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第２１回佐賀市重要産業遺跡調査委員会 議事録 

 

開催日 令和３年１月１４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、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、楠本主査、西田主査、中野主査、大平主任、馬場主

任、井上歴史文献調査専門員 

（歴史世界遺産課）岩瀬係長、古賀主査、江崎主査 

議 事 【協議事項】 

（１）三重津海軍所跡のドック構造について 

①貝殻混じり層の堆積プロセス 

②渠壁構造（四段目下部の形状） 

（２）その他 

①三重津海軍所跡の史跡範囲について 

欠席委員 笹田委員 

傍聴者 なし 

報道関係者 なし 

 

【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、第四条の規定により、この会議の公

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 

それでは本日の会議を公開とし、これより議事に入る。 
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【協議事項】 

（１）三重津海軍所跡のドック構造について 

①貝殻混じり層の堆積プロセス 

※事務局より説明後、田端委員より分析結果の説明。（以下、質疑応答。） 

◇会長 

事務局の説明に続いて、田端委員から、出土した鉄片らしきものが、分析の結果、鉄片と

銅片であることがわかったと説明していただいた。 

ここで議論の焦点になるのは、貝殻混じり層が人工的なものか、それとも自然堆積で、周

囲から流入した堆積なのかについて、どう判断するかということである。これはドックの渠

底の状況をどう理解するかという際に、大きな手掛りになるので、まずこの点について、ご

意見・ご質問をいただきたい。 

◇委員 

 確認だが、今の分析結果によると、ボーリングコアに金属片が混じっているという状態で

出ているのか。 

◆事務局 

ボーリングコアの中の貝殻混じり層に混じった状態で出ている。 

◇委員 

資料２-２だが、金属片については貝殻混じり層に混ぜる理由はないので、原因はさてお

き、流入したものだと思う。そうすると、貝殻混じり層がプライマリーな（※初期の）状態

かどうかということを最初に共有をしておかないと、この議論が先に進まない。金属片を流

入や混入と考えるのであれば、貝殻混じり層はプライマリーな状態ではなく、人為的に敷き

直したものと考えるが、どうか。 

◆事務局 

粘土層の中に貝殻（小さい牡蠣殻）を意図的に混ぜているので、人為的なものという解釈

だが、船渠の上で作業する結果、鉄片や銅片が落ち込んだのではないかと考える。 

◇委員 

貝殻は人工的に混ぜているので、金属片は混入したもの。ただ、ボーリングデータを使っ

たものなので、目盛感が違う。遺跡調査の世界で１センチ目盛として考えると、ボーリング

データというのは目盛幅が１メートルであって、よくわからない部分もある。もし金属片が

流入したものであれば、上に載っていないとおかしい。境界線上にあれば、土層観察をして
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いるわけではないので出てこない。ボーリングデータしか考える余地がなく、貝殻混じり層

は人工的なもので、そのままの形で残っているとすれば、金属片の混入は考えにくい。要は、

人為的に貝殻混じり層の原型を施工した状態ではないという認識でいくのかどうかで、後

の議論が全く変わってくる。 

◆事務局 

確かに、上層に貝殻が集中的に入っていればこぼれた状態と言えるが、ボーリングコアの

中ではあるが、下まで全体的に入っているというのは、最初から貝殻を敷いていたのであれ

ば、こういう状況は考古学の土層的にはありえない。その点は私も気付かなかったことなの

で、よく考えてみたい。 

一方で、遺跡で出るのが最終形態なので、この貝殻混じり層というのが、最終的に存在し

たことになるが、貝殻混じり層も、最初にドックが造られた後、ずっとそこに存在していた

かどうかはわからない。おそらく何度も造り替えられているので、その時に混入したものや、

ドックの中の遺物が落ち込んだものもあると思う。潮流堆積物の直上で作業をしていたの

なら、ドックで作業した遺物が全く入らないということはないと思う。 

◇会長 

ボーリングコアの議論なので、なかなか難しい。 

◇委員 

前回も申し上げたが、この貝殻混じり層は、人為的に造成したものには見えない。船を修

理したのであれば、当然、船とその下の土の間には盤木を置く。盤木は直接、地盤の上に置

くのではなく、盤木の下、粘土層との間に板を敷くと思う。その板の上で船の修理などの作

業をした。そして、修理した後、板を撤去する時に、上に残っていた金属片や貝殻片などが

落ちるなど周囲から流入したもので、人工的なものではないと思う。 

◇会長 

人工物なのか、自然堆積なのか。 

◇委員 

ボーリングしたのは１ヶ所だが、気になるのは（その金属片が）非常に小さいこと。今言

われたように、周りから流入するような動きやすい金属片である。そうであれば、ドックの

頭と反対側では流れる状態が違うから、その金属片の分布状態が上流と下流では違うので

はないか。折角、ボーリングを４ヶ所しているので、上流と下流の金属片の分布を調べてみ

てはどうか。 



4 

 

