層に多少の問題があれ

ば補修すれば良い。 

●：インフラ長寿命化の観点からも、何か事が起こって対策に当たるというより、予防保全、人

間で言うところの健康診断みたいなものが望ましい。セメントや石灰を使用した時の雑把な寿

命の考え方は、50年や 100年と言われるが、特に表層に置かれる覆土層は、劣化のスピード

が避けられない。コンクリート構造物も耐用年数はせいぜい 40～50年で、改築、あるいは壊

して建て直しとなる。コンクリートが、長年の雨にさらされると、雨自体が弱酸性なので中性

化が起こる。そうするとコンクリートの強度が落ち、ひいては建物自体も危なくなることもあ

る。もちろん目視点検は非常に重要だが、健全性のチェックを入れて、何か不安なところがあ

るなら早めに維持補修の手を入れるという考え方を組み込んだ方が良いと思う。 

○：セメント改良層（キャッピング層）の上の覆土層の検査ということか。 

●：議論しているクラックの大きさというのは、ミリかミリより小さいオーダーなので、非破壊

検査は非常に困難だと思う。今できるとすれば、覆土層を剥がして改良土層を直接観察するし

か、健全性を確認する方法はないと思う。土工事なので頻繁にやるものではないが、懸念があ

るならそういう確認方法もある。 

●：（４）の議題とも絡むので、この件は後で議論したい。 

●：5ページのデータを拝見して、この酸化還元電位が緑点線を少し超えた時期があって、他の

時期よりはやや超過している時期が長かった気がしたが、何か原因となるようなことはある

か。最終的には戻っているが、やや高めだ。 

●：基本的に上がり下がりしている。 

●：以前、盛土の内部の酸化還元電位は直接測れていないが、酸素濃度の変化を測ったことがあ

る。冬に高く、夏に低い傾向が見られた。このモニタリング結果もそれと同じような動きをし

ているように見えて、夏の 7月、8月、9月ぐらいに一番下がってきている。理由ははっきり

分からないが、そういうことが見て取れる。盛土の時は、冬に降水量が減るので、少し不飽和

帯が広がって、酸化的な環境に動くのではないかと考察していた。今回、盛土ではないので、

よく分からないが、今のような話も含めてお考えがあれば。 

○：調整池では、夏場は雨に備えて排水されるので、水位が低い。冬場は排水しないので、水位

が上がる状態になっているので、酸素を含んだ水が遺跡の近くまで上がってくるという傾向が

ある。 

●：中央水路の水位と逆相関である。別冊資料の 28ページを見ると、降水量との関係よりはむ

しろ中央水路の水位との逆相関があることがわかる。 
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4-WA-1で、酸化還元電位が最近じわじわと上がってきている。手ばかりのモニタリングの

