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序

 本報告書は、山形県教育委員会が昭和60年度に実施した、県営圃場整備事業・

 三郷堰地区にかかる「西沼田遺跡」の発掘調査成果をまとめたものであります。

 『日本書紀』や『続目本紀』という古い本により、今の村山と 上地方を指す

 上郡が和銅5(712)年に出羽国に編入されたこと、それ以前は陸奥国に属してい

 たことなどがわかりますが、古代 上郡に関する記事はほんの数行に限られてお

 り、当時の人々の集落や生活をより詳しく知るためには、発掘調査という方法が

 必要になります。

 本遺跡からは古墳時代後期に属する集落跡が、豊富な木製品とともに建物の柱

 や床の原形を留めたままで検出されました。遺跡の内容について、文化庁や奈良

 国立文化財研究所をはじめ御専門の先生方の懇切な御指導をいただいた結果、稲

 作農耕を基盤とした古代の生活が生々しくうかがえる全国的にも稀な遺跡である

 ことがわかり、山形県としても誇りに存ずるところであります。人間が地上に生

 活している以上、土地とは切り離せない歴史があります。土地に埋蔵された文化

 財はよくその痕跡を留め、千年以上を経た今日、われわれに当時の生活を甦えら

 せてくれます。

 近年、埋蔵文化財と農林事業との係わりは増加の傾向にありますが{文化財を

 国民共有の財産として積極的に残し、現時点で知りえた祖先の歴史を子孫へ伝達

 していくことが、われわれの責務と申せましょう。本書が埋蔵文化財に対する保

 護思想の普及もかねて、皆さまのご理解の一助となれば幸いと存じます。

 後に、調査や遺跡の保存にあたって多大なご協力をいただいた地元の方々を

 はじめ関係各位に、心から感謝を申し上げます。

 昭和61年3月

山形県教育委員会

教育長高橋和雄



例言

 1本報告書は、山形県農林水産部の委託を受け、山形県教育委員会が昭和60年度に実施

 したr県営圃場整備事業・三郷堰地区」に係る「西沼田遺跡」の緊急発掘調査報告書で

 ある。なお、遺跡名については当初「沼田B遺跡」と呼称していたが、所在地の字名を

 基に、上記遺跡名に変更した。

 調査期間は、昭和60年4月16日～同年10月19日までの延118日間である。

 2調査にあたっては、天童市教育委員会・山形平野土地改良事務所・三郷堰土地改良区

 の関係機関の協力を得た。ここに記して感謝申し上げる。

 3調査体制は、下記の通りである。

調査主体山形県教育委員会

調査担当山形県埋蔵文化財緊急調査団

 調査担当者主任調査員佐々木洋治(山形県教育庁文化課埋蔵文化財主査)

 同佐藤庄一(同埋蔵文化財係長)

 現場主任名和達朗(同技師)

 調査員野尻侃・佐藤正俊・渋谷孝雄・阿部明彦・長橋至

 安部実(山形県教育庁文化課技師)

 武田昭子・太田優(同嘱託)

 事務局長小関陽三(山形県教育庁文化課課長)

 事務局長補佐加藤友信(同課長補佐)

 事務局員斎藤世都子・中鷺寛・氏家修一

 (山形県教育庁文化課主事)