◇会長 

４つのボーリングの貝殻堆積層で金属の混入状況に差があるのか。 

◆事務局 

ボーリングコアは、それぞれ半割り状態にして確認をした。この時、ほぼ違いがないこと

を確認できてはいるが、今、保存しているのは、中央のボーリングコア１０だけなので、ご

提案いただいたような比較ができないのは残念である。 

◇会長 

データがないということなので何とも言えないが、人工物なのか自然堆積なのか。混入し

ている金属片は、人工物を意図的に敷いたのであれば、積極的に入れる理由はないので、後

からの混入という可能性もある。周囲の土嚢の中に入っている貝殻や、製作場から自然に流

れ込んだ金属片が溜まった可能性があるとご指摘いただいている。 

もう 1点、私が気になるのは、貝殻混じり層の上の均質粘土層。もし、この貝殻混じり層

が周囲からの流れ込みで、（ドックが）廃棄された後に、沼のような状態で溜まっていった

均質粘土層を一連の埋没状況だと考えると、均質粘土と貝殻混じり層との混在層、均質粘土

層の中に貝殻等や石片・鉄片等が混じっていてもおかしくはない。そうすると、均質粘土層

の堆積と貝殻混じり層の間には、何らかの時期差があると考えられる。時期差があることが

即ち人工説というわけではないが、時期差があることで、この上に板敷があって、板を撤去

した後に、自然と沼の中で均質粘土層が堆積した。つまり両者の間で、区切りがあったと考

えると、自然堆積の場合であれば、どういう時間差があると見るのかという問題だが、人工

層であれば、均質粘土層に貝殻混じり層が混じらないということを、ある程度傍証する可能

性はないだろうか。 

◆事務局 

私も、均質粘土層に全く遺物がないわけではないにしろ、貝殻混じり層と同様の層、もし

くははっきりした人工遺物が混入する間層のようなものがあってもおかしくないとは思う。

それが全くないというのは、おっしゃるとおり、確かに時期差があると解釈せざるをえない。

渠口部のところで開けたＲ１１というボーリングコアがあるが、そこでは貝殻混じり層の

上に土嚢が積まれているのを確認している。潮汐の影響をあまり受けない沼のような状態

で船渠内に均質粘土が堆積したことが、渠底の木材を取り払うためだと解釈すると、貝殻混

じり層は木材を取るより前に存在したと考えられる。 

◇委員 
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今までの議論から、貝殻混じり層の生成原因は人工的な層でもいいだろう。これからドッ

クの形状、特に渠底構造を考える時に一番重要なことは、この貝殻混じり層が生きている層

かどうかということだ。ボーリングコアの状態で考えていいのかどうか。その場合、貝殻混

じり層がドックを造った時から動いていないという混入の問題がある。上に載っているだ

けで混入しているとは考えにくい。整合的に上の均質粘土層が載っているということは、貝

殻混じり層の上に急速に均質粘土層が埋まったことはわかるが、今の状態がドックとして

生きていたときに、渠底構造を示すものであるかということを確認しておかなければなら

ない。 

◇会長 

つまり、貝殻混じり層が人工的なものだとしても、それは貝殻のみが混ざった「造成土２」

（※資料２-１、p.1）のような地層が何らかの要因で後に攪乱を受けて、鉄片等が混ざり込

んでいるという状況を想定していると理解してよろしいか。 

◇委員 

そういう捉え方をして渠底構造を考えたほうがいいのかどうかという前提の問題。 

◇会長 

一方では、全て人工的な土層で、若干の攪乱はあるが、基本的にプライマリーなものとし

て鉄片混じりであったという考え方がある。どちらを選ぶか、その基準や手掛りはどこにあ

るのかという話になってくる。 

◆事務局 

私も正直、迷うところで、確定的に言えないところを報告書に盛り込むことはできない。 

資料１（p.2）①-４「貝殻混じり層の解釈について」で、現段階での解釈の案を２つ示し

ている。報告書には両方の可能性（※「ドック渠底に足場とした可能性」・「周囲から流入し

た可能性」）について、丁寧にその理由を表記する形で載せるようにしたいと考えている。

これについて委員の先生方のご意見をいただきたい。 

◇会長 

今いろいろ議論しているボーリングコアは、幅が１０～２０センチ程度の非常にピンポ

イント的な土層しかデータしかないので、本当に人工的なのか流入なのか、それをどう判別

するのかという手掛りそのものがきちんとわかっていないという状況においては、報告書

では両論併記になるのだろう。もちろんそれぞれに、こういう理由でこう考えられる、ある

いは、逆にこういう理由だから、どちらとも決定しがたいという形で、まとめざるをえない



6 

 