結果が資料 2の 8ページにあって、No.4とNo.5を並べているが、中央水路に近い、地下水位

が相対的に浅いところの変動は少なくて、堤防に近いNo.5の方は季節変動が大きく、No.4の

方がより安定している。要するに、水にさらされている時間が大きいと、地下水の変動が大き

いところほど酸化還元電位の変動も大きいと読める。またNo.4の一番浅いWA-1が、手ばか

りを実施した数年間で、全体的に少し上昇傾向があるように見えたので、別冊資料の 28ペー

ジに掲載されている機械で測ったデータを見てみたが、最近の 4年間ぐらいは明らかに上昇傾

向にあると思った。 

  原因が何なのかは分からないが、一つは、開削地で中央水路の水位を下げているので、もと

もとは地下水の流れが全然なくて還元場が形成されていたところに、池の水位に合わせて地下

水が緩やかに流れているので、地中の水質も還元場が壊れてきて、8000年間ぐらい安定して

いたところが、少しずつ状況が変わってきたのが見えているのではないか。 

  そういう意味では、手ばかりで酸化還元電位が測れるわけだから、観測をきちんと続けて、

この傾向を押さえておく必要がある。さらに後の議論になるが、やはり水質は何年かに一度は

きちんと測った方が良い。状態が安定していないなら、その結果溶け出してくるものも当然あ

るだろう。それを見極めるのはイオン分析であり、ちゃんと見ておく必要があると思う。 

●：私も同じ心配をしていて、酸化還元電位が少し＋200mVを超えているくらいで、安心と

思ってはいるが、ただ、本来は＋200 mVよりもう少し下に安定のラインがあるべきだろうと

思うので、少し超過しているのは、多少危険域に入っていく傾向があるのかもしれない。この

危険域が、長いスパンで見ていった時にどう変化していくのか。落ちてくれれば良いが、また

上がるようなことがあると危険度が増すと思う。 

  本来は、完全に埋めてしまえば落ち着くと思う。地下水位が変わらず長期安定に入っていく

と、ぐっと落ち着いていくが、季節の変化だけではない変化が徐々に上がっているとすれば、

そこは少し考えていかなければいけない。 

〇：この観測孔は、洪水の時に調整池の水位が上がると、周りの水が入り繋がってしまう。今年

は雨が多くて、観測孔に周辺の水が入ってしまった影響もあると思う。 

●：現状で一喜一憂する話ではないが、そういう懸念要素もあるので、長期に見ていった方が良

い。その原因によっては、何か次の手を打つ必要があるので、いわば血液検査や血圧を測りな

がら様子を見ているような状態だろう。 

●：（４）の議題かもしれないが、資料 2の最後に参考資料として既往イオン分析がある。他の

数値が変化した時に、それと照らし合わせて見るべきなのがこのイオン分析の結果だと思う。

過去のデータでは、プラスの方に数値が上がると硫酸イオンの量も上がっているし、それが現

在に至って、落ち着いた傾向にある。これが跳ね上がって、他のデータも異常値を示すなら、

何か起こっている。早めにそれがモニターできれば良い。わかった時には手遅れというのが一

番怖いので、モニターのチャンネルが複数あった方が良いと思う。 

●：（４）の議題に関連する話が出ているようなので、事務局からの説明の後、今の議論の続き

をしたい。 
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（４）令和３年度以降のモニタリング調査について 

【資料 2に基づき説明】 

① 過去のモニタリング内容の推移 

② 地下水モニタリングの比較 

③ モニタリング内容の推移と今後の提案 

【質疑応答】 

●：酸化還元電位について、季節変動の中にも長期的な上昇傾向が見えるのではないかという指

摘や、季節的に周囲の水が観測孔の中に入るというようなこと、イオン分析を今後どうするか

という 3点ぐらいが挙がったと思う。先ほどの議論も含めて、何か意見等はないか。 

●：今日の議論の中で、遺跡の状態は酸化還元電位と地下水位、それからイオン分析、その三つ

の要素で見ているということだと思う。この三つの要素はこれからも続けていきながら、異常

を早期に発見するということになると思う。その間隔（頻度）は、どのくらいが良いのか考え

る必要があるが、「無し」ということはなくて、その三つの要素は継続的に計測していくべ

き。そうでないと委員会で判断ができず、大きな事故や障害を未然に察知することが難しいの

ではないかと思う。 

●：手ばかりの水質分析の項目を教えて欲しい。pH、酸化還元電位以外に何か測っているか。 

〇：溶存酸素、水温、導電率を測っている。 

●：EC（導電率）と、例えばイオン分析の結果の相関は、当然あると思っている。近年のデー

タを見ると、ECは下がっているが、酸化還元電位は上がっている。EC の変化の要因は、基

本的に硫酸イオンだとかカルシウムイオンの変動を捉えていると思うので、例えば、5年に 1

回しか硫酸イオンを測らないことにするとか、それもできれば省略したいということであれ

ば、導電率を測定することでフォローできるのではないか。今までの観測結果からデータも構

築できて相関があるということで、モニタリングの一つの指標にして、重大な問題があってぜ

ひ確認すべきという時だけイオンの濃度を測ることにすれば、費用も抑えられるし、年 1回と

か、水を採る時に同時にできる、費用も安価で済むと思う。 

●：定期健診をするべきだと思う。定期的にモニターして、それで異常があるかどうか分かる。

導電率に変えるというのは、何を見ているか分からない。イオン同士がチャージしているの

で、お互いが干渉した時に、カルシウムイオンが出ていても硫酸イオンがバッファーしている

から分からないということになりかねない。直接、貝塚そのものがダメージを受けた場合にど

うなるかということを考えたら、イオン分析は定期的にやるべきだと思う。費用が問題であれ

ば、測定する方法を変えればいい。これまでの方法でなく、ターゲットを絞って、例えば簡単

なイオン電極を使うとか、そういうことを考えるべきではないか。私の意見としては、定期的

にイオン分析はした方が良い。前回会議の議事録にもあるが、5年に 1回程度の定期健診は要

ると思う。 

  それからもう一つ、これまでの委員会の意見で、とにかく貝塚はいじらないというのが大前

提になっている。酸化還元電極を貝塚にもう一度差し込めばいい話だが、それはしないという

のが大前提だ。 
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●：私が言っているのは、手ばかりで地下水を測ることである。地下水で代用すればいい。それ