 4挿図縮尺は、遺構については60分の1・250分の1、遺物については、2分の1・3分

 の1・6分の1を基本とし、それぞれにスケールを示した。

 挿図中及び文中の記号は、G一グリッド、SB一建物跡、EP一木杭、RP一土器・

 土製品、RQ一石器・石製品、RW一木製品、F一遺構覆土、S一自然石を示す。

 図中の方位は、磁北に合わせた。

 5本報告書の作成は、佐藤庄一・名和達朗・太田優が担当した。また、作成にあたっ

 ては、荘司宏子・富田和子・漆山順子・徳永裕子・荒井久美子・佐藤めぐみ・辻広美・

 原田ひろみ・山口美和子がこれを補助した。

 本書の編集は、長橋至・名和達朗が担当し、全体については佐々木洋治が総括した。



目

次

 1調査の経緯

 調査にいたるまでの経過……………・・…・…………・……………………・…・…………1

 調査の経過……一…………・……………・・…・………・・………・……・…………・・………2

 "遺跡の概観

 遺跡の立地と環境………………・・…・・……………・・……・……………………………・・4

 遺跡の層序…・・……………・…………・……・・……………・…・・……・………・…・………6

 遺構と遺物の分布……・…………・・………・………・・…………・……・………・・………・・10

 "1遺構

 建物跡・………………・…………・……・・……・…………・・…………一……・……・………12

 木杭群………・・………・……・…………………・…………・……………・…・・……………30

 1V遺物

 土器……………………・……・………・……・・…………・……………・・…・…・・………32

 土製品・石製品・古銭…………・……・………・………・・一………………・………・……47

 木製品………………・・………・………'●…'…………'…'"………………'………●……54

 自然遺物…一………………・…………・…・……・……・……・…・・……………・・…………62

 Vまとめと課題

 遺構について……・・………・…………・・……・………………一・・…………・……・………82

 遺物について…………・……・・………………・…………………・…・……・………・・……83

1
2

3
1

2
3

4

 附編一1

 附編一2

1
1
1

 表一1

 表一2

 表一3

 表一4

 西沼田遺跡の立地した地形・地質………………・・…………………・・……・・89

 西沼田遺跡出土建築材同定・種子分折報告……………・…・…・…・……・・…91

建築材同定

種子同定

 土器(土師器)観察表…………・……・・…………・…・…・…………・……・・……74

 土器(須恵器)観察表・・……………一・・………………・・…・……・………・・……77

 土製品・石製品観察表………………一・……………・・…・…・……………・・…77

 木製品観察表…………・……・一………………・・…………・……・・…・………・・80



挿図目次

 第1図遺跡全体図………………………3

 第2図遺跡位置図…………・……・・……5

 第3図土層断面図(1)……・…・……・…7

 第4図土層断面図(2)…………一…・…8

 第5図土層断面図(3)………・…・…・…9

 第6図遺構分布図……………・…・・……11

 第7図1号建物跡……一…………・……13

 第8図2号建物跡………………一・……15

 第9図3号建物跡……………一・・……17

 第10図4号建物跡…・…………・…・……19

 第11図5号建物跡………………一・……21

 第12図6号建物跡………一………・……22

 第13図7号建物跡………………一・……23

 第14図8号建物跡………・…一…・……24

 第15図9号建物跡………一………・……25

 第16図10号建物跡・……∵…………・・…・26

 第17図11号建物跡………………一・……27

 第18図12号建物跡……………・…・・……28

 第19図13号建物跡………………一・……29

 第20図木杭断面図…………・……・・……31

 第21図土器実測図(1)…・・…………・…33

 第22図土器実測図(2)…・……………・・35

 第23図土器実測図(3)……・…………・・37

 第24図土器実測図(4)………・……・・…38

 第25図土器実測図(5)…………………39

 第26図土器実測図(6)……………一・…40

 第27図土器実測図(7)……………一・・41

 第28図土器実測図(8)・………・……・…42

 第29図土器実測図(9)…………………43

 第30図

 第31図

 第32図

 第33図

 第34図

 第35図

 第36図

 第37図

 第38図

 第39図

 第40図

 第41図

 第42図

 第43図

 第44図

 第45図

 第46図

 第47図

 第48図

 第49図

 第50図

 第51図

 第52図

 第53図

 附図1

 附図2

 附図3

 土器実測図(10)…………・…・・…44

 土器実測図(11)…………………45

 土器実測図(12)…………・…・…・46

 土製品実測図……………………48

 土製品・石製品実測図(1)

 古銭・・………………・……………49

 土製品・石製品実測図(2)……50

 石製品実測図(1)…・…………・・51

 石製品実測図(2)………………52

 石製品実測図(3)・…………・…・53

 木製品実測図(1)………………55

 木製品実測図(2)………………57

 木製品実測図(3)………………59

 木製品実測図(4)………………61

 木製品実測図(5)………………63

 木製品実測図(6)………………64

 木製品実測図(7)………………65

 木製品実測図(8)………………66

 木製品実測図(9)………………67

 木製品実測図(10)…………・…・・68

 木製品実測図(11)……・………・・69

 木製品実測図(12)…………・…・・70

 木製品実測図(13)…一………・・71

 木製品実測図(14)………………72

 木製品実測図(15)……・………・・73

 遺構全体図(1)

 遺構全体図(2)

 遺構全体図(3)



図版

 巻頭図版1木材群検出状況(北から)

 巻頭図版21号建物跡

 巻頭図版3土器出土状況

木材群出土状況

 巻頭図版4鋤(RW224)

 鎌(RW604)

 図版1遺跡全景(北から)

 遺跡全景(北西から)

 図版2遺跡遠景(南西から)

 遺跡近景(南西から)

 図版3遺跡近景(精査区南西から)

 調査風景(1)

 図版4調査風景(2)調査風景(3)

 図版5土層断面(26-39G)

 土層断面(27-39G)

 図版6調査状況(1)

 図版7調査状況(2)

 図版81号建物跡調査状況1号建物跡

 図版97・13・14号建物跡

 5・13・14号建物跡

 図版105号建物跡(1)

 図版115号建物跡(2)

 図版12木材群検出状況(1)

 図版13木材群検出状況(2)

 図版146・11号建物跡

 2・8・9・10・12号建物跡

 図版152・8・12号建物跡調査状況

 2・8・12号建物跡

目

 図版16

 図版17

 図版18

 図版19

 図版20

 図版21

 図版22

 図版23

 図版24

 図版25

 図版26

 図版27

 図版28

 図版29

 図版30

 図版31

 図版32

 図版33

 図版34

 図版35

 図版36

 図版37

 図版38

 図版39

 図版40

次

 2・8号建物跡9・10号建物跡

根太材検出状況

 30～39-35～37G調査状況

 (東から)

 30～39-35～37G調査状況

 (西から)

 42・43-50G調査状況

 44-54G調査状況

 1号建物跡木杭断面

 2号建物跡木杭断面

 3号建物跡木杭断面

 木杭断面(1)

 木杭断面(2)

 土器出土状況(1)

 土器出土状況(2)

 土器出土状況(3)

 土器出土状況(4)

 土器出土状況(5)

 土器出土状況(6)

 土製品・石製品出土状況(1)

 土製品・石製品出土状況(2)

 木製品出土状況(1)

 木製品出土状況(2)

 木製品出土状況(3)

 木製品出土状況(4)

 木製品出土状況(5)

 木製品出土状況(6)

 出土土器(1)

 出土土器(2)



 図版41

 図版42

 図版43

 図版44

 図版45

 図版46

 図版47

 図版48

 図版49

 図版50

 図版51

 図版52

 図版53

 図版54

 出土土器(3)

 出土土器(4)

 出土土器(5)

 出土土器(6)

 出土土器(7)

 出土土器(8)

 出土土器(9)

 出土土器(10)

 出土土器(11)

 出土土器(12)

 出土土器(13)

 出土土器(14)

 小形土器・土鈴・小玉

 土製品・石製品・古銭

 図版55

 図版56

 図版57

 図版58

 図版59

 図版60

 図版61

 図版62

 図版63

 図版64

 図版65

 図版66

 図版67

 図版68

石製品

 木製品(1)

 木製品(2)

 木製品(3)

 木製品(4)

 木製品(5)

 木製品(6)

 木製品(7)

 木製品(8)

 木製品(9)

 木製品(10)

 木製品(11)

 木製品(12)

 木製品(13)



 Ⅰ調査の経緯

 1調査にいたるまでの経過

 天童市には、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)として114ヶ所の遺跡が、「山形県遺跡地図」(昭和