ようである。その点ついてはどうか。 

◇委員 

鉄片が混じっているというが、これは船の修理の時に落ちるようなものではない。普通、

船に付いている鉄は、ある形状を有する大きなものなので、このように小さいものは、削る

わけでもないので修理中に出ない。これは最初から混じっていたものだと（考えられる）。

結局、これはドックをどう造ったかという事と密接に関係していて、次の問題である４段目

以下にも関わる。 

普通、ドックというのは、すり鉢状に地表面を掘り下げて下から組んでいく。ところがこ

の断面図（※資料３-３）を見ると、津波層がぎりぎりまで続いている。普通、最初に穴を

掘る時だと、途中で津波層は切れているはずである。それがぎりぎりまで繋がっているとい

うことは、どうもこの三重津のドックというのは、津波層を掘り下げて渠底に至る部分と、

津波層の上に積み上げて一種の版築のような感じで、壁を階段状に築いていった部分との

２つに分かれそうな気がする。普通のドックの造り方ではない。もし、今の渠底部分が潮流

堆積物の重量を支えることができたとして、一般的にドックというのは渠壁と渠底部の止

水をする必要があるが、この渠底部を見るとそういう痕跡がない。 

長崎でコットル船を造った時は、船を入れる堀割の底面にオランダの船大工は造船台と

して斜面を造るつもりだったが、下から水が吹き出してきたために、小石で突き固めて堅固

な地盤ができたので、斜面を造らずに奥に行くに従って盤木を高くした。佐賀藩士はそれを

見ているので、必ずしも渠底に材木を敷かなくてもよいのを知っている。普通、（アメリカ

の）シンプソン式の木船渠では、杭列を打って材木を井桁に組み、その上に板を敷く。しか

し、渠底が水平になっていない場合は、その面を水平にするために、こういう貝殻混じり層

を突き固め渠底にしても、堅固ならそれはそれであり得る話だと考えるようになった。 

◇会長 

先生のご意見だと、人工的に足場作りのために敷いたのではないかと。鉄片に関しては、

作業中に混じり込んだ類のものとは考えにくいということか。 

◇委員 

建造時に紛れ込むようなものではなく、渠底に敷く貝殻混じり層を叺か何かに入れてば

らまいて固めていく過程で紛れ込んだものではないかと考える。 

◇会長 

つまり、純貝殻混じり層が先行して存在して、後から鉄が混じったのではなく、最初から
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鉄片込みの貝殻混じり層を意図的に敷いているということか。 

◇委員 

そのとおり。 

◇会長 

わかりました。 

◇委員 

資料２-１（p.3）の主軸の断面図を見ていただくと、潮流堆積物、その上に貝殻混じり層

がある。もし人工的な層として造ったとすれば、この渠口側のＲ１１、Ｒ１０、Ｒ０、Ｒ９

にはある程度同じような層厚の貝殻混じり層があると思うが、Ｒ０の所が多いことから考

えると、盤木を支えるとか、作業のことを考えてここに貝殻混じり層を置いたようには見え

ない。結果的に、この貝殻混じり層の上面を渠底にしたのか、あるいは潮流堆積物上面を渠

底部にしたのか。議論は難しいが、各点の層厚が違うという理由から、人工物ではないと私

は思う。 

◇会長 

その層厚の件だが、逆に考古学の側からいうと、現在残っている層厚が本来のものかとい

う保証はどこにもない。層厚が一定でないからこれは人工的ではないというのは、考古学の

解釈としてはちょっと疑問に思う。 

◇委員 

わかりました。 

◆事務局 

先ほどの層厚についてだが、確かに最終的に残っているものが本来のものでないことも、

各コアで違うのも事実である。潮流堆積物の上面が元々ドックを造る時に削った面だとす

ると、その上に貝殻混じり層を敷くことで、渠底部の高さを、渠頭部から渠口部にかけて、

若干、傾斜するように整えていたのではないか。この破線部分（※資料２-1、p.3）を見て

わかるように、結果的にＲ０のところで潮流堆積物は深くなっており、この点を渠底とする

とＲ０のところに水が溜まってしまうが、貝殻混じり層をその上に厚く敷くことで、渠頭部

から渠口部に向けて、若干傾斜する。開削した後に貝殻混じり層を敷くことで、渠頭部から

渠口部に傾斜した面を形成した可能性も考えられるのではないか。 

◇委員 

そのままの状態で貝殻混じり層が残っているが、年代的な手掛かりとして、田端先生にお
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尋ねしたい。ボーリングコアから採集された鉄片から、マンガンとリンと硫黄が検出されて