は現在、三重津海軍所跡で行っていて、それで大まかに確認できる。直接差し込むことは一切

考えていない。史跡にボーリングすることになると大変なことになるので、それは考えていな

い。ただ、定期的な点検はしていった方が良いと思うので、例えば量を減らす、あるいは簡易

な方法とか、もう少し軽微な方法を考えても良いと思うが、やらないというのはどうかと思

う。 

●：先ほどキーワードを出したが、近年、インフラ長寿命化とか、橋梁等の構造物の中で予防保

全という考え方があり、何年かに 1度、どのタイミングで点検を入れたら費用が一番抑えられ

るかというのは、モデルとしては確立されているので、今後のモニタリングに臨む期間とお金

のシミュレーションというのは、そんなに難しくなくできそうだが、いかがか。 

  それから、地下水のモニタリングに使っている観測孔は、どういう仕様で設置されているの

か。 

○：別冊資料 3ページに示しているが、帯水層だけストレーナを切っている。 

●：ボーリングで穴を掘って、塩ビ管を挿入して、対象の深さのところはストレーナを設けてい

るがそれで終わりか。 

○：ストレーナの上下はシールしていて、他のところから水が入らないようにキャップしている

状態である。 

●：粒状ベントナイトやナイスシールを使っているのか。 

○：他の帯水層の水が入らないようにナイスシールを 5段ぐらい巻いて、さらに表層水も入って

こないように、表面の孔口の部分はベントナイトペレットで埋めて、その上に 60cm角のゴム

板を載せて、それを塩ビのフランジでネジ留めして挟むようにして、通常ではあり得ないぐら

い厳重にしている。 

●：先ほど、水位が上がると観測孔の口が漬かると聞いたので、そうした時の遮水は当然考えら

れていると思ったのだが。 

○：オーバーフローというか、調整池の水位が上がって観測孔が浸かるのはやむを得ないと思っ

ている。その一瞬は調整池の水と一緒になってしまうが、それを完全に防ぐのは難しい。 

●：水質分析する時は、当然、井戸の中のたまり水を置換して、現地の水を汲んでモニタリング

を続けているのか。 

○：当初、置換していたが、汲み上げると一瞬空気が入ってしまって酸化的になるのではないか

いう議論もあって、あまり水を動かさない方が良いのではという結論になった。 

●：そうするとやはり、観測孔が浸かった時の水質とそうではない時の水質は、並行して見てお

いた方が良い。だから、出水期と非出水期という分け方なのか。 

○：溶存酸素については、明らかに浸かった後に一瞬上がって、すぐ戻る状況はグラフを見たら

分かるが、それ以外の項目は一瞬で上下するものではないようだ。出水の影響を受けていると

いうのは明瞭でないかもしれない。 

●：この観測孔の構造は、上にキャップをして水が入らないようにしているのか。 

○：その通りである。 

●：たとえ湛水したとしても、ケーシングに直に水が入るということはないのか。 
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○：密閉ではないので、水は入る。 

