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例　　　言

1．本書は、サンポート高松整備事業に伴い実施した平成13年度埋蔵文化財発掘調査の概要を記録した
はまのちょういせき－

ものである。発掘調査遺跡名は浜ノ町遺跡である。
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I．調査に至る経緯

1．発掘調査

平成13年度のサンポート高松総合整備事業に伴

う浜ノ町遺跡の発掘調査は、香川県教育委員会と

財団法人香川県埋蔵文化財調査センターとの間で

平成13年4月1日付けで締結した「埋蔵文化財調

査契約」に基づき実施した。平成7年度に始まっ

たサンポート高松関係の現地での発掘調査は、今

年度の浜ノ町遺跡で完了したこととなる。浜ノ町

遺跡自体は区画整理に伴うもので、平成11年度か

ら調査を実施した。平成13年10月から平成14年3

月まで現地作業を行い、調査面積は1，600nfである。

遺跡は高松城跡の西浜舟人の西側に位置する地点

であり、調査では砂州上に形成された中世以降の

建物や区画を画する溝等を検出している。今年度

の発掘調査区は浜ノ町遺跡の東部に位置し、西浜

舟人に近接する箇所にあたる。17世紀中葉の高松

城を描いた『高松城下図屏風』やその後の城下図

には舟人に付属して舟を係留する舟溜まりが描か

れているが、その位置については資料だけでは特

定が困難であった。今年度の調査地は、舟溜まり

もしくはその関連施設の存在が予測される場所で

あった。発掘調査の結果、17世紀初頭の東西方向

の落ち込み状の遺構を検出した、時期的には「高

松城下図屏風」に先行する時期のものであり、高松

城の整備に伴い付属施設の整備の過程を示す資料と

して注目される。　　　　　　　　　　　（藤好）

2．整理作業

報告書作成業務では、サンポート高松の区画整理部の整理作業を実施するとともに、道路部および西

打遺跡の報告書を刊行した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤好）

遺 跡 名 平成 7 年度 平成 8 年度 平成 9 年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成 13年度

高松城跡 （西の丸町地区） 900r迂 3，639Iぜ 300 r迂 0 9 ，492 Iぜ 930 r迂 0

浜 ノ町遺跡 0 0 0 0 357r迂 3，035 nf 1 ，600Iぜ

第1表　発掘調査面積一覧表
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Ⅱ．調査対象地の位置

浜ノ町遺跡は香川県高松市浜ノ町・錦町に所在する。発掘調査は平成11年度から行われており、13世

紀後半～14世紀初頭と近世の遺構・遺物を確認している（乗松2001）。

浜ノ町遺跡の他、高松城跡（西の丸町地区）では11世紀後半～13世紀前半の護岸状遺構（藤好・佐藤

1997、古野ほか2000、乗松2001）、高松城跡（丸の内地区）では13世紀末～14世紀前葉の井戸（乗松ほ

か2002）、高松城東ノ丸跡（渡部・真鍋1987）では15～16世紀の火葬墓群を検出しており、高松城下形

成以前における付近一帯の状況が明らかになりつつある。

近世以降、浜ノ町遺跡は高松城西側外堀の西に位置する。『生駒家時代讃岐高松城屋敷割図』（推定

製作年代1648～49年）では調査対象地西部分（後述A～H区）では屋敷地の表現が認められないものの、

東部分（I～J区）は舟奉行・船頭と描かれており、西側の外堀に設けられた「西浜舟入」との関連を

読みとることができる。『高松城下図屏風』（17世紀中葉？）では西部分は明瞭な区画もなく、海岸線

に沿って小さな建物が密集するように描かれているのに対して、東部分は整然とした区画と屋敷地が描

かれている。その後調査対象地部分は、『高松城下図』（1716～36年）までは屋敷地として描かれてい

るものの、それ以降の絵図では「畑地」「畠地」もしくは「御用地」としてされており、居住域として

利用されていなかったことがうかがえる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乗松）
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第1図　周辺遺跡位置図S＝1／50，000