いるのか。もしそれが出ていたら、リン分が鉄鋼石かどうか、硫黄分がコークスを使ってい

るかどうか、もしくは、マンガンがタタラ製鉄による和鉄かというように、鉄の性質がわか

る。これが鉄鉱石・コークスの洋鉄だったら、ドックを造った時には入らない。製作場がま

だできていない。製作場よりもドックの方が早いから。それが今後の課題として可能であれ

ば、そういう年代的な部分がわかってきて、ひいては、貝殻混じり層が攪乱されてない状態

でボーリングコアとしてつかまえたのかどうかがわかるのではないか。 

◇委員 

先ほど示したように、マンガンはあまり出ていない。普通は鉄があるとマンガンはよく出

るが、きれいには出ていない。もちろん泥の中にはマンガンがはっきり出る。それからシン

クロトロンでは測れない。リンや硫黄は大気中で測っているから。資料が小さいので、おそ

らく市販のものを使っても空気を抜いた形で硫黄やリンは測れる。 

◇会長 

入っている鉄片が、作業場由来なのか、全く別の由来なのかということを、金属学的にア

プローチできればというご提案だと思うが、残念ながら、現状では厳しいようである。貝殻

混じり層の解釈をめぐって、人工的な可能性もあるし、自然的な堆積も完全には否定できな

いという状況だ。 

◆事務局 

私はそういう鉄片が出ないという事は全く気付かなかった。混入状況を見て、上層だけに

鉄片が存在するわけではないことも視野に入れると、確かに最初にドックを造った時から

存在したと考えるのは難しいと思う。ただその後、何度か改修は行われて、その時に貝殻を

敷設して切り込んでいくという可能性も考えられる。均質粘土と貝殻混じり層の堆積状況

が明確に変わるところと、均質粘土層に同じような堆積状況は見られないということで、ど

ちらとも決めがたい。 

◇会長 

おそらく、これだけの情報の中でどのようなプロセスが想定できるかというのは、いろい

ろなシミュレーションが可能であるとは思う。何しろ圧倒的に情報が少ない。現段階では、

製作場ができる前から造られていたというのは、鉄片が混じっているため考えにくい。だか

らといって、自然堆積かというと、上の均質粘土との明確な差異を考えると、やはり時間差

があり、人工的な性格があるのではないか。そうすると、先ほどご指摘いただいたように、
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貝殻と鉄片混じりのものが、途中の改修の段階で敷かれた可能性というのも否定できない。

現段階で決定はできない、どちらもありということでよろしければ、この問題についてはい

ったん区切ることにする。 

 

 

②渠壁構造（四段目下部の形状） 

※事務局より説明。（以下、質疑応答。） 

◇会長 

論点は２つある。１つは５段目があるかないか。４段なのか５段なのか。もう１つは、も

し５段目がなかった場合、渠壁の上流側の形態はどのようなものであったか。 

では、まず第１の論点である当初５段目があったのではないか、という点について。 

前回の委員会で、（ドックが）シンメトリーだと考えると上流側・下流側に５段目があっ

たと提案されたが、５段目と解釈していた西側渠壁の一番下の土嚢を５段目とは認めにく

いのではないかと、今、説明があった。発掘調査ではセクションの壁を土嚢で押さえるなど

するが、非常に補充的、簡単な状況を想定すると、５段目ではないのではないか。そう考え

ると、殊更に上流側、東側に５段目を築く必要はない。それとは別に、作業場空間の確保と

いう点でも、前回、５段目があるとよくないという意見が出たことも踏まえて、改めて基本

的には４段。ただし西側渠壁に関しては、部分的に土嚢で５段目というか、犬走りか補強か

何かの段を造っていた。 

ところで、ドックというのは左右はシンメトリーでなければいけないものか。 

◇委員 

１つお聞きしたい。津波層が西側にないのはなぜか。 

◆事務局 

この西側渠壁の貝殻密集層は、粘土で形成されてはいるが、少なくとも１から３段目の青

い線（※資料３－２）を引いているところは、全て人工的に盛られている層である。その証

拠に、貝殻密集層の一番下底部に土嚢の層があって、その上は人工的に盛られている層。更

に、奥では土嚢でタワー状に盛っていることも確認しているので、この辺は人工的に造られ

ている層だと考えている。 

◇委員 

そうすると津波層が全部ここで切り取られている。 
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◆事務局 