 53年・山形県教育委員会編)に登録されている。 近では、67国体用地内において新規に発

 見された荒谷原遺跡のように、未発見の遺跡も多いと思われる。県内の各地域についても

 同様のことがいえる。

 それらを踏まえ、山形県教育委員会では、開発事業等に伴う埋蔵文化財の保護について

 円滑化を図るため、各種開発事業等の計画策定段階において事前に調査と協議を十分に行

 うことの必要性から、毎年次年度以降の埋蔵文化財包蔵地に係る各種の事業計画について、

 関係機関への照会を行ない、遺跡に係るか、ないしは隣接する事業や遺跡地図に登録され

 ている周知の遺跡に係らない場合でも、大規模な開発事業(ダム・バイパス建設等)につい

 ては、必要に応じ聴取りを実施している。

 昭和59年9月上旬に農地建設課と行なった聴取りの中で、西沼田遺跡は、昭和60年度県

 営圃場整備事業・三郷堰地区に係ることが予測された。県教委では、昭和59年9月18日に

 遺跡詳細分布調査(分布調査)による現地確認調査を行ない、沼田排水路東側の水田畦畔及

 び用水堰沿いに遺物の散布することを確認した。そこで同年10月1・2日事業地区内につ

 いて試掘調査を実施し、遺跡の範囲・遺物包含層の状況等について検討・確認を行なった。

 調査は、現地確認調査の結果を踏まえ、約1×1mの大きさの坪掘り区を水田区画単位

 に1～2ヶ所入れ、全部で52ヶ所について実施した。当初、電力鉄塔の南側から東西に掘

 り進めていったところ、遺物の検出がみとめられなかったので、用水堰に沿って南北に進

 めていった結果、多量の土器群が確認され、さらにその東西の範囲からも土器が検出され、

 全体で15ヶ所の地点から遺物がみとめられた。深さは、約40cm前後で、浅い地点では水田

 耕作土下である。範囲は、東西220m・南北150m、約33,000㎡の面積が考えられた。遺物

 はほとんどが土師器であり、その特徴から時期的には、古墳時代後半～奈良時代前半頃の

 集落跡であることが検討された。

 以上の調査内容に基づいて、昭和59年度末、及び昭和60年度当初に、県教育委員会・山

 形平野土地改良事務所・三郷堰土地改良区・東南村山教育事務所・天童市教育委員会の関

 係機関による事前協議を重ねた結果、それぞれの理解の基に山形県教育委員会が主体とな

 り、昭和60年4月16日から緊急発掘調査を実施し、西沼田遺跡の記録保存を図るはこびと

 なったものである。
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 2調査の経過(第1図)

 調査は、まず対象地区内に3x3mを一単位とするグリッドの設定から開始した。基線

 は、現況畦畔の方向に合わせ、南北方向をY軸・東西方向をX軸に決定し、Y軸の方向は

 N-10°50'一Wである。

 次に、グリッドを基準とするトレンチ調査に入り、1～2×6～9mの大きさで15～30

 mの間隔で、東西・南北方向に調査を進めていった。調査区の中央付近から一括土器をは

 じめまとまった遺物が確認され、周辺部は青灰色粘土や砂層が堆積し遺物も希薄になるこ

 とが観察された。

 そこで調査区の中央部の東西60×南北75mの範囲を精査区とし、重機による拡張を行な

 った。作業は、遺物包含層の深さに合わせ水田耕作土から床土までにほぼ留め、5月9日

 ～5月28日までの延5日間に亘った。

 後は、手掘りで順次掘り下げながら、面精査を継続していく作業に入り、中でも重機拡

 張区の中央東側30×30mの範囲が、水田面下約15cm前後の浅い所から遺物がみとめられた

 ことから、その区域を中心に進めていった。精査区が広がるにつれて、完形土器を含む土

 器群に伴って、木製農耕具や木杭・木材群が多数出土し始め、さらにその土層の中からは

 モミやクルミ等の植物種子も確認され、予想を越える内容をもつ遺跡であることが明らか

 になっていった。木杭は、一部について半截して掘り下げ、セクション観察を行なったと

 ころ掘り方等はみとめられず、打ち込みによるものであることが把握された。遺構につい

 ては、宮本長二郎氏(国立奈良文化財研究所遺構調査室長)の調査指導による木杭・木材群

 の検討から、それらは建物跡を構成するものであることが確認された。

 なお、6月2日と7月12日の2回に亘り、県職員2部研修として調査の体験学習が行な

 われた。

 調査の半ばからは、精査区北側の方に入る。東西に1.5m幅のトレンチを入れ、遺構・遺

 物の検出と遺跡範囲の把握と併行して進めた。その結果、調査区中央付近に土器及び木材

 群がまとまって出土したので、北側へ4.5×30m程拡張を行なったが、建物跡等については

 確認できなかった。その後、遺跡範囲については、木杭・木材群の広がりに重点を置き、

 南北方向及び精査区の周辺にトレンチを新たに追加して調査を進めていった。

 8月2日には、現地説明会を行ない、地元から多数の参加者があった。さらに、調査の

 まとめとして10月5日に現地報告会を開催し、広く県内外に調査の成果を発表した。

 終的には、全体の写真撮影・実測・レベルの記録・調査区の埋戻しを行なった。

 なお、遺跡については、地元ならびに三郷堰土地改良区・山形平野土地改良事務所・天

 童市教育委員会の理解と協力により、圃場整備事業地区から除外し保存が図られている。
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 II遺跡の概観

 1遺跡の立地と環境(第2図図版1・2)

 山形盆地を北流する 上川は、天童市の西の境界をなし、須川や寒河江川などを合わせ、

 蛇行しナがら盆地の西寄りを流れている。東部の脊梁山地には、北から船形山・面白山・

 神宝岳・雁戸山など標高1,300～1,500mの火山が連なり、南の蔵王連峰へと続いている。

 これらの山地から流下する河川はほとんど西へ流れ、勾配も急で増水時の土砂の流出が

 いちじるしく、平地に出たところで乱川や立谷川などの広大な扇状地を形成している。

 乱川扇状地は乱川とその支流の押切川、それに白水川・村山野川との複合扇状地で、半

 径10～11㎞もある。山形盆地 大の扇状地で、扇頂と扇央の高度差は150mに達する。この

 扇状地は、一般に上流側で開析が進み段丘化しているが、下流ではより下位の面と交叉す

 るなどして、開析扇状地の形態は明らかでなくなる。

 立谷川扇状地は立谷川と高瀬川の複合扇状地で、半径6㎞の扇形を描き、扇頂と扇端の

 高度差は120mに達する。勾配は乱川扇状地よりわずかに急であるが、馬見ヶ崎川扇状地に

 較べるとやや緩やかである。天童市域はそのうちの北半部にあたる。

 扇状地の前面には、微細な堆積物からなる扇状地前縁部が広がり、三角形状の河間低地

 (天童低地)となる。 上川氾濫原との境は、 上川の側方侵蝕による崖線で画される。

 上川は東側から押し出した乱川扇状地によって西方へ押しやられているようにもみえるが、

 実際は乱川扇状地をはじめ、盆地床を浅く刻み込み、側方侵蝕によって曲流帯を広げてい

 る。河道の変化とともに自然堤防、旧流路、後背湿地の三者は互いに入り組み複雑な分布

 を示す。

 西沼田遺跡は、天童市西方の矢野目地区から蔵増地区へ至る県道の西側に位置し、標高

 は約90mを測る。立地は乱川扇状地、立谷川扇状地、 上氾濫原の三者に囲まれた三角形

 状の天童低地で、性格的には扇状地前縁部にあたる。遺跡付近は南西方向へ向けて舌状の

 微高地となっており、すぐ西側に 上川によって作られた後背湿地を控えている。遺跡の

 北東約400mを蛇行する倉津川は急流で、大雨時は容易に出水して冠水・浸水の害を与えて

 きている。

 天童市には114ヶ所の遺跡が登録されている。天童市周辺の地形分類からいえば、これら

 の遺跡は立谷川扇状地上に多く立地している。縄文時代の古い時期(前期)の遺跡は扇状地

 扇端部およびそれを望む地域に立地し、中期になると扇央部または扇端部に集中する。縄

 文時代後・晩期の遺跡は扇状地前縁部や後背湿地小丘地域に立地する。古墳時代になると、

 扇状地扇端部ないし前縁部に立地し、平安時代から鎌倉時代には扇央部付近に位置する。
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 また同時に、鎌倉時代から江戸時代にかけての遺跡は、扇端部や扇央部を縦走する通称「横

