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第２０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２年１０月８日（木） 

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、笹田委員、正垣委員、 

本多委員、前田委員 

事務局 百崎教育部長、木島教育副部長兼文化振興課長、角係長、 

松本係長、楠本、西田、中野、大平、馬場、井上 

（歴史・世界遺産課）岩瀬係長、古賀、江崎 

議 事 【協議事項】 

（１）令和元年度の三重津海軍所跡調査について  

①発掘調査成果 

②ボーリング調査 

【報告事項】 

（１）三重津海軍所跡の整備事業について 

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則について、第４条の規定により、この審議会公

開の可否をはかりたい。公開ということでよろしいか。 

◇委員 

はい。 

◇会長 

それでは本日の審議会を公開とし、これより議事に入る。 
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【協議事項】 

（１）令和元年度の三重津海軍所跡調査について  

①発掘調査成果  ※事務局より説明。（以下、質疑応答） 

◇委員 

（配布資料にはない）「三重津御船屋絵図」の土手の件だが、トレンチ（※以下、「ＴＲ」。

資料１参照。）０９の部分に何か記述があったということか。 

◆事務局 

資料１は、寛政期の村絵図（※寛政４年（1792）「川副東郷上下村」・寛政５年（1793）「川

副下郷早津江村」（どちらも佐賀県立図書館所蔵））と佐賀市の旧都市計画図を重ねたもので、

「九太夫搦田」の周囲にある濃い緑の線が当時あった土手の位置。安政期（1854～1859）の

「三重津御船屋絵図」では、北側にくねって延びる土手を取り除いて、新しく築き立てると

いう記述と線がある。絵図とぴったり一致するわけではないが、（土手を）作り替えた可能

性があると考えている。 

◇委員 

同じくＴＲ０９についての質問だが、ここに関しては文献史料の方から時期を比定して

いる形だが、遺物の方で何か情報はないのか。 

◆事務局 

掘削時に確認したが、土堤からは遺物が出ていないので、残念ながらわからない。 

◇委員 

私もその点が気になっている。逆に言うと、寛政５年（1793）以前の可能性もあるという

ことになる。強引ではあるが、考古学的に言うとそうなる。 

◆事務局 

そうではあるが、ここに九太夫搦田があった時は水路があった。それ以前に水路はなかっ

たのかもしれないので、確かに（寛政５年）以前のものである可能性も残ってはいる。 

◇委員 

下流側のことで確認だが、ＴＲ０２・ＴＲ０３では海軍所期の有効な出土遺物はなかった

のか。 

◆事務局 

海軍所期の遺物は端反碗が１点出ているだけで、修覆場でほぼ確実に出るような遺物、い

わゆる「海軍食器」は全くないという状況である。 



3 

 

◇委員 

ＴＲ０４でも海軍所期の遺構や遺物は出ていないのか。 

◆事務局 

ＴＲ０４では、時期は確定できないが、赤石を使った石組の基礎が出ている。ＴＲ０２と

同じで、海軍所期以前の造成土の上にある。 

◇委員 

江戸時代の遺構は出ているが、１９世紀中頃と思われるような出土遺物はなく、ＴＲ０４

より下流側では、海軍所稼働期に少なくとも地面に残るような形の使われ方はしていなか

ったという可能性があると考えてよいか。 

◆事務局 

おっしゃるとおり、地面に残るような形では使われてはいない。ただ資材置き場などとし

て使われた可能性は十分あるとは思う。 

◇委員 

（資料２の２ページに）ＴＲ０２の「根固め近景」とあるが、ここから端反碗が出ている

のか。 

◆事務局 

端反碗は（遺構）検出面から出たのみである。 

◇委員 

根固めと端反碗の層位の関係は。 

◆事務局 

根固めが載っている造成土からは、寛政期（1789～1800）の遺物しか確認されてない。 

◇委員 

根固めは造成土の上に造られているのか。 

◆事務局 

ここは地面自体が造成土で、その中から１８世紀後半所産の陶磁器等が出土している状

況である。 

◇委員 

根固めの下にある造成土というのが、ＴＲ０３の板と杭でできた護岸の造成土とイコー

ルということか。 

◆事務局 
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そのとおり。 

◇委員 

その造成土に根固めが検出されていて、その上面に載っている土から、端反碗が出ている

のか。 

◆事務局 

遺構検出面なので、造成したときの土は寛政期、１８世紀後半の遺物である。 

◇委員 

それはどこから出ているのか。 

◆事務局 

端反碗は、遺構検出時に掘削の表面から出ているだけで、明確な遺構から出ているわけで

はない。 

◇委員 

根固めの後という認識か。 

◆事務局 

造成したのは１８世紀後半で、端反碗があることから、海軍所の修覆場のような使われ方

ではないにしろ、その時代に使用されてはいたが、積極的な使用ではなかったと考えている。 

◇委員 

確認だが、三重津海軍所の範囲には入っていて、使われ方が違うという所見か。 

◆事務局 

海軍所期と同時期の遺物は端反碗にしても出ているので、全く使われていないわけでは

ないと思うが、製作場と使い方が全く同じかというと、そうではないと想定している。 

◇委員 

海軍所として使われていたという根拠はどこにあるのか。 

◆事務局 

それを示すようなはっきりとした遺物はない。 

◇委員 

今の話だと、三重津海軍所の敷地内だが、ものの出方からして使われ方が違っていたと理

解しているよう聞こえた。そもそもここが海軍所の敷地であるという根拠は、端反碗以外に

あるのか。 

◆事務局 
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遺物・遺構からは、海軍所を示すようなものは実は存在していない。ドックの南側が全く