確認した範囲では、西側の壁の津波層は切り取られていて検出されていないので、元々は

あったかもしれないが、開削されてドックの壁に造り直されたと考えている。 

◇委員 

そうすると、なぜ東側と同じように造らなかったのか。改変した時期が、ドックを造った

時期と同じである保証はどこにある。 

◆事務局 

おっしゃるとおり保証はない。西側の壁を後から造ったとすると、逆に木組みでしっかり

造っていたドックの壁を土の壁に造り直したという理由も見出しかねる。東側の壁の木組

みがある方には、砂と粘土の互層が積まれている。この上に金属加工場が存在し、積極的に

使われる場所であったことは明らかだ。それに比べて西側の壁の上には明確な遺構が確認

されておらず、砂と粘土の互層も存在しない。使い方が違うので、こういう壁でもよかった

のではないか。 

◇委員 

その津波層を撤去した理由は一体何か。普通、こういう津波層があれば、ずっと下流にい

くまで残っていても不思議がない。 

◆事務局 

津波層自体は、公園駐車場の南端のトレンチでも確認されているし、三重津海軍所の船屋

でも確認されているので、元々、全体を覆うようにあったはずである。なぜ西側に存在しな

いのかというと、西側で確認されている３段目・４段目とその下の土嚢層は、全て人工的に

造っていることから、開削されて取り除かれたと考える。西側に津波層が全くないというわ

けではない。 

◇委員 

そうすると、ドックの後で西側が改変されたという可能性はない。 

◆事務局 

確かに、西側が改変された痕は発掘調査では確認できていない。完全に造り直された可能

性も、逆に木組みのドックを土壁に造り直す理由も見出し難い。木組み骨格と砂と粘土の造

成土は一体のもので、簡便な工法で粘土を積み上げる形でドックを造ったと考えている。 

◇会長 

４段目５段目に入る前に、西側渠壁と東側渠壁の同時性という問題が出てきている。 
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最初、東側（の木組み）が出た時は、西側にも当然あると想定したが、杭は多少残ってい