 街道」の周辺に生活を営んでいる。

 西沼田遺跡の周辺には、願正壇遺跡・矢口遺跡・塚野目A遺跡・塚野目B遺跡・小矢野

 目遺跡など古墳時代から平安時代にかけての遺跡がいくつか存在する。この中で願正壇遺

 跡は、昭和58年度に県教育委員会が同じ県営圃場整備事業に関連して発掘調査を行ない、

 多量の土器と木杭数本を検出している。時期は古墳時代後期を主とするもので、西沼田遺

 跡に近い時期の遺跡といえる。

 また、矢口遺跡と塚野目A遺跡および地蔵池A遺跡からは、縄文時代終末から弥生時代

 にかけての竪穴住居跡や遺物が発見されており、本遺跡周辺で水稲農耕が開始された時期

 がかなり早かったことをうかがわせる。

 さらに、天童市全域を見わたした場合、古墳時代の集落跡として中里B遺跡、古墳とし

 て上遠矢塚古墳・下遠矢塚古墳・原町古墳・衙守塚古墳などがあり、水稲農耕を基盤とし

 た経済社会の発達と、在地有力首長の成立が知られる。これらはほとんどが扇状地前縁部

 に立地しており、低湿地を利用した水稲農耕と密接な関係を持つものであろう。

 2遺跡の層序(第3～5図図版5)

 西沼田遺跡の調査対象地区は、東西225m、南北210mの計47,250㎡におよぶ。遺跡は巨

 視的には南東から北西方向にかけて緩やかな傾斜を示すが、詳細には微高地や沢の存在も

 想定され入り組んだ地形を示す。また、上面の削平や撹乱も認められるが、これは以前の

 耕地整理によるものと思われる。

 表層の地質は、 上川の河間低地にあたることから砂および粘質土を主体とし、基盤と

 なる花南岩質岩石は、矢野目の西方で地下190mに達する。遺跡の生活面付近の層序は、掘

 立柱建物跡を検出した中央区の土層断面観察をもとに大きく6層に分けられる。

 第Ⅰ層は褐色の耕作土、第II層は砂を少量含んだ暗褐色粘質土で、第Ⅲ層は粘土や粗砂

 の無遺物層を挾んで数枚に細分される。第W層は茶褐色粘質土で、上面に薄い有機物層を

 堆積している。第V層は黒褐色～青灰色粘土、第VI層は青灰色粘土で、無遺物層である。

 中央区の第Ⅲ層はⅢ一5～Ⅲ-15の8層に細分され、遺物や炭化物を多く含む黒褐色粘

 質土と、遺物を微量含む灰褐色粘土の互層を呈する。一部に暗青灰色粗砂も堆積する。遺

 跡の北半部は、第II層の直上から粗砂の堆積がみられ、北にゆくにつれて厚くなる。

 遺物は第Ⅲ層から主に出土し、第II・IV層からも少量発見された。また建築部材はⅢ一

 13～Ⅲ-15層に多く検出され、木杭の上端は一部II層まで達する。
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 3遺構と遺物の分布(第1・6図)

 西沼田遺跡の遺構や遺物が分布する範囲は、坪掘り調査の内容を加味すると、東西220

 m、南北150mの総面積約33,000㎡という広大なものになる。遺構は、粗密を別にすれば遺

 跡のほぼ全域に分布するが、第1図の遺跡全体図でみれば、とくに60-50Gから20-10G

 に至る北東から南西にかけて斜方向に密に分布する。

 今回の調査で精査区とした30～39-21～29Gに相当する30m四方、計900㎡の範囲は、遺

 跡全体のほぼ中央部にあたる。この地域には多量の木杭と建築部材が検出され、12棟の掘

 立柱建物跡と倉庫1棟を確認している。竪穴住居やカマド等の遺構は認められない。

 建物の柱はすべて打ち込みによるもので、柱の掘り方は揺れ動かしに起因すると思われ

 る周囲1～2cmの土色変化を除いて検出されていない。

 つぎに遺構の分布状況について述べる。第6図は中央の精査区900㎡の遺構配置図であ

 る。建物の平面形は、ほぼ方形のものと長方形のものの2種がある。南北軸の方位は、真

 北に対し約20～30度西に傾くものが多いが、子細にみれば各建物毎に若干の異なりを示す。

 建物跡は、調査区の南西隅を除き、ほぼ全面に検出された。このうち4号建物跡と13号建

 物跡、9号建物跡と12号建物跡、6号建物跡と11号建物跡の3例に重複が認められる。他

 に直接重複関係がなくとも、配置関係から同一時期とは考えられない建物跡も多く、西沼

 田遺跡で発掘段階での切り合い関係の観察は、建物自体の把握とともに、もっとも苦慮し

 たところである。

 また遺跡中央やや北寄りの31～39-35～37グリッドおよび各坪掘り区からも、打ち込み

 杭ないし壁材の一部と思われるものが検出されているが、今後の遺跡保存を考慮して、発

 掘調査を 小限におさえたため、建物の全体的な把握は不明である。

 建物跡は、第II層をわずかに剥いだ段階で木杭の頂端が表われ、第且1層上部では土器は

 多いが建築部材の出土は比較的少ない。逆に第Ⅲ層下部からは建築部材が多く出土し、土

 器等の遺物が少ない傾向を示す。

 後に遺物の分布状況について述べる。西沼田遺跡から出土した遺物は、整理箱にして

 約650箱を数える。そのうち土器が約500箱、鋤・鎌・竪杵などの木製品および種子類が約

 150箱である。場所的には建物跡を集中して検出した中央部からもっとも多く出土し、周辺

 にゆくほど希薄になる傾向を示す。

 土器や木製品などの遺物は、出土層位から(1)耕作土直下から出土するもの、(2)第Ⅲ層上

 部から出土するもの、(3)第Ⅲ層下部から出土するものの三つに大別されるが、これも建物

 跡が集中して検出された遺跡の中央部付近についてのみ言えることであって、遺跡北東部

 ではむしろ第Ⅳ層直上からまとまって出土する例が多い。
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 III遺構