使われなかったというのも考えづらいので、物置的な集積場などに使われた可能性もある

のではないかと考えている。 

◇委員 

陶磁器をやっていると灘越蝶文が出てきたら特殊だと思うが、端反碗が出たぐらいで、す

ぐに三重津海軍所だと言ってもいいのものかという根本的な疑問がある。（端反碗は）普通

に使われる茶碗なので。ここが三重津海軍所の敷地であるかどうかという点に関しては、も

う少し根拠を固める必要があると思う。 

◆事務局 

もう少し考えさせていただきたい。 

 

 

②ボーリング調査  ※事務局より説明。（以下、質疑応答） 

◇会長 

まず渠底の深さと位置に関して、質問・意見はないか。 

◇委員 

２点質問がある。 

１点目は資料３の２ページ目の図（※「ボーリング孔設置位置図」）についての質問だが、

この青い点線に関する説明がなかったが、これが現段階でのいわゆるドックの範囲を示し

ているものだと考えてよいか。 

２点目はボーリング調査に関してだが、ここでわかるのはあくまでもドック使用廃絶時

の、（言い換えると）最終段階の状況がわかっているということでよいか。 

◆事務局 

まず、最初の質問の資料３の２ページ目についてだが、青い破線の部分は、１２本開けた

ボーリング試料の中の（令和元年度に実施した）４つのボーリング孔の範囲であって、ドッ

クの範囲ではない。ドックの範囲はその横に赤い太線で示している。 

◇委員 

この（青い）点線が渠底の範囲を示しているわけではないということか。 

◆事務局 

そのとおり。この青い破線の範囲のボーリング孔についての説明をするための図である。 
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◇委員 

（２つ目の質問の）最終段階というのは。 

◆事務局 

ボーリング調査の成果というのは、あくまで今残っているドックについての成果で、つま

りドック廃絶後の姿を前提としている。 

◇委員 

渠底部の貝殻混じり層の厚さというのはどれくらいあるのか。 

◆事務局 

１０センチから４０センチくらいある。 

◇委員 

それで十分強度があると思われるか。 

◆事務局 

強度に関しては、貝殻混じり層だけで点で支えるのは難しいので、この直上に板木を置

いて面で支える構造の、作業する上での足場のようなものだったのではないかと考えてい

る。地層の強さ、いわゆる支持力について、また、貝殻混じり層の上にどのような構造物

が載っていたのかについては、次回以降（の調査指導委員会でボーリング調査の成果をも

とに）改めて考えていくつもりである。 

◇委員 

今の関連になるが、貝殻混じり層自体がボーリングコアの抜き取りによるもので、考古学

的な土層観察ができるわけではないので難しいだろうが、基本的にドックが使われていた

時の何らかの基礎になるような土がそのまま残っているという解釈なのか。それとも、竪穴

住居址で例えて言えば、掘り方は今回、自然層の限界線があったのでわかるが、床の部分を

廃棄するときに壊したようなもので、このドックの場合、たぶん上に何か物が載っているの

で、壊したものである可能性というのはどうか。 

◆事務局 

純考古学的な話でいうと、住居址の床面のようなものではないかと思う。ただ、床面全

てが焼失住居のように残っているわけではなく、当然削られたりしたことがあると思う。

もし上に構造物があったとすれば、それを取り除く時に削られることもあるので、削られ

た後の状況ではないかと思う。 

◇委員 
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気になったのは、ドック自体が軸線に沿って緩やかに傾斜が付くことはあるという話だ

が、厚みが随分違うのは、上面が削平されているのが前提ということか。 

◆事務局 

基本的にはＲ９（※Ｒはボーリングコア番号。）の渠頭部のところが一番厚い。渠頭部か

ら渠口部に向けて、渠底部が元々は傾斜していたのではないか。その間の修覆場として使

うような場所は、何らかの理由で削られたりくぼんだりして低くなって、貝層がなくなっ

ているのではないかと考えている。 

◇委員（正垣委員） 

一つ確認したいが、ここの貝殻混じり層というのは、津波堆積層とは別なものか。 

◆事務局 

この層についても、赤スコリアという眉山の由来のものの分析をしており、（津波堆積層

とは）違うという結果が出ている。 

◇委員 

渠底部に電流丸を支持するための板木を敷いたという説明をされたが、もしそうであれ

ば、（資料３の）写真を見ても、貝の量が少ないということで、人工的に意図して敷いた層

とは見なしにくいと思っている。それと、渠底部の深度、例えば、文書の２ページの下に両

側が示してあるが、Ｒ１１（※渠口想定部）はＴＰ（※標高）マイナス１．９１メートル、

Ｒ１０はＴＰマイナス２．２５メートルという数字があるが、これに先立つ調査の場所がＲ

１０とＲ０の間ぐらいのところである。その部分で地盤工学的判断をした結果はＴＰマイ

ナス２．３メートルとなっており、この表とだいたい合っている。 

◇委員 

貝殻混じり層が人工的に意図的に敷いたものなのか、それとも上の均質粘土層が堆積す

る前のある一定期間、こういったものが流れ込むような状況でできた半自然層のようなも

のなのか。両者の区別はどの辺なのか。今の事務局の話を聞いていると、人工的というこ

とを前提としているように思えたが、その点についてはどのように考えているのか。 

◆事務局 

ボーリングコアだけの解析では、その区別は付きづらい。確かに、先ほど委員から言わ

れたように、貝殻だけで形成されているわけではなく、肉眼で見たところ強度もありそう

で、上で作業をするための作業用の足場的なものとして敷いたものだと想定している。周

りから流れ込んだのであれば、津波層のようなものがあって、当然赤スコリアも入ってく
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る。資料４下段の右側、上流側に「津波層（1792 年）」と書かれた貝殻層があるが、そこ