るものの出なかったので、西側と東側ではかなり造り方が違うということになった。更に、

津波層が明らかになるに及んで、東側では津波層を抜く所に、本来の地層を一部残しながら

それを削り取る形で築いて補強している。ところが、西側には津波層がない。つまり、一旦

開削して改めて造成土で積み上げていることになる。それがドックを造る時の最初からの

造り分けなのか、それとも別の構造を破壊して造ったものなのか。一応、理論上は想定でき

るが、今のところ、どちらが正しいかという事に関する考古学的な根拠が見出しがたい。 

◇委員  

ドックの発掘調査をしている時から、ここが１８世期末の村絵図（※「川副下郷早津江村」

佐賀県立図書館所蔵）では、堤防の内側から外側に水を流すような自然の入り江のようにな

っていて、それを利用してドックを積み上げる形で構築したと思っていた。しかし、今回の

ボーリング調査の結果では、ドックの渠底の下に津波層は出ていない。地形が低い分だけ落

ち込む形で整合的に津波層が地形を覆うことになるが、それが出てきてないということは、

たぶんフラットに堆積していた津波層を、少なくとも東側では４段目のところで切り込ん

で開削をして、３段目以上は２メートルほど積み上げて造成した。問題の西側は結局、反対

軸に沿ってボーリングを入れて、どこで津波層が落ち込むかを見つけない限り答えは出な

い。 

一昨年あたりから議論になっている東側の製作場から連続するオレンジ色の部分（※資

料２-１、p.1）は砂と粘土の互層になっているが、明らかにドックの上流側、東側は、それ

と一体になっている。一方、下流側、西側については（木組みが）なかった。図（※資料３

-３）で見ると、かなり広い面で津波層ごと当時の地表面を開削して、下から粘土を積み上

げているが、この西側の部分の渠頭に近い方では、木組みを切断して、土嚢を積んで形成し

た斜路（スロープ）があったので、その可能性もある。ただ調査面積は狭いため、杭は出て

いないが、枠を作ってその中に土嚢を積み上げていくような方法、そのためには、かなり広

く下を削って、大きな範囲で粘土というか、土嚢を下から積み上げる、という方法になるの

ではないかと思う。これについてもやはり将来的に、反対側、下流側に向かってボーリング

をしてみないことには結論は出ない。 

◇会長 

例えば、ドックの大規模な改修築や西川側壁を大規模に造り替えたような文献的な記録

はあるのか。 
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◇委員 

ドック自体のそのような記録は出ていない。電流丸が入った後、その翌年に再度入れよう

としたが使えなかったのでよそに回したという記事は出てくるので、その時に触っている

可能性はあるが、大々的に工事をやったような記録は見かけたことはない。 

別の質問だが、上流側では津波層を生かしながら構築をしているような話だが、資料４－

１の報告では、杭は打ち込み式ではないと書かれている。ただ、既存の津波層をこれだけ保

持しながら、どういった形で入れていったのかと疑問である。 

◇会長 

打ち込み式でないというのは、ねじ込ませたということか。 

◇委員 

その文面のところでは、４段目の太い２０センチ径の杭ではなく、細い杭のことについて

書いている。１・２・３段目の木組み構造の直径２０センチぐらいの杭については、基本的

に打ち込み杭だと認識している。（ここでは）径が１０センチぐらいの、長くて曲がってい

る杭について記述した。このような杭は打ち込みが困難であることから、埋め込み等、併用

的に設置したと考えている。 

◇委員 

わかりました。 

◇会長 

津波層は本来、どこまで広がっていたのか。西側駐車場の最南端で出ていたのに、ドック

寄りのところでは出ていないというわけか。 

◆事務局 

駐車場の一番南側で建物の根石が出ていて、切り込んでいる貝殻層を取り上げて、津波の

証拠となる赤スコリアを検出した。他のトレンチでは、もう少し北側に赤石の棹石で構築し

た遺構があったが、ここでは貝殻層は検出できなかった。ここは元々標高が高いところで、

津波層が一律の厚さではなく、薄かったり、後で削られたりした部分がある。一番南のトレ

ンチでしか見つかっていないが、薄い厚い（の差）はあるにしても、（津波層は）全体に及

んでいたのではないかと考えている。 

◇会長 

そうすると、その範囲については今後検証する必要があるものの、今のところ、発掘調査

の所見から、西側渠壁から更に西に向けて、大規模な開削とその後の造成が行われていたと
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推測できる。問題はそれがいつかということだ。最初から東側は木組み、西側は造成という

形で造り分けて一遍に造ったのか。それとも、現在見られる開削と造成は、当初のドックの

構造とは違う、後の何らかの大改修の結果という可能性もないわけではない。 

これは私の個人的な印象論でしかないが、西側の渠壁をこんなに大規模に、途中で改編す

るだけの理由付けというのはなかなか見つけにくい。西側については、造成や開削が非常に

大きな作業とはいえ、むしろ最初からこういう造り方をした方がよい。木組みを作る必然性

があった東側に木組みを作ること自体、おそらく製作場との関係で造られている可能性も

考えられる。東側・西側の環境条件の違いによって、渠壁の造り方の対応を変えている可能

性もあると思う。これは想像であって、考古学的にどうなのかと言われると、もうお手上げ

の状態だ。少なくとも、いつ造られたか、５段目が最初からなかったかどうかはともかく、

今のところ、積極的に西側に５段目を根拠付ける考古学的な資料がない。土嚢の評価を考え

るとそうなる。考古学的な資料はないが、シンメトリー、あるいは５段目がなくても大丈夫

で、ない方が使いやすいことを考えると、基本的に５段目はないと考えていいのかもしれな

い。一応、５段目はないものとして、４段の渠壁の方がより蓋然性が高いと推定して議論し

ていくというということでよろしいか。 

◇委員 

西側５段目の「叺」（※資料３－２、３－３）が、本来の渠壁構造かどうかについては判

断が難しいが、地盤工学的に見ると、こういう長大斜面の安定を考えた時には、押さえ盛土

効果的に土嚢があることによって斜面が安定化する。この断面にある５段目の土嚢がここ

だけにあるのか、渠口から渠頭まで全域にわたっているのかについては何とも言えないが、

この５段目の土嚢は斜面の安定上、合理的である。 

◇会長 

城の石垣も腰回りで外側から石で押さえるような構造も見られるので、こういった下か

らの押さえがあったとしてもおかしくはない。 

◇委員 

今回、初めてドックの断面と津波層との関係がわかった。前の委員会で、４段目・５段目

の意味がわからないと言っていたが、この図（※資料３-３）では間違いなく津波層、考古

学でいう地山の下のラインが、（東側）４段目に当たって当時の地表面を受けて構築する形

で、残りの３段・２段・１段が２メートルほど積み上がっている。４段目はドックの構造と

して極めて大きな価値があることがこの図でわかる。 
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反対側（※西側）４段目の位置に杭列が２つだけ見つかっているので、シンメトリー傾向