 1建物跡

 今回の調査で検出された建物跡は、確実なもので掘立柱建物跡12棟、倉庫跡1棟の計13

 棟である。すべて遺跡中央部の精査区から検出されたもので、以下1号建物跡から順にそ

 の内容について記述する。なお建物跡の一部を為すと考えられる木杭群については、別に

 第2節に稿を起こして述べる。

 1号建物跡(第7図)

 精査区南西部31～33-22～25グリッド第Ⅳ層上面で確認された桁行4間、梁間4～5問

 の不整方形の建物跡である。柱の配置も一直線上には乗らない。建物跡の南半部が断面観

 察用のベルトにかかったため、柱の一部は未検出である。

 建物の規模は、桁行長が西面で4.5m、東面で推定4.7m、梁間長が北面で4.6m、南面で

 推定4.7mを測る。本建物跡の主軸方向は、磁北を基準としてN-37°一Wである。

 桁行・梁間の柱間寸法が0.6～1.3mまで様々で一定せず、1.0～1.2mの狭い柱間が多い。

 柱材は直径は8～15㎝と細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。北面梁間をトレンチ状

 に探掘りして柱材の検出状況を確認したものが第20図である。柱はすべて地面に打ち込ま

 れた状態で残存し、下端部を尖らせたものと思われる。柱の地中深さは1.3mを測る。

 側柱筋と平行して長さ0.3～3.2mの細い丸太材が多く遺存していることから、柱と柱の

 間に立て並べた壁材ないし壁木舞の可能性がある。建物跡の西半部に幅2.Om、長さ4.Om

 の長方形に枠を組み、その中に細い丸太材を密に敷きつめた場所がある。擢状の木製品も

 転用材として使われており、それらの下に厚さ10㎝ほどの籾穀が堆積していることから、

 転し根太ないし板敷き床として使われたものと思われる。南面中央の柱筋とほぼ一致する

 ことから、この部分を入口、入口を入って左手を低い板敷き床、右手を土間と考えること

 もできる。

 遺物は、本建物跡の上面約10㎝から多く出土し、床面付近からのものは少ない。特徴的

 なものとして、転し根太様の細い丸太列のやや上面から箱状木製品と内面に黒色化処理を

 施した土師器坏、建物跡の南西約1mから須恵器蓋が出土している。

 2号建物跡(第8図)

 精査区中央東寄り37～39-24～26G第IV層上面で確認された桁行5間、梁間5間の南北
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 棟である。柱はやや不規則でく平面形は長方形を呈する。主軸方向は、N-29°-Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が西面で4.7m、東面で4.6m、梁間長が北面で4.1m、南面で4.O

 mを測る。桁行・梁間ともに柱間寸法が0.6～1.8mまでで、0.8～1.3mの狭い柱間が多い。

 柱材は直径8～17㎝と細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。北面梁間をトレンチ状

 に深掘りして柱材の検出状況を確認したものが第20図である。柱はすべて地面に打ち込ま

 れた状態で残存し、下端部を尖らせたものと思われる。柱の地中深さは0.7～1.7mを測る。

 二面に側柱筋と並行して長さ0.6～1.5mの細い丸太材が遺存していることから、柱と柱

 間に立て並べた壁材の可能性がある。床面近くからの顕著な遺物の出土は認められない。

 3号建物跡(第9図)

 精査区中央北寄り34～37-27～29G第IV層上面で確認された桁行推定5問、梁間4間の

 不整方形の建物跡である。建物跡の中央部が断面観察用のベルトにかかったため、柱の一

 部は未検出である。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-25°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が北面で6.0m、南面で5.6m、梁間長か東面で5.4m、西面で5.2

 mを測る。桁行・梁間ともに柱間寸法が0.6～2.8mまでで、1.3～1.5mの狭い柱間が多い。

 柱材は直径7～13ｃｍと細く、断面が円形を呈する。東面梁間を深掘りして柱材の検出状

 況を確認したものが第20図である。柱はすべて地面に打ち込まれた状態で残存し、下端部

 をすべて尖らせたものと思われる。柱の地中深さは2.5mを測る。

 西面に側柱筋と直交して長さ1.1～1.8mの細い丸太材が遺存していることから、柱と柱

 間に立て並べた壁材の可能性がある。また建物跡東半には青灰色粘土の堆積がみられる。

 遺物は、建物跡中央西寄りから方形の石製模造品1点と土師器坏・高坏等が出土した。

 4号建物跡(第10図)

 精査区北西部31～34-27～29G第IV層上面で確認された桁行6間、梁間2間の東西棟で

 ある。柱はやや不規則で不整の長方形を呈する。建物跡中央から西半にかけて13号建物跡

 と重複するが、部材の遺存状況からみて、4号建物跡が古くなる可能性が高い。

 建物の規模は、桁行長が北・南面とも9.2m、梁間長か東面で4.5m、西面で4.1mを測

 る。桁行・梁間ともに柱間寸法が0.7～2.6mまで様々で、桁行は0.9～1.4m、梁間は1.8～

 2.4mの間尺が多い。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-230-Wとなる。

 柱材は直径10～20㎝とやや太く、断面は円形を呈する。西面と北面に側柱筋と平行して

 長さ0.7～2.1mの細い丸太材が遺存していることから、壁材の可能性がある。遺物は建物

 の10ｃｍ程上層から土器が多く出土するが床面付近からは少ない。板材は多く認められる。
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 5号建物跡(第11図)

 精査区北西隅32・33-29・30G第IV層上面で確認された桁行4問、梁間3間の方形の建

 物跡である。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-25°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行・梁間長とも3.1mを測る。桁行・梁間ともに柱間寸法が0・5～1・6m

 まで様々で、0.5～1.0mの狭い柱間が多い。柱材は直径6～16cmと細く、断面は円形ない

 し楕円形を呈する。柱の掘り方は認められず、すべて打ち込みによるものと思われる。

 側柱筋に平行ないし直交して長さ0.7～1.3mの細い丸太材が遺存していることから、柱

 と柱間に立て並べた壁材の可能性がある。建物跡の中ではもっとも保存状況が良い。

 遺物は床面近くから、土師器坏や高坏および木製鋤・馬具・こも編みの台と思われるも

 のなどが出土しており、量的にもまとまっている。

 6号建物跡(第12図)