の貝殻が自然に流れ込んだとしたら、津波層だから当然、赤スコリアがたくさん入る。雲

仙の火山灰が流れ込んだのであれば、渠底部や貝殻層には赤スコリアが入ってくる。で

も、それが入っていないのは、その貝殻が周囲から流れ込んだものではないからだと解釈

している。 

◇委員 

その話の続きだが、私はこの写真を見て、船の荷重を支えるドックとか、板を敷くために

貝混じり層を置いたようには見えない。その下に潮流堆積物とあるが、それをサポートする

ために貝混じり層を置いたようには見えないし、潮流堆積物の強度も、人間の荷重を支えら

れるくらいある。地盤工学的に分析すると、そのような強さを持っている。それを踏まえて、

この貝殻混じり層が、潮流堆積物をはるかに上回る強度になってないといけない。だから、

意図して人工的にこの層を敷いたようには見えない。 

◆事務局 

（地盤の）強度が潮流堆積物（と同じくらい）であるというのは非常に大きな成果であ

り、次回以降に発表していただきたいと思っている。一方で、（渠底部の）現地で作業をし

ていると、確かに水を抜いて掘削したすぐ後は歩きやすいが、一度水が溜まってしばらく

すると、足がぬかるんで、非常に作業しづらくなるのも事実である。（荷重を）支えられな

いというわけではないが、歩きづらくなるのは事実である。資料３の２ページの「ボーリ

ング孔設置位置図」に製作場を示したオレンジ色の網掛け部分と灰色の網掛け部分がある

が、オレンジ色の方は砂と粘土の互層で、灰色の方は造成土の中に貝殻が意図的に入れら

れている。ここに関しても、砂と粘土の互層ほどでないにしても、普通の粘土だけに比べ

て歩きやすいのは事実である。 

人工的な造成土や技術も使っているという事実も踏まえて、周辺にあったような津波由

来の貝殻は使ってない、貝殻が自然にやってきたという要因を証明しない限り、ここに貝殻

が存在する理由がわからない。これは、単に支持力の問題というよりも、歩きやすいという

問題で、ここに貝殻層を最大 40 センチぐらい盛ったのではないかと想定している。あくま

で、これが船を支えると言うつもりは全くなく、上に胴木や板材など面で支えるものが必要

であるということはわかっている。 

◇委員 

工事や船の修理などの作業性について見ると、木組み構造のドックの方は砂と粘土の互
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層構造になっていて、これもしっかりとした人工的なものが造られている。互層地盤に使

う材料があるのにそういう砂を使わないというのは、作業性も考えると、とても不自然だ

と思っている。 

◆事務局 

確かにそうだが、砂と粘土の互層は流出しやすいというのも事実で、だから木組みの骨格

があるのかもしれない。実際、製作場でも灰色の範囲ところは砂と粘土の互層ではない施工

をしている。また先ほどから話しているように、赤スコリアの入らない貝殻層が自然に堆積

する要因も考えづらいので、このような推論をしている。 

◇委員 

確認だが、貝殻混じり層の中のボーリングコアから出てきた金属片というものはどうい

うものだったのか。 

◆事務局 

それについては、いつか分析をしようとは思っている。資料３の４ページに（Ｒ１０コア

の）写真を載せていて、金属片かよくわからないが、すべてのトレンチで、明らかに貝殻で

はないものが入っていて、石炭の破片やタールのようなもの、板材など、自然に流れ込むに

してはおかしいものが存在する。もし、自然に流れ込むのであれば、その上下の層に何か存

在するはずだと思う。 

◇委員 

金属の分析の結果次第では変わってくるかもしれないが、記録で見る限り、修覆場はド

ックのほうの竣工が早くて、実際に電流丸の船底修理の半分を行っている。そのあとに、

製作場が電流丸のボイラーを組むために稼働している。そうすると、石炭等の（人工遺物

の）供給源が気になる。この貝殻混じり層が最初から修覆場の施工だとすると、恐らく製

作場で大規模な作業が行われる前にやっているはずで、これ（人工遺物が混じった不均質

な粘土）が流れ込んできたものということになる。イメージしているのは、このドックを

最後にメンテナンスした後、廃棄土坑から大量の石炭ガラや金属部品等が三重津の渠壁構

造に整合する形で流れ込んで、空気に触れて土壌化し、その上に均質粘土が整合的にかぶ

っているという状況を発掘調査の結果が示したと思う。貝殻は様々な理由で砕いて混ぜ込

んだと思うが、石炭ガラや金属部品等の供給元を考えると、少なくとも最初から完全な形

で修覆場が完成した段階であるというのは考えにくいと思う。 

◆事務局 
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私もそう思う。最初に委員から指摘があったように、この状況は最終形態で、最後に使