と考えれば、１段目から４段目まではドック構造としてきわめて意味が高い。５段目は、発

掘調査でもボーリング調査でも、東側では全く木の杭が出ていないことを考えると、ドック

の構造的にも５段目を想定する必要はない。あると都合が悪いように思われる。 

◇会長 

前（の委員会でも）、５段目を造ってしまうと作業空間として非常に使い勝手が悪いとい

うご意見もあった。５段目を造る必然性はないということだ。それでは一応、４段とし、５

段目はないものとする。叺を置いて５段目のような作用があったとしても、構造体としての

５段目は一応想定しないという前提で考えれば蓋然性が高いと考えたい。 

では、後半の論点だが、４段だとして、資料４-２の層圧検査を基にしてＴＰがマイナス

１メートルからマイナス２メートルに下がった場合、復元された角度は７０度の赤いライ

ンになる。資料３-３にもある。基本的にここは、津波層を仕切って掘削して造っている。

杭３３だけではスカスカで、上のような土留め的な性格は期待できないので、砂礫層やそれ

以外の土層断面が流出するのをある程度押さえる必要がある。この４段目の杭の西側、表面

に何らかの土留めがあってもおかしくない。これも考古学的な検証というよりも、そう考え

やすいという話だ。この点について何かご意見、ご質問はあるか。 

◇委員 

結局、４段目の杭は、江戸時代の土木（工法）だと完全な山留柵を造ることができる場所

だが、ここにはトンボ控え・関板・腹起しといった材がない。当然、上の段を組んだ土木技

術者にとっては、ここにそういうものを入れるのは難しい話ではなく、ある意味、常識的な

ことだが、それがないのであれば、当時の人はこれで持つと思ったのではないか。この外

（側）に土盛りをする時には、ドックの開閉時に水の流れが生じるので、土盛りをして保護

する必要がある。その時には、やはり木材で覆う必要があるので、そういう痕跡があるのか

どうか。とても土盛りだけで済ませるとは思えない。 

◇会長 

確認すると、資料３-３に杭３３とある。この表面で土盛りをしたとしても、さらにそれ

を木で押さえないと、潮流には耐えられないということか。 

◇委員 

そのとおり。要は土盛りを養生する必要がある。 

◇会長 



15 

 

単に土を塗って、放っておくわけにはいかないと。 

◇委員 

そのとおり。 

◇会長 

そういった土盛り自体の確認もできていない中で、さらにその養生をするような木材が

あったかどうか。 

◆事務局 

ここは発掘調査もボーリングもできていないので、本当に残念だ。発掘調査では角度すら

わからない。要は答がないので、最も合理的な使い方を想定するしかない。発掘調査のデー

タから見つかっているわけではない。 

◇委員 

４段目もそうだが、１段目から３段目までも発掘調査の結果、ドックを廃棄して均質粘土

で埋まる前には、板等の痕跡が全く出てないのは事実。先ほど渠底の板の話があったが、現

実にボーリングでも引っかかってない。とすると、目に見えていて再利用なり売るなりでき

るような材は、廃棄時に全部取り出している可能性はある。貫を噛ませてあるような１段目

から３段目の木組みや、深い所にある４段目は、掘って取り出す方が高くついたからそのま

ま残している。それ以外の質がいい底板みたいなものは、ドックの廃棄時に、全部撤去して

いる可能性は考えないといけない。 

佐賀城では「板搦
いたがらみ

」という横板で土留めをして前面を丸太で止めて、下の方に捨石を入

れる方法も一般的なので、４段目は板搦になっている可能性がかなり高いのではないか。た

だ見えているものなので、結果的には持ち去ったのだと思う。 

◇会長 

４段目以下の表面構造に関して、正垣先生は何らかの形で土留めをしていたと想定され

ているわけか。 

◇委員 

４段目の木組みの前は、木のところまで掘削したのではなく、赤の７０度のラインまであ

る程度土を残していたと思う。４段目の木杭は間隔が空いているので、これを板で長期的に

止めるのであれば、期間や内水の上下という環境で斜面の安定が変わってくるが、短期的な

ものという意味合いで作った図が資料４-２になる。１・２・３・４段目までの杭を設置し

た後に、渠底部を掘削したと考えている。その際、４段目の杭の渠底側は、短期的には、７
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０度くらいの角度で土を残しても大丈夫だと思う。ただ長期的には難しい。大事なことは、

この１・２・３段は、引っ張り材なども含めた木組み構造として地盤を含めて一体化してい

るので、３段目の杭のところまでで１・２・３段の土圧を止めることはできると思う。３段

目の杭から４段目の杭までの土が、４段目の木杭とその前にある土に土圧として作用する

状況になる。短期的に考えると、４段目の杭の前面の土を少し残すような形でも、限られた

期間であれば、ドックとして機能していたのではないかと考えている。 

◇会長 

資料４-２で斜めに赤いラインが入っているが、それは掘削面で、杭３３はそこに埋め込

んだものということか。 

◇委員 

いや、杭３３は太い杭だが、埋め込みではなく基本的に打ち込みだと思う。 

◇会長 

要するに、地山を残しておいて、そこに打ち込んでいる形か。 

◇委員 

地山の中に打ち込んで、その前面を７０度くらいの角度で切っているという認識である。 

◇会長 

掘り残しということか。 

◇委員 

そのとおり。 

◇会長 

そこで問題なのが、資料３-３に見えるいわゆる津波層(1792 年)の砂礫層が、杭３３より

も西側に延びていたかということ。この辺についての考古学的な情報はないのか。 

◆事務局 

先程と同じ答えになるが、調査できていない。２５区、ドック渠壁の最後の調査の時、こ

の４段目部分の左右にマイナス１メートルまで、狭いトレンチを入れた。この時、砂礫層は

見られなかった。資料２-１の追加資料１・２を見ていただきたい。「津波層」（砂礫層）と

同時に粘土層も存在していて、結構荒いのであったらわかるはずだ。これが２５区の調査で

は見つからなかった。このことの解釈だが、４段目より渠底側の表面については、何らかの

盛土や土嚢積みをしていた可能性もあるのではないかと思う。 

◇会長 
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土嚢積みの前に、既に杭３３より西側は掘削されていて、その後、杭３３の前に土嚢や土