 精査区中央南寄り35～38-22～25G第IV層上面で確認された桁行5間、梁間推定3間の

 南北棟である。建物跡の中央部が断面観察用のベルトにかかったため、柱の一部は未検出

 である。建物跡の東南隅で11号建物跡と重複しているが、部材の遺存状況からみて本建物

 が古くなる可能性が高い。主軸方向は、磁北を基準としてN-29°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が東面で8.3m、梁行長が北面で5.2mを測る。桁行・梁間ともに

 柱間寸法が1.2～2.1mまで様々で、2.Om前後の柱間が多い。柱材は打ち込みによる。

 建物の中央に、幅20㎝、長さ160㎝、厚さ5cm前後の板材が敷き並べられており、その北

 端は柄穴に杭を打ち込んで固定してあった。遺物は土師器圷が部材間から出土している。

 7号建物跡(第13図)

 精査区中央西寄り32～34-25～27G第IV層上面で確認された2間四方の倉庫跡である。

 柱の配置は一直線上に乗らず、平面は不整方形を呈する。主軸方向はN-26°一Wとなる。

 建物の規模は、北面と東面の長さがともに3.6mを測る。南面と西面の長さは、それぞれ

 3.0m、3.2mとなるが、南西隅の柱がなお検討を有するため定かでない点がある。

 桁行・梁間ともに柱間寸法が1.3～2.0mまで様々で一定しないが、1.8m前後の柱間が多

 い。柱材は18～24㎝と太く、断面が円形ないし楕円形を呈する。柱の掘り方は認められず、

 すべて地面に打ち込んだものと思われる。

 床上部の構造については不明な点が多いが、この倉庫跡周辺に長さ1mほどの板材が多

 く散在しているので、柱間に縦板または横板張りとする板倉であったようである。

 遺物は、この周辺から小形手づくね土器や木製矢などが出土している。
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 8号建物跡(第14図)

 調査区東端38・39-25・26G第IV層上面で確認された桁行推定四間、梁間2間の東西棟

 である。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-27°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が北面で5.4m、南面で5.2m、梁間長が東面で3.2m、西面で3.3

 mを測る。桁行・梁間とも柱間寸法が1.3～2.7mまで様々であるが、桁行は1.3m、梁間は

 1.6m前後を基本とする。

 柱材は直径8～13cmと細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。建物跡中央に間仕切り

 と思われる柱根と壁材が検出されており、その西側に長さ1.1mの根太材が敷かれているこ

 とから、建物跡西半を板敷き床、東半を土間と考えることもできる。また建物跡東半には

 厚さ5cm前後の盛土の痕跡が認められる。

 9号建物跡(第15図)

 調査区北東部35～38-26～30G第IV層上面で確認された桁行4間、梁間2間の南北棟で、

 南端で12号建物跡と重複する。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-39°-Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が東面で9.0m、西面で8.8m、梁間長が北面で4.2m、南面で4.3

 mを測る。柱の配置はやや不規則で、一直線上には乗らない。桁行・梁間とも柱間寸法が

 1.0～3.1mまで様々であるが、1.7～2.5mのものが多い。

 柱材は直径6～16㎝と細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。建物跡の北東隅と中央

 やや南寄りに、長さ0.8～1.5mの細い丸太材が密集して検出された箇所があり、柱と柱の

 間に立て並べた壁材ないし壁木舞の可能性がある。

 遺物は、床面近くから土師器と木製鋤の柄などが出土している。

 10号建物跡(第16図)

 調査区北東隅37～39-27～30G第W層上面で確認された桁行4間、梁間推定3問の南北

 棟である。南北主軸の方向は、磁北を基準としてN-28。一Wとなる。

 建物の規模は、南西隅柱が未検出であるが、推定で東面桁行6.0m、西面桁行長6.4m、

 北面梁間長4.9m、南面梁間長4.7mを測る。柱間寸法は桁行・梁間とも1.0～2.0mまで様々

 であるが、1.3～1.9mのものが多い。

 柱材は直径8～13㎝と細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。柱はすべて地面に打ち

 込まれた状態で残存し、下端部を尖らせたものと思われる。建物跡中央付近に長さ2.9～5.4

 mの細長い丸太材が交叉して遺存しており、屋根等の構造を考える上で貴重な資料となる。

 遺物は、床面近くから須恵器把手付壌が出土している。
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 11号建物跡(第17図)

 調査区東南隅36～39-21～24G第IV層上面で確認された桁行推定5間、梁間推定3間の

 南北棟である。北西隅で6号建物跡と重複する。南北主軸の方向は、N-32°一Wとなる。

 建物の規模は、北西隅の柱が未検出であるが、推定で桁行東面長8.8m、同西面9.0m、

 梁間北面長6.6m、同南面6.0mを測る。柱間寸法は桁行・梁間とも1.0～2.5mまで様々で

 あるが、2.3～2.6mのものが多い。

 柱材は直径8～13㎝と細く、断面が円形ないし楕円形を呈する。柱はすべて地面に打ち

 込まれた状態で残存し、下端部を尖らせたものと思われる。建物跡の西面桁行に並行して、

 幅10～30㎝、長さ1.5m前後の丸太材ないし板材を密に敷きつめた場所があり、それらの下

 に厚さ10㎝ほどの籾殻が堆積していることから、転し根太ないし板敷き床の存在が想定さ

 れる。遺物は床面近くから土師器圷および木製鋤などが出土している。

 12号建物跡(第18図)

 調査区中央東寄り35～39-25～27G第IV層上面で確認された桁行5間、梁間2問の東西

 棟である。北東部で9号建物跡と重複している。南北主軸の方向は、N-24°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が南・北両面とも7.7m、梁間長が東面で3.1m、西面で3.2mを測

 る。柱間寸法は桁行・梁間とも0.8～1.8mまで様々であるが、1.3～1.8mのものが多い。

 柱材は直径10～17cmとやや太く、断面が円形ないし楕円形を呈する。

 建物跡の西半に長さ1.3m前後の細い丸太材が密集して検出されたが、子細にみれば側柱

 筋および中央の間仕切りに添った分布状況を呈する。本建物跡と5号建物跡は、建築部材

 の遺存状況がもっとも良好であり、今後の建築学的な調査が待たれる。

 13号建物跡(第19図)