った後の話なので、最初からあったというつもりは全くない。最終形態ということなの

で、その辺は再度、付け加えさせていただく。 

◇委員 

発掘調査で出るような造成土ではないというのは第一印象で、貝殻が混ざっている部分

に関しては確かによくわかるが、他の部分は廃棄土坑に入るようなもので、一見するとご

みに見える。この貝殻混じり層と言っているものが、実際に三重津の他の場所で出て、同

じような用途で使われている事例はあるのか。 

◆事務局 

ボーリング調査の中での話だが、（貝殻を）砕いたような細かい破片を造成土に使ったと

いう例はある。それが資料３の２ページの灰色の部分の造成土に使われている。 

◇委員 

その中には石炭やコークス、タール等は混ざらないのか。 

◆事務局 

混ざらない。 

◇委員 

やはり造成土のようには見えない。資料３の５ページ目のＲ０コアの所で加工板材を検

出したとあるが、どう考えているのか。 

◆事務局 

まず事実だけ報告すると、これは上下面を加工した板材で、自然の皮がついたような板

材ではなく、厚さは２センチ１５ミリぐらいしかない。（これは）貝殻混じり層から若干落

ち込むような感じで出ている。（外部の調査指導の）先生に相談した時には、この板材が丸

くなってボーリングに切られているのは、ボーリングが板材を押し込む時に、貝殻混じり

層がスライム化したような状態で出土しているとのことだった。写真で見ると地層がぐし

ゃぐしゃとしていると思うが、それが何に使われたのかはわからない。 

◇委員 

それと関連してだが、この貝殻混じり層というのは、考古学的には分層できないのか。 

◆事務局 

私が実見した限りでは、ボーリングコアだけでは分けられない。無理やり分ければ、（貝

殻が）多い少ないで分けることができるが、はっきり言えるのは、カキ殻に完形のものがな
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い。この写真からもわかるように、破片ばかり満遍なく入っているが、完全なものがないと

いうのが特徴。 

◇委員 

資料４の下流側に貝殻密集層とあるが、これは上流側の津波層ではないのか。 

◆事務局 

追加の情報だが、資料４下段の断面図右側に「津波層（1792 年）」とあるが、それとほぼ

同じようなレベルで、下流側にも貝殻密集層とあり、その下に「叺」と書いている。これは

人工的なもの。堆積状況も、船屋地区の貝殻は密集した状態で出ているが、ここの津波層の

貝殻は、砂の中に混ざり込むような状態で出土している。元の地形に左右されるので、（場

所によって）貝殻が多かったり砂が多かったりすることは、津波ではよくあることらしい。

修覆場の（上流側の）津波層と書いているところは、砂混じりの貝殻混じり層で、下流側の

貝殻密集層は、ぎっしり（貝殻が）貼り付いていて、かなりの厚みがあり、その下に叺があ

るので、違うものだと考えている。 

◇委員 

先ほど津波層の貝殻が（下流側の）貝殻密集層にはないと強調されていたが、（下流側の）

貝殻密集層から、（上流側の津波由来の）貝殻混じり層に流れ込んでいる可能性はないのか。 

◆事務局 

全然ないとは言い切れないが、この下流側の貝殻密集層のすぐ横に「叺充填」層があり、

（法面を）押さえている。 

◇委員 

その前後の問題だが、貝殻密集層の前の渠底側に「叺充填」があるから、渠底部に貝殻混

じり層を置いたというようなことにはならないのか。 

◆事務局 

その可能性が全くないわけではないが、これは最終形態で、最初の状態ではない。地層の

順番からすると、貝殻密集層の横にはもう 1つ叺層がある。よって、貝殻密集層は叺層に止

められているので、底面にある貝殻混じり層に貝殻密集層が混じり込むことはないのでは

ないか。 

◇委員 

貝殻密集層というのはあくまで人工的な層で、私も現地で見ているが、飛び跳ねてもびく

ともしないぐらい施工された層である。 
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◇委員 

それは津波によるものではないのか。 

◇委員 

これは津波によるものではない。 

◇委員 

水平線は一致するようだが。先ほどの津波の線の右側を延長すると、そこに繋がる。 

◇委員 

それは違う。 

◇委員 

その下に人工的な叺層があるからおかしいと思っていた。ここに出ている横の線は津波

によるラインとは関係ないのか。 

◇委員 

関係ない。 

◇委員 

右の高さと非常によく合っているが。 

◆事務局 

たまたまである。先生は船屋の貝殻密集層や、ここの貝殻密集層が同じように厚いことを

ご存じなのでそう思われるかもしれないが、上流側の津波層は砂混じりの貝殻混じり層な

ので、対岸（下流側）の貝殻密集層とは厚さや堆積状況が違う。 

◇委員 

先ほど、これが最終段階であるとのことだったが、ドック廃絶段階が最終段階ではなくて、

廃絶された後の堆積の可能性もあるのではないか。 

◆事務局 

廃絶された後、上の構造物も取り払った後に、製作場から流れ込んだということか。 

◇委員 

要するに、上の均質粘土層が溜まる前にすでに廃棄されていて、放って置かれて流れ込

んでいると。だから、タールや石炭の破片がある。下流側の貝殻密集層は叺で覆われてい

るということだったが、廃棄されたらぼろぼろになるので、そこから流れ込まないとは、

積極的に言えないのではないか。つまり、人工物だから廃棄後ではないと言われたが、こ

れが自然堆積で廃棄されたのであれば、タールや石炭だとか、叺が破れて貝殻密集層が入
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り込んでくるという可能性もあるのではないか。 