盛りをしているという考えか。 

◆事務局 

そのとおり。 

◇会長 

これも情報が少なすぎて、なかなか判断が難しい。土盛りなのか、地山の掘り残しなのか。

データが少な過ぎるので置いておく。 

◇委員 

先ほども言ったが、普通の山留柵をなぜここで築かなかったのかという理由が必要。ここ

に普通の工法である腹起しやトンボ控えを設けるのは難しくない。それがないのはなぜか。 

◇会長 

それは、横板がないという意味か。 

◇委員 

杭に腹起しを渡して、それを後ろに引っ張るのを「トンボ控え」という。これは江戸時代

の山留柵の基本で、上の方にはきちんとあるが、ここに限ってない。 

◆事務局 

東側木組みの４段目は杭と杭の間が離れているが、横に貫があって、横貫で支えている。

当初は気付かなかったが、４段目と３段目の間に土嚢が詰められているのも事実。杭と杭の

間が全て土嚢で埋められているかどうかはわからないが、３段目と４段目の間は土嚢で土

の流出を防ぐ仕組みになっている。 

◇会長 

つまり、（４段目には）１段目・２段目・３段目で確認されているような奥行き方向に延

びる木組みがなく、土留めとしては脆弱と言わざるを得ない。もしここまで掘削して、改め

て土留めをしようとすると、（これで）十分なのか。地山を掘り残したまま、そこに木杭を

埋め込んでいるという可能性も考えられなくはないと思う。 

◇委員 

先ほどの話だと、貫が入っているということだったが、そうであれば掘り残しということ

はあり得なくて、後で土盛りするより仕方がないと思う。 

◇会長 

それはどういう想定なのか。 
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◇委員 

貫というのは、丸太に穴を開けて、そこへ材を通す。前に土盛りの積み残しがあると、作

業ができない。 

◆事務局 

横貫と言ったのは、材に穴を開けて通しているのではなく、例えばこの杭３３の前に、横

方向に支えるように杭が設置されているということである。 

◇委員 

それは普通の腹起しである。前に土盛りがあっても設置できるのか。 

◆事務局 

わからない。 

◇委員 

私は先ほどの話（※資料４-２）を、杭を全部打った後で積んだと理解している。 

◇会長 

積んだというのは木杭３３の渠底側ということか。 

◇委員 

渠底ができて、杭３３を打ってから、その前面に７０度の角度で（土を盛った）。土嚢で

盛ったとしても、切り残して打ち込むという手順は、無理な気がする。 

◇会長 

何とも言い難い。これは整備と非常に密接に関わるものである。 

◆事務局 

杭３３や横貫、壁をどう造ったかについては、もう少し考えたい。角度については、（今

後）安定的な答えを出したい。 

◇委員 

資料４-１の図２（※「木組み構造の木杭の配置」）を見ていただきたい。図２の水平方向

とは、４１-２から４１-１のことを言っている。水平方向・横方向というのは、長軸と並行

方向にという意味である。３９あるいは３８の上に横に出ている。例えば左から４０Ｂ、３

４、３３は、直径２０センチの太い杭だが、これを打った後、その後ろ側に３段目の頭を削

って横の木を入れることは可能だと思う。この太い杭３３を打った後に、渠底側を例えば７

０度ぐらいに削って、その後、３段目の上を削って、横方向の木を入れたと認識している。 

◇会長 
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（協議事項の）②（※「渠壁構造」（四段目下部の形状））については、渠壁は４段を原則

とすることが前提として共有されたと結論する。その上で、４段目の側面の形状あるいは４

段目の木杭の構築方法については、先生方のご意見を伺いながら、改めて提示するというこ

とで、今日の段階では留めておきたい。 

◆事務局 

角度については、直立ではなくこのような角度でよいと思う。しかし、構築方法について

は、先生方のご意見を聞いてまた考えたい。角度については、これで問題ないか。 

◇委員 

余計なことだが、（アメリカの）シンプソン式の木造ドックを造る場合、別に角度は７０

度でなくともよい。法面を造って崩落しないようにするのであれば、その後ろに３３の木杭

はいらない。その法面を養生してやれば済むからだ。問題は、なぜ３３番を打っているのか

という話。しかも、その３３番にトンボ（控え）のようなものがないのはなぜなのか。そこ

を答えていただきたい。頑張って答えをみつけてください。 

◇会長  

大きな宿題が出されて大変かもしれないが、７０度という角度についても、その辺りも含

めてご検討いただきたい。前半・後半、かなり議論が白熱して、しっかりとした結論は出な

かったが、後半の件に関しては４段と考えておきたいので、よろしくお願いしたい。 

 

 

（２）その他 

①三重津海軍所跡の史跡範囲について 

※事務局より説明。（質疑なし。） 

 

 

 

以上 