 調査区北西部30～32-27～29G第IV層上面で確認された桁行4間、梁間3問の不整長方

 形の建物跡である。建物跡のほぼ全体が4号建物跡と重複する。南北主軸の方向は、磁北

 を基準としてN-24°一Wとなる。

 建物の規模は、桁行長が北面で5.2m、南面で5.4m、梁間長が東面で4.6m、西面で4.5

 mを測る。柱の配置はやや不規則で、一直線上には乗らない。柱間寸法は桁行・梁間とも

 0.9～2.7mまで様々であるが、1.4～1.8mのものが多い。

 柱材は直径が10～18㎝とやや太く、断面が円形ないし略円形を呈する。側柱筋に添って

 長さ1.4m前後の丸太材ないし板材が残っており、三叉状の部材も2点存在する。
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 遺物は、床面のやや上から土師器と鋤・矢等の木製品が多く出土している。

 2木杭群(第20図図版23・24)

 西沼田遺跡の遺構の特徴は、建築部材とくに木杭が良く残っていることであり、前節で

 述べた建物跡を構成する柱根以外にも多くの木杭が存在する。トレンチによる部分的な確

 認ではあるが、数の粗密を別にすれば遺跡のほぼ全域に分布するといってよい。ただし、

 上層の調査で止めたこともあって、中央の精査区以外には明確な建物跡は認められていな

 い。これらの中には木杭が1.0～1.5m間隔で数本並ぶものもあり、ほとんどが建物跡を構

 成する柱材と考えられる。

 第20図に木杭の断面を深掘りして観察したものを図示した。すべて打ち込みによるもの

 で、柱の掘り方はみられない。柱の地中深さは、1.2mくらいのものと0.5mくらいのもの

 の二種類に大別される。深いものは下端部を手斧等を使って尖らせているものが多い。浅

 いものは下端部の加工が明瞭でないものもあり、建物跡の側柱筋から20～70cmほど離れて

 並行に分布するものがいくつかみられることから、棟通りの柱材とは異なった用途を考え

 ることができよう。

 柱材の太さは直径12～15㎝のものが多く、全般的に細い。柱材の樹種については後述す

 るように、クヌギ・クリ・カエデ・コナラ・キハダと重硬な材が多く、また耐朽性に優れ

 るものが使われている。

 SB1木杭断面31暗褐色粘土(有機物を含む)

 1:茶褐色粘土(有機物含む)4:暗褐色粘土(有機物を上面に堆積する。3よりも暗い色謂)

 2:暗褐色粘土(〃)5:暗褐色粘土(有機物を多量に含む)

 3:茶褐色粘土(明るい色調)6:暗褐色粘土(有機物を含み、やや褐色度が強い)

 SB2木杭断面7:暗褐色粘土(〃、6より明るい色調)

 1:黒褐色粘土8:暗褐色粘土(〃、やや灰色味をもつ)

 2:茶褐色粘土9:黒褐色粘土(〃')

 3:暗褐色粘土10:暗褐色粘土(〃、やや暗い色調)

 4:茶褐色粘土11:茶褐色粘土(〃)

 5:黒色粘土12:灰褐色粘土(〃、中央に青灰色粘土を薄く堆積する)

 6:暗茶褐色粘土13:青灰色粘土(〃)

 7二青灰色粘土14:青灰色粘土(〃灰色度が強い)

 SB3木杭断面15:青灰色シルト(細砂含む)

 1:青灰色粘土(上面に有機物堆積)EP50木杭断面

 2:茶褐色粘土1:黒褐色粘質土(小石・砂を含む)

 3:黒褐色粘土2:有撮物層(有機物を薄く堆積する】

 4:茶褐色粘土3:暗褐色粘質土(〃含む)

 5:暗褐色粘土4:暗褐色粘土(〃多量に含み、3より褐色度が強い)

 6:黒色粘土5:黒褐色粘土(〃小量含む)

 7:黒褐色粘土6:茶褐色粘土(〃)

 8:灰白色粘土7:黒褐色粘土(〃、5よりも黒い色調)

 9:黒褐色粘土8:茶褐色粘土(〃多量に含み、褐色度が強い)

 10:青灰色粘土9:灰褐色粘土(〃含む)

 EP51木杭断面10:茶褐色粘土(〃、6よりも暗い色調)

 1:黄褐色粘土(焼土粒を含む)11:青灰色粘土(細砂を含む)

 2:有機物層(土器を含む)12:青灰色粘土(粗砂を多量に含む)
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 lV遺物

 西沼田遺跡から出土した遺物は、整理箱にして約650箱を数える。このうち土器が約500

 箱、鋤・竪杵などの木製品および種子類が約150箱である。膨大な量のため、ここではその

 概要を記すに留める。

 1土器

 土器は、土師器と須恵器の二つに大別される。土師器の量が圧倒的に多く、須恵器は全

 体の数パーセント程度の比率である。建物跡との共伴関係について直接的には把握できな

 かったが、各建物跡の検出範囲である、30～39-21～30Gの土器を主として取り扱った。

 (1)土師器(第21図～第31図表一1図版39～52)

 坏(A)、高坏(B)、壺(C)、醒(D)、甕(E)、1甑(F)の器種に分けられる。

 圷(A)、口縁・底部形態により細分する。

 A1類:平底で、体部は丸味を呈して立上がり上半部で緩やかに内蛮するもの。全体に

 '身の高い大ぶりな土器である。

 A2類:平底で、体部は直線的に立上がり、上半部から口縁部がくの字形に折れて、端

 部で直立するもの。

 A3類:平底で、やや丸味を呈する体部から口縁部が短く外反するもの。頸部のくびれ

 部には、稜を形成する。

 A4類:平底で、体部は内蛮気味に立上がり、口縁部が直立するもの。底径が小さく、

 器の深いもの(第26図5)と底径がやや大きく、浅いもの(第27図4)がある。

 A5類:平底で、体部中位前後から直線的に開くもの。底部外周には、短いくびれをも

 つもの(第24図1・第25図4)もみとめられる。

 A6類:丸底で、口縁部にかけて内蛮するもの。全体に半球形状に仕上げている。目縁

 端部は、細身を呈する。

 A7類:丸底から緩やかに立ち上がり、口縁部はそのまま外傾するもの、端部は若干外

 反して開く。

 A8類:丸底で、前類に似た体部形態である。口縁部は、体部上半から短い外半を示す

 もの。外反部に対応して内面屈曲部に稜を形成するものが多い。

 A9類:丸底で、丸く立上がる体部中位前後から、口縁部が直立するもの。その変換位

 置には、くびれて稜をもつもの(第27図16)、大形の器形のもの(第27図22)が含

 まれる。
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 A10類:丸底で、前類に類似する形態であるが、体部中位前後から口縁部が内蛮後、外