◆事務局 

確かにその可能性も否定はできない。Ｒ１１の渠口部で、ドックの廃棄後に叺を積み上げ

ている。もともと貝殻密集層のあったところに、何らかの構造物、胴木や板材があって船を

支えていたと思う。それを取り除いた後、何らかの堆積物が発生しないうちに、叺を積み上

げている。そうでなければ、叺と貝殻密集層の間には別の堆積層があるはずである。 

◇委員 

資料で指摘されているように、Ｒ１１に関しては、人工的に堆積層を取ってから積み上げ

た可能性のほうが、説明が単純になるので、確からしいような気がする。 

◆事務局 

ドックを再び使わない状態で、ただ渠口を塞ぐために、わざわざ浚渫した上で叺を積むと

いうのは、理屈に合わないと感じる。なぜ叺で蓋をしたのかというと、下の構造物を取り払

うため、水が入って来ないようにした可能性があって、ドッグを廃絶した直後のこぼれ落ち

たような破片が、貝殻混じり層に入り込んでいると考えている。 

◇委員 

今、言われたとおり、Ｒ１１で出た叺を積み上げたような構造物は、ドッグが廃絶した後、

水の浸入を抑えるためにシールする土堤、という考え方が一番説明しやすいと思う。そうい

う構造物を、泥が薄ければ別だが、上に載ったままで施工するとは到底思えないので、どの

タイミングであっても泥を掻き取ってから土手を造成すると思うが、どうか。 

◆事務局 

それはどれくらい浮泥が溜まっていたか次第だと思う。例えば、渠口部のＴＰマイナス１．

９１メートルと、渠頭部のＴＰマイナス１．８１メートルについて考えると、渠頭部に関し

ては、もし浮泥を掻き取ったとしたら、かなり深く削られていると思う。当然浮泥だけでな

く、貝殻混じり層もかなり深くまでえぐられているのではないか。それがないような状態で、

叺は積まれているのではないか。浮泥を全く掻き取らなかったのかどうかはわからないが、

叺自体も今残っているだけでも２．５メートルほど積み上げている。その重量は結構なもの

である。その重量もあって、渠口を塞ぐといっても、今の土木工事のように、完全に塞ぐほ

どのことを考えていたかどうか。そこまでの手間、大工事を考えていたか。何のためにやっ

たのかは疑問だが、中の胴木を取り払うだけだったら、そこまでしないのではないか。 

◇委員 
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記録では、飛雲丸を緊急にドックに入れないといけない時に、泥浚いをすると明瞭に出て

いるので、稼働期間のドックは、渠口を閉めるのではなく、常時、１日２回水が入る状態に

なっている。緊急にドックに（船を）入れる時に泥浚いをするが、ドックの壁体を壊すほど

までは下がっていないのではないかと思う。 

◆事務局 

私も最初はそう思っていたが、逆に言えば、泥浚いをして飛雲丸を入れる時、急を要して

困ったのではないかと思う。だから、その後も本当に解放していたのかどうか。そのような

記録は残っていないわけで、基本的にドックというのは、閉めておくのが普通ではないか。

閉めていた方が、浮泥も溜まらないし、壁面も壊れない。 

◇委員 

叺はたぶん水止めにはならない。隙間が空くので。ドックというのは、川に対して直角に

造ってある。叺で塞いでも泥は入ってこない。水が流れる方向が違うから。ただ、叺をずっ

と放っておくと叺の藁が腐る。それから溜まるのではないか。 

◆事務局 

叺の間から水が入ってきて溜まったということか。 

◇委員 

そんなに水が流れ込む状態では、泥は入ってこない。 

◆事務局 

叺がなくても泥が入ってこないということか。 

◇委員 

（渠口を）閉じなくても、洪水でも起こらない限りは（水は）入ってこないのではないか。 

◆事務局 

でも、飛雲丸を入れるときは、浮泥が溜まっていた。 

◇委員 

（例えば）浦賀のドックは、船を入れる時に（渠口に）堤を削って閉じて、（船を）出す

ときにもういっぺん堤を取る。基本的に、船を入れるまでは開けっ放しで、船を入れるとき

に泥浚いしている。 

◇委員 

浦賀も岸搦でシールしていたと思うが、浦賀も船を出した後はもう一回閉じてはいない

のか。 
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◆事務局 

私は今のドックしか知らないので、閉めているところしか知らない。先生がおっしゃるな

らそうなのだろう。資料３の７ページ（Ｒ１１コア柱状図）に粘土と書いてある緑色の部分

に縦に人工的な杭を打った跡がある。杉材とある部分が杭である。杭が打たれている側面を

削いでいる。（例えば）天津のドックの渠口部締め切りも叺だけではなく、（叺を積んだ）両

側に板と横木を置いて止めている。そういう構造物がもとはあった可能性もある。叺だけで

閉めていたかどうかはわからない。 

◇委員 

浦賀の（ドックの）場合も水止めに使うときは、叺に入れずに粘土を突き固める。版築と

同じで。普通、水止めをするためには、叺を使う必要はない。だから、そこに叺があるのは、

水止めが目的ではないような気がする。 

◆事務局 

具体的にはどういう目的があるのか。 

◇委員 

（事務局が言うように）ドックを使わなくなったから入口を閉めたのか。普通、閉めるこ

ともないと思うが。強いて言えば、叺があるから叺で入口を閉めたと考えざるを得ないのか。

辻褄が合うよう話を作らなければいけない。 

◆事務局 

結局、この叺が存在することで、船渠内が潮流の影響を受けなくなったのは事実だと思う。

なぜなら、叺より船渠の内側が潮流の影響を受けない堆積状況になっているので、水は当然

プラス０．８メートルまでしか（叺の標高がないため）入ってこない。常に潮流の影響を受

ける堆積状況だと、潮流堆積物と同じ堆積になっているはずだが、池のように静かな状況で

溜まったということは、水がほとんど入ってこないような状態で、周りから水が寄ってきて、

埋まったという堆積状況を示している。叺が完全に水を止められていたかどうかは別にし

て、ここが何らかの防波堤になっていたのは確かではないかと思う。 

◇会長 

議論の内容が入口と叺の話になっているが、貝殻混じり層が人工的なものか自然堆積か

の判断によって、渠底がこれの上なのか下なのかという話になる。事務局によれば人工説で、

渠底はこの貝殻混じり層の上以上に削られている可能性がある。これが、廃棄後一定期間、

均質粘土の溜まる前に流れ込んだ自然堆積に近いものだとすると、本来の渠底は潮流堆積
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物と同じ位相の間、下になる。厚さが２０センチ、これだと１０センチ弱か。併せたら 40