Ⅲ．発掘調査の成果

1．調査の方法

調査区割り　平成11・12年度の調査は、発掘調査及び工事工程の都合上A～H区の8調査区に分割して

行い、今年度調査対象地についても同様にI～L区の4調査区に分割して調査した。

グリッド設定　平成11・12年度の調査は20×20mグリッドで行っていたが、包含層等の遺物の取り上げ

に関して1グリッドの単位が大きすぎるという問題があった（当然、状況に応じて細かな単位での取り

上げは行っていたが）。今年度調査では、国土座標の数値に合わせやすい点、調査進行にも支障をきた

さない程度という点を考慮し、4×4mのグリッドを設定した。Ⅹ＝149440、Y＝50200をイ0とし、

南へ4mごとにロ、ハ、ニ・・・、東へ4mごとに1、2、3・・・とした。　　　　　　　（乗松）

ー　2　－
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第2回　調査区割り図　S＝1／1，600

2．調査成果の概要

平成11・12年度の調査では中世（13世紀後半～14世紀前半）、近世の遺構を検出した。

ただ、G区東端部では中世の遺構を確認できなかったことから、I～L区では中世の遺構は存在しな

いか、存在してもかなり希薄であろうと想定された。結果、I～L区では中世の遺構は確認できず、土

層の観察から、中世遺構面の榎高がG区から東に向かって下っていたことが判明した。よって、浜ノ町

遺跡で西半部に中世の遺構が集中するのは地形的な要因によるものと考えられる。

近世の遺構面は2面確認し、第1遺構面は17世紀前葉～近世末、第2遺構面は17世紀初頭に属する。

第1遺構面は、南北方向に併走する小溝を中心に、木樋・水溜め状遺構・少数の柱穴・礎石等を検出し

た。第2遺構面はI区で南北方向の溝（SDiO8）、東西方向の溝（SDiO7）及び人為的な落ち込み

状の遺構（SXi17）を、J区で南北方向の柱穴列を検出した。　　　　　　　　　　　　　（乗松）

3．17世紀初頭の遺構

落ち込み状遺構SXi17　検出長16m、検出幅5

m、深さ0．9mの大規模な落ち込み状の遺構である。

遺構の東端と南端は調査対象地外にあたり遺構全

体の平面形は不明であるものの、西端部分が弧を

描くことから、南辺は北辺に並行するものと考え

られる。本遺構はSDiO7埋没後振り込まれ、最

終的には人為的に埋め戻されている。西端部の埋

め戻し土中からは胎土日積み唐津を主体とする多

量の遺物が出土し、埋め戻しの際に廃棄されたも

のと考えられる。なお、この遺物群に含まれる丸

瓦片は、糸切り法によるものが3点、コビキ法に

よるものが5点である。

さらにこの溝の斜面際の底には、輪状を呈する植

ー　3　一
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物製品が並んで検出された。輪状植物製品は、直

径3～5cm程度の植物（カズラか？）2～3本を

撚ったものを、直径20～30cm程度の輪状にしたも

ので、3～5個の輪が交互に重なった状態で出土

した。それぞれの輪状植物製品は重なっているだ

けで、結びけられたような痕跡は認められない。

（乗松）

写真5　SXi17輪状植物製品出土状況（南から）　　写真6　SXi17輪状植物製品出土状況（南から）

引用・参考文献

乗松真也2001「浜ノ町遺跡の発掘調査」『平成12年度サンポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告浜ノ町遺
跡高松城跡（西の丸町）西打遺跡』香川県教育委員会ほか

乗松真也2001「高松城跡（西の丸町）の発抽調査」『平成12年度サンボート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報

告浜ノ町遺跡高松城跡（西の丸町）西打遺跡』香川県教育委員会ほか

乗松真也ほか2002『平成13年度高松家庭裁判所移転に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告高松城跡（丸の内地区）』香川県教育委

員会ほか

藤好史郎・佐藤竜馬1997「高松城跡（西の丸町）の調査」『高松港頭土地区画整理事業平成8年度埋蔵文化財発掘調査概要高

松城跡（西の丸町）・西打遺跡』香川県教育委員会ほか

古野徳久ほか2000「高松城跡（西の丸町）の調査」『平成11年度サンポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報

告高松城跡（西の丸町）浜ノ町遺跡』香川県教育委員会ほか

森下友子1996「高松城下の絵図と城下の変遷」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター研究紀要Ⅳ』財団法人香川県埋蔵文化

財調査センター

渡部明夫・真鍋昌宏1987『高松城跡東ノ丸跡発掘調査報告書』香川県教育委員会

ー　4　－



第3図　I区第2遺構図　遺構配置図　S＝1／200
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第4図　SXi17輪状植物製品出土状況図　S＝1／50

－5～6－

1．SXi17上層、（第1遺構面の土坑？）　4．SDiO7堆積土　　輪状植物製品
2．SXi17中層（SXi17埋め戻し土）　5．基盤層
3．SXi17下層（SXi17堆積土）

第5図　a－a’ライン土層断面図　S＝1／50



ふ り　が な さんぽ－とたかまつそうごうせいびじぎょうにともなうまいぞうぶんかざいはっくつちょうさがいようほうこく

書　　 名 サンポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告

副　 書 ‘名 浜ノ町遺跡

巻　　　 次 平成13年度

編 著 者 名 藤好史郎 ・乗松真也 （編）

編 集 機 関 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　　　　　 TE L O877－48－2191

所　 在　 地 〒762－0024　香川県坂出市府中町字南谷500ト4

発 行 機 関 香川県教育委員会 ・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

発行年月日 2002年3 月31日

総 頁 数 目　次 等 本　　 文 固 察 表 図　　 版 挿図枚数 写真枚数

8 P 2 P 6 P O　P O　P 5 枚 6‾枚

ふりがな
所収遺跡名

・所　 在　 地
コ　　　 ド 北　 緯

O　　I　　））
東　 経
O　　I　　）） 調査期間

調査面積
2m

調査原因
市 町 遺跡番号

はまのちょ’いせき
香川県

37201

340 1340 20011001

1，600nf

サンポー

ト高松総

合整備事

業．

つ浜ノ町遺跡 高松市浜ノ町・

錦町

20′

40〝

20′

40〝
～

20020331

所収遺跡名 種別 主な時代 主 な 遺 構 主 な　遺 物 特記事項

浜ノ町遺跡 集落 江戸時代 大規模な落ち込み状
遺構 ・木樋 ？水溜
め？遺構

輪状植物製品 ・胎土日積
み唐津を主体とする一括
廃棄資料

平成13年度サンポート高松総合整備事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査概要報告

浜ノ町遺跡

編集　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

発行　香　川　県　教　育　委　員　会

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

印刷　牟檀印刷株式会社