●：地表面からも水が入っていかないようにしているのか。 

○：地表面から入っていかないように、ゴム板を敷いているが、洪水時には 5mくらい水位があ

がるので、100％ではないかもしれない。できる限りの対策をしたという形ではある。 

●：実際に夏場の洪水時に湛水するのは、そんなに長い期間ではないだろう。 

○：1日から数日程度である。 

●：また次の洪水に備えないといけないので、溜めたらすぐ排水する。 

●：前にお聞きした時には、そんなに長い時間ではなかった。冬場の中央水路の水を排水しない

時期は、観測孔の上まで水が来るような状態にはならないのか。 

○：そこまでは水位は上がらない。 

●：先ほどの最後の懸案事項になっていた部分だが、私も大体皆さんと同じような考え方で、基

本的には定期的に、何年にするかは別として、採水によるイオン分析はやった方が良いと思

う。もう一つ、酸化還元電位については、これから観測の間隔は粗くしたとしても、数値が異

常な領域に入った時には、その時点で採水してイオン分析をするという項目も入れた方が良い

と思う。 

●：議題の（３）（４）において、過去の傾向から指摘があった。それから、今後の観測する種

類とその頻度。これは経費等も絡むことだが、たくさんの意見が出たので、事務局の方で具体

的な方向性を次回の委員会までに考えてもらえるか。 

○：イオン分析については、もともと 1年に 4回行われていたが、今後、定期的に行う場合に、

年 4回行った方が良いか。 

●：頻度に関しての意見もあったが、頻度は費用などを踏まえて考えるとしても、観測は行うべ

きという意見が多かったのではないか。 

●：費用対効果の意見があったが、とにかくゼロだと情報がないので判断のしようがない。そん

なに頻度を高くしなくても、これまでのデータから落ち着いてきているのがわかるので、直接

測ってほしいということを申し上げている。 

  多分、第 5貝塚が最初に変化が出てくるのではないかと思うので、カナリア的な意味合い

で、第 5貝塚としても良いかも知れない。 

●：第 5貝塚の変動が激しいので、リスクが高いだろう。 

●：高い方で実施するのが良いのではないか。 

●：そこの論点を一つの課題としていただければと思う。 

○：手ばかりのモニタリングについては、2ヵ月に 1回という形でよろしいか。 

●：いいと思う。 

○：それでは、今回提案させていただいているうち、手ばかりの観測頻度については 2ヵ月に 1

回で進めたい。議論になったイオン分析については、いつやるかということと、どのぐらいの

頻度でやるかというのは、計測の方法も含めて、先生方に相談しながら事務局で内容を検討し

たい。次回の委員会まで時間を頂いて、提案した内容をもとに組み立てていきたい。 

●：予算が問題か。 
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○：それがかなり大きく、特に、新型コロナウイルス感染拡大で市も税収が以前どおりではない

ということが 1点と、東名遺跡の整備を来年度以降本格化させるということで、財源を投入す

るという経緯も含めて、バランスを考えながらどのタイミングか計らせていただきたい。 

●：イオン分析は、これまでカルシウムイオンと硫酸イオンを測っていたのか。通常、2つの項

目を 1回測ると、市場単価で 1項目 3000円程度の金額なので、そこまでシビアにならないと

いけないのかと疑問である。例えば、イオン電極で、普通の計量証明機関が発行するかわから

ないが、それで安くなるかもしれない。その金額がどうしても出せないのかという点は、もう

一度、検討する方が良い。 

○：費用の面も精査して、検討したい。 

●：上下水道局など、市で測れる機関はないか。 

○：上下水道局はある、できるかどうか含めて相談してみたい。 

●：保健関係の施設とかで当然やっているので、極端なことを言えば直営で実施できる可能性が

あるのではないか。 

○：今回、そこまでは検討できていない。 

●：今日明日の話ではないが、長期的なスパンが必要なモニタリングだと思うので、先ほど言っ

た予防保全や維持管理の適切なタイミングの時期というのは、コンサルはすべを持っていると

思う。数十年スパンとか、50年とか 30年とかのスパンで見通されていくと、どのタイミング

でどの対策を投じるというコストをはじけないことはないと思う。その場その場で予算のあり

なしでいくと、継続してモニタリングしていきたいものが欠如してしまうというのが、一番怖

い。非常に重要な遺跡が保存されているということは、皆、理解は一緒だと思う。 

○：盛土の点検というのは、計算上これぐらいでやった方が良いというのは、算出できるものな

のか。 

●：盛土の点検の頻度は、わからない。重金属が入った土を盛土利用する時は、基本的に何かイ

ベントが起こらない限りは壊れないという発想で、大雨の後、大きい地震があった後に臨時的

に点検するということは必要だが、それ以外に日常点検として、例えば月一で点検するような

ことは通常定めない。盛土構造物であれば、壊れるのは雨か地震なので、その時だけ直営で見

れば良いと思う。定期的にやると費用がかかるから、そうはしない。 

●：我々が肝に銘じておかないといけないのは、盛土構造物は永久ではないということである。 

●：大雨は頻繁に起こるので、毎年 1回は絶対点検することになると思うが、地震はどうだろう

か。 

●：それでは様々なご意見も出たので、事務局で費用や期間も含めて検討していただきたい。 

 

（５）その他 

【事務連絡】 

○：この委員会については、基本的に年に 1回、年度末の時期に開催をしてきた。今回は 10月

に開催したので、特段問題が起こらなければ、今年度はこの回のみで、また来年度、開催した

いと考えている。 

●：先ほどの議論については、原案が固まったら、メールでいただくということでいかがか。 
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○：では、そうさせていただく。 

 

７．閉会 