センチ弱。そうなると渠底の深さをどこに設定するかということで、意見がわかれる。その

点についてはどうか。 

◇委員 

質問だが、ドックの底には板を敷いているようなイメージを持ちがちなのだが、やはり

（ここでも）板を敷いていると考える方が普通なのか。 

◇委員 

要はこういう地質だと、盤木の上に（船を）据えた時に、下を固めておかないと不等沈下

を生じる。普通こういう木船渠をつくる時、どうやって造るかというと、地面を掘り下げる。

その時の渠壁は法面で、自然に放っていても崩落しないようになっている。そういう斜面を

切って、当然その周りは水止めをするが、その斜面を保護するために、せいぜい柵を設ける

程度でも渠壁自体は崩れない。渠底は、あの地盤の感じならば、江戸湾の御台場を造るとき

にやったように、アメリカのシンプソン法の木船渠とも同じで、丸太の杭列を作って、その

上に材木を井桁に組んで、そのすき間に下から水が上がって来ないように、粘土層を使って

水止めをする。それで、その上に板を張って、渠底にするというのが普通のやり方。 

◇委員 

例えば、貝混じり層の下の潮流堆積物を渠底にするというのは、ここに船を直接載せるわ

けではなく、この土の上に胴木か何か木材をかませて、その上に船を載せるという意味での

渠底という理解でよいか。それで、どうなのか。 

◆事務局 

その場合、最終使用状況ではあるが、その前には船を入れていたことはあったと思う。板

があって、その上で作業をしていたから、何らかの遺物が混じり込む。ただ、ボーリングな

のでたまたま入らないこともあるかもしれない。確かに、後から押さえていた充填地層の叺

が破れて、そこから貝殻が混じり込んで、上から（ドック）廃絶後に製作場の遺物が入って

きた可能性もあるが、潮流堆積物の上の板木の上に製作場にあったような遺物がなかった

とは思えない。 

◆事務局 

事務局からは、渠底部の掘削をした後に、強度確保の意図を持って貝殻混じり層というの

を積んだ上に、何かしら補強のための施設を置くという説明をしたが、これまでの議論を踏

まえると、貝殻混じり層を強度確保のために置くというのは、非常に難しいのではないかと
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いう見解が出されていると思う。また、堆積状況についても、人工的に堆積をしたというこ

とだけではなく、一種の火事場整理のように、周辺のいろいろな廃棄物を意図的にではなく、

投棄をしている。それが堆積したということで、自然流入ではないが、結果的に投棄をした

ような堆積物があるという意見もあるので、今、事務局から説明した内容以外に、もう少し

別の可能性を考えるべきではないかというご指摘を受けたと思う。 

時間のこともあり大変申し訳ないが、今日決めておきたいことの一つとして、（渠底の）

深さをどう考えるかという点がある。仮に、強度確保の意図を持って貝殻混じり層を積んだ

のではないと考えた場合でも、深さは少なくとも、ＴＰマイナス１．９１メートルを超える

ということはないと思う。１０センチから４０センチぐらいの貝殻混じり層があるので、そ

の下の可能性はあると思う。直接、潮流堆積物の上面にそういう施設を造ることを考えれば、

潮流堆積物よりも深度が上がるかもしれないが、少なくともＴＰマイナス１．９１メートル

を超えて高くなるという結論には至らないという理解でもよいか。 

◇会長 

ＴＰマイナス１．９１メートルというのは、貝殻混じり層の上面を渠底と考えた場合の数

字なので、これより下に渠底があったとすると、ＴＰマイナス１．９１メートルにプラスア

ルファ。２メートル前後かそれ以上ぐらいの深さはあったということになる。つまり当初、

想定していたＴＰ１.０メートルというものに比べれば、さらに約 1メートル深い深さがあ

ったということでよいかと思うが、いかがだろうか。 

◇委員 

いいと思う。 

◇会長 

要するに、渠底は貝殻混じり層が人工物か自然堆積物かという決め手はないが、少なくと

も以前考えていたような、ＴＰマイナス１．０メートルという渠底ではなく、ＴＰマイナス

１．９メートルないし２メートルぐらいの渠底があったと、新しいボーリングの結果から考

えてよろしいか。 

◇委員 

深ければ深いほどいい。ＴＰマイナス２．０メートルでぎりぎりぐらいなので。結局、底

がどうなっているかというと、乾船渠を廃止したときに渠底の敷板を撤去し、打ち込んだ杭

を全部抜いたと考えられるので、一部にきっちりと、水止めをしたところが残っているはず。

ただ、そこはボーリング調査のときに外れている可能性がある。だから逆に言うと、先ほど
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言ったように粘土層で水止めをする層がどこにあるか。それがＴＰマイナス２.０メートル

のところにあった層土だとすると、その上に板を敷いたとしても、それで渠底を決めるより

ほか仕方がない。だから逆に、先ほどのＴＰマイナス２．０メートルより下がらないという

のが確かであれば、それをもとにして考えるより仕方がないと思う。 

◇会長 

今のご指摘で、これ（水止めをしたところ）が見つかればわかるということだが、それに

至るまでの手段が我々にないというのは事実。ＴＰマイナス２．０メートルで決定というわ

けではないが、ＴＰマイナス２．０メートル以上の深さを渠底部に設定することは可能か。 

◇委員 

ボーリングの結果でクリアになっているのは、粘土層と潮流堆積物の境界線がある。それ

が大体、同じラインであるということは、その上に貝殻が来ているかどうかは別にして、最

後の底ではないかと思う。他のエビデンスは別にして、地質調査・ボーリング調査の成果か

ら明確に出て、図から見ても深さが全部同じようなので、これでよいのではないか。 

◇委員 

貝殻混じり層が人工的なものかどうかという判定はできると思う。渠口部から渠頭部の

方に向かった層圧がどう変わるのかを確認してほしい。中で流れて行ったのであれば、渠口

部の方が厚くて渠頭部の方が薄くなっている可能性があると思う。 

あと、これに先立つ調査として、Ｒ０とＲ１０の間で土を採取していて、含水を詳細な深

度で測定するという渠頭部の鑑定結果として、その場所ではマイナス２．３メートルという

のが、渠底部であると私の方は判断している。ただ、今回のようにＲ９・Ｒ０・Ｒ１０・Ｒ

１１ということではなく、Ｒ０とＲ１０の間ぐらいのところ一点だけで、力学的にマイナス

２．３メートルという結果が出ている。 

◇委員 

資料４（下段）では、渠底部（の深度）は年平均の干満潮位と同じぐらいに書いてあり、

これを渠底と考えればよく合うのだが、年平均（潮位）は１００年も経てば変わることは、

いろいろなデータを見ればわかる。有明海については知らないが、この「年平均干満潮位」

とは、どこのどんなデータを使っているのか。（※国土交通省九州地方整備局筑後川河川事

務所提供。2008 年、早津江川水位データ。）それと、渠底との関係、例えば幕末の有明海と

合えば十分、渠底（の深度の測定結果）をサポートすると考えている。 

◇会長 
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いずれにしろ、ＴＰマイナス２．０メートル前後、それ以上の深さを持った渠底部という

ところ。確実なところを検証できているかというと、それぞれの立場で意見はあると思うの

で、その点については、次回、（ボーリング調査の）報告もあるということなので、とりあ

えず現段階では、ＴＰマイナス２．０メートル前後以下、より深い部分に渠底があったとい

うところで、現段階での暫定的な共通理解としてよろしいか。 

◆事務局 

深さについてはそのような理解として、説明書（※協議事項資料（１））の３ページに「調

査成果から考えられる可能性」を３点挙げた上で、現在の堆積状況や渠底の深度と廃土のプ

ロセスを説明したが、この点についてはもう一度精査して、次回の委員会で再度議論してい

ただくということでよろしいか。堆積プロセスの検討は、次回にお願いしたい。 

◇会長 

貝殻混じり層の評価に絡んでくるので、それについては次回にしたい。 

では、とりあえず渠底をＴＰマイナス１．９１メートルと考えた場合、いろいろと前提条

件を含めながら、５段目があったのではないかという議題が出ているが、この点について意

見や質問はないか。 

◇委員 

最初に前提条件の整理だが、資料４の図面を見ると、１段目から３段目は木組み骨格で、

横木でそれぞれ連結されており、上流側の渠壁も立体的な構造材になっているが、４段目は

発掘調査などで杭は出ているものの、３段目より上に連結されておらず、構造的には全く独

立している。４段目は上流側と下流側、どちらでも一部は確認されているが、５段目を想定

する時、これは当然構造材ではない。ずっと１０年近く、１段、２段、３段、４段と言って

いるから、議論が混乱すると思う。渠壁の構造材としては３段目までで、４段目と今から議

論する５段目とは意味合いが違うので、それを前提に話をしなければならない。おそらく５

段目を想定している一番の理由は、４段目だけだと深くなり過ぎて作業がしにくいから５

段目を想定しているのか。 

◆事務局 

資料４の下流側４段目より下の段、ここだけで５段目と呼ばせていただくと、５段目の叺

層というのがあるが、ここの上面については、もう既に検出している。断面観察でも、この

深さまでは確認している状態で、存在するのは確実である。この斜面の形は別として、ドッ

クが対称形だと仮定したら、反転復元させた場合、この上流側にはこの形になる。 
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◇委員 

結局、叺が出ているので、シンメトリーだったら、４段目と新たに設定した渠底の深度と

の間に余りにも落差があるから、５段目に設定するということか。最初に言ったように、こ

れは構造材ではない。多分、作業するためには段差、蹴上りが高すぎると、実際、船底修理

をするような作業はやりにくくなるため、犬走りのような作業用の細長い足場を想定して

いるのか。 

◆事務局 

確かに３段目までと４段目は違う。先ほど触れたが、下流側の４段目の前に叺充填層があ

って、これは５段目と呼んでいる叺層の下まで潜り込んでいる。明らかに、５段目と呼んで

いるものは後から擦り付けている仮設的なもので、もし最後に入れた船が電流丸ではなか

った場合、たまたまここが必要だったのかもしれない。だから、反転復元したところにも同

じ幅があったとは限らないので、これについて皆さんの意見をお聞きしたい。 

◇委員 

気になっているのは、私が今、想定しているような作業用の細長い犬走りのようなものだ

とすると、ドックの壁体構造と連携する必要がない。斜路と同じように、必要なところにだ

け設置する。４段目上流側にはありそうだが、渠口近くと渠頭近くにあるのかどうかはよく

わからない。しかも、ドックの主軸に、明らかに４段目に平行していない。ここで、４段目、

５段目と称して、ドックに最初からあるようなものとしていいのか。斜路は確実なのが一ヶ

所、可能性があるのが二ヶ所あるので、全周に斜路がついているような景観の復元にはなら

ないと思う。同じような理由で、この４段目と５段目と、これが全周に周るようなイメージ

での景観復元みたいなことをやってもよいかどうかについては疑問がある。 

◇委員 

下流側の叺、その５段目を復元する時の根拠になっている叺だが、この高さにあることは

確認しているのか。 

◆事務局 

そうです。 

◇委員 

これがドックの真ん中に向かって、この長さまで延びていくというのは確認しているの

か。 

◆事務局 
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そうです。 

◇委員 

これがドックの長軸方向と平行の方向で、どのくらい延びているかというのはわかるの

か。 

◆事務局 

一番深いところなので確認が十分できているとは言えないが、１０メートルもないくら

いだと思う。 

◇委員 

考古学的には、ここでは確認されたが、どこまで続くかはわからない。 

◇委員 

５段目は、今、復元として破線で書かれているラインでいくと、結構、船と近い。１メー

トルもないぐらいの近さだが、ドックの段と船との距離関係というのはそんなものか。 

◇委員 

かなり低い感じがする。 

◇委員 

この５段目はない方がいい。５段目の渠壁はどう保護するのか。作業上はドックの渠壁は

傾斜している必要はなく、垂直でもかまわない。船底を修理するときは、足場を上から吊し

たり下から組み上げるので、単に渠壁は支えぐらいにしか役立っていない。作業上の都合か

らいくと、５段目はない方がいい。 

◇委員 

私も同じ意見である。右の木組み構造と左の斜面は、機能として全く違う。左の方は、例

えば、斜面の角度で言うと２０度ぐらいで、土であっても、叺とか貝殻層で補強している。

基本的には粘土でも、斜面は維持できるという効果になっている。一方、上流側の木組み構

造のところは、下流側とは全然違う機能で、描かれた断面（資料４の下段）では、木の縦杭

の深さまで書いていないが、一昨年、長さを測定した渠頭に近い木杭のところでいうと、マ

イナス３メートルぐらいまで木の下端がある。そうであれば、「５？（要検討）」とあるとこ

ろは、押さえ盛土として必要なのではない。この木組み構造全体の安定性は、特に問題ない

と思う。窮屈で作業しにくいということに加えて、構造的に５段目がなくても木組み構造が

確保でき、安定性が確保できるという意味では、ない方がいいと私は思っている。 

◇委員 
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５段目は下流側の叺の面を対称化したときの想定だが、下流側の叺が検出された面積を

考えると、一周回っていたかどうかという保証は考古学的には得られていない。委員の先生

方からも（指摘が）あったように、４段目・５段目というものがどこまで構造的に必要なの

か、むしろあって邪魔になるのではないかということを考えると、とりあえず４段目までは

確実に検出されているのでいいと思うが、特に上流側の５段目に関しては、現段階ではむし

ろないと考えた方が、情報的には整合性が高い。掘ってみなければわからないが、掘れない。

これは今後、整備活用とか、模型の復元の際に、いろいろと問題を引き起こすが、それでも

やっぱり情報的には今のところそう考えざるをえない。それと１・２・３段目までは非常に

しっかりとした、明確な意図で構造体として最初から作ったとあるが、４段目は後付け的な

雰囲気もある。さらに、５段目があったとしても、非常に仮設的なもので、この叺にしても、

今でも土のうで階段を作るようなこともあるが、そのような発想で考えると、４段目以下に

関してはかなり柔軟に、船の大きさや（潮の）干満の状況等で、ある程度融通の利くような

造り方をしている可能性があるのではないかと思う。最初から固定的に作っているとは必

ずしも言えない。 

◆事務局 

一点確認したい。先ほど４段目の杭が３メートル下まで入っているということだったが、

前面に土留めがなくても、構造上は持つという理解でよろしいか。 

◇委員 

そのように考えている。ただ、私が３メートルと言ったのは、ここの断面ではなく、奥の

渠頭部に近い方の断面でマイナス３メートルだったという話なので、この断面については

よくわからない。「要検討」というのが、例えば押さえ盛り土、すべらそうとする力に対抗

するような盛土のことだが、そのような機能は木組み構造がしっかりとした構造体である

という意味では必要ないと思う。 

それと付け加えだが、ここで叺と言われているのは、私の認識では製品名としては「叺」

だが、中に泥を入れるものは、今では「土のう」という言い方をする。この点について確認

していただきたい。 

◇会長 

 それでは、今回の論点であった渠壁の深さと位置および渠壁４段目より下の形状に関す

る議論は以上である。また、これ以外のことについては次回、お願いしたい。 

◆事務局（副部長） 
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一点だけ説明を追加する。議論の途中で出た三重津海軍所の範囲についてだが、冒頭で説

明した確認調査の中では、明確な遺構が出なかったということで報告をさせていただいた。

ただ、史跡の範囲を決めるときに、当時わかっていた調査結果を元に、一つは海軍期の遺構

が出ている範囲と、それに加えて近世の造成土も含めて地業が行われている範囲をベース

に、今の史跡の範囲を決めている。今回、全く遺構が出なかったので、利用形態までは確認

できなかったが、おおむね海軍所の範囲としては、現在の史跡範囲とするのが妥当ではない

かと事務局では考えている。次回、もう一度説明をさせていただきたいと思うので、現在の

ところはこのような認識でいるということをご理解いただければと思う。 

 

 

【報告事項】 

（１）三重津海軍所跡の整備事業について （※質疑応答なし。） 
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