 反するもの。そのため、体部との境に稜を形成する特徴をもつ。また、それに

 対応して内面に屈曲するくびれを呈する。

 A11類:丸底で、底部外周の上位に稜を形成し、そこから口縁部が直線的に大きく外傾

 するもの。口縁部も体部に比べて長く、底部も比較的平坦である。内面は、ほ

 とんどが黒色処理を施している。

 高坏(B)坏部・脚部形態により細分する。

 Bla類:坏・脚部とも円錐状に立上る。圷部は、直線的に外傾し、脚部は、少し外側へ

 丸く張って開くもの。

 Blb類:坏部は、直線的に開き円錐形を示すが、脚部は、棒状にのび、裾部はほぼ水平

 に近く広がるもの。脚部内面は、浅い山形の断面形態である。

 B2類:前類に類似するが、全体に小形で、圷部も浅い作りのもの。器台のような形態

 である。

 B3a類:坏部は、緩やかに内蛮して立上り、そのまま口縁部が外傾するもの。脚部は、

 短い棒状を呈し、裾部は小さく広がる。

 B3b類:前類に比して圷部が深く、脚部も体部から台状に開くもの。

 B4a類:坏部は、丸味を呈する体部から口縁部が緩やかに外反する。脚部は、体部から

 短く開くもの。

 B4b類:坏部は、前類に入るが、脚部は、棒状にのびて裾部が大きく開くもの。

 B5a類:坏部は、体部中位から口縁部が直立するもの。脚部は、円錐状に開き、短い。

 B5b類:坏部は、丸味を呈する体部から口縁部が直立し、端部で少し内蛮するもの。脚

 部は、山形状に開き、裾部がのびて端部が若干反り返り、内面は深く入り込み

 中空である。

 B6類:坏部は、半球形を示し、口縁部が内蛮気味に直立する。脚部は、裾部が短く台

 状に開くもの。

 B7a類:圷部の体部中位前後から、口縁部が外反するもの。変換位置に稜を形成するも

 のがおおい。脚部は、短く、内面は深く入り込み、やや中膨みを呈するもの(第

 29図7)もみとめられる。

 B7b類:脚部が前類に比して、棒状にのび裾部が山形状に開くもので、内面の入りも浅

 い。なお、(第29図4)は、頸部に鋸歯状の暗文を施している。

 B7c類:圷部・脚部とも円錐状に開き、その中位に明瞭な段を形成する。脚部内面も深

 く山形状に入り込み、全体にミガキが顕著である。
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 脚部のみの資料は、形態において次の様に分けられる。

 Ba類:体部から円錐状に開き、裾部の短いもの。内面の入りは、山形状に深いもの。

 Bb類:体部から短く棒状にのびて、裾部で大きく外反して開くもの。内面は、前類よ

 りも浅く入るもの。

 壺(C)口縁・体部・底部形態により細分する。

 C1a類:丸底で、体部は球形を呈し、口縁部は短く直立するもの。

 C1b類:丸底で、口縁部が直立するもの。前類よりも肩が張り、頸部も長い。

 C2a類:丸底で、前類より広口で、口縁部が緩やかに外反するもの。

 C2b類:丸底で、体部下半は急角度に立上り、口縁部がくの字形に外反するもの。

 C3a類:平底で、体部中位に 大径をもつ。口縁部が外反気味に直立するもの。

 C3b類:平底で、体部上位に 大径をもつ。口縁部がくの字形に外反するもの。

 C4類:丸底で、体部は偏平な球形を呈し、口縁部は直線的に開き、頸部も細く長い。

 C5類:底部は小さく突出し、体部は略球形で、頸部は直立して口縁部と外反する。

 醜(助体部形態により分類する。

 D1類:体部下半は、直線的に立上り、肩部に焼成前の穿孔をもつもの。

 D2類:体部は丸味をもち、底部も小さい。体部中位に焼成前の穿孔をもつもの。

 甕(E)口縁・体部形態により分類する。

 E1a類:器高の低い小形の土器。体部は直立し、口縁部がくの字形に外反するもの。

 E1b類:前類よりも長胴で、口縁部がやや緩やかに外反するもの。

 E2類:小形で、体部中位からやや内蛮して立上り、口縁部で直立するもの。

 E3類:体部は丸味を呈して立上り、口縁部は緩やかに外反し、 大径を示す。

 E4類:体部下半から底部外周が小さく突出し、体部はやや長胴で、口縁部はくの字形

 に大きく外反するもの。体部中位に 大径をもつ。

 口縁部資料では、次の様に分けられる。

 Ea類:体部から直線的に外反するもの。

 Eb類:頸部で直立し、口縁端でさらに外反するもの。

 1甑(F)孔及び口縁・体部形態により分類する。

 F1a類:単孔で、鉢状に開き、口縁部が外反する小形のもの。

 F1b類:無底で、前類に似た形態である。

 F2a類:無底で、体部が緩やかに立上り、E3類に似た形態で、大形のもの。

 F2b類:無底で、前類の特徴と、体部に把手を有するもの。
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 (2)須恵器(第32図1～8表一2図版52)

 蓋(A)、㈹、坏(B)、境(C)、臨(D)、甕(E)の器種に分けられる。

 蓋(A)天井部・口縁部形態により分けられる。

 A1類:やや偏平な天井部から口縁部が直立し、端部が鋭く内偵する。体部中位には稜

 をめぐらすもの。

 A2類:天井部に偏平な紐を有し、体部中位に沈線をめぐらすもの。

 坏(B)口縁部・受部の形態により分類する。

 B1類:口縁部は端部が丸く、内傾気味に外反して立上る。受部は断面三角形を呈する。

 B2類:口縁部は、若干凹面を呈して内傾する。受部は、上外方へのびるもの。

 境(C)小形の把手付土器である。口縁部は体部上位から少し外反して立上り、体部との

 境には2条の稜をめぐらす。把手の上端には、小さな粘土の玉を付けている。

 醜(D)口縁を欠いているが、体部形態により分けられる。

 D1類:体部上位に 大径を有し、やや偏平である。肩部に刺突文を連続するもの。

 D2類:肩部は広く、頸部に櫛描波状文、体部は2条の沈線間に、刺突文を施すもの。

 甕(E)口縁部は、外反して立上り、端部で直立する。その屈曲部外面は、2条の稜を呈

 する。体部外面は、平行叩き目である。



 2土製品・石製品・古銭

 (1)小形土器(第33図1～32第34図1～4表一3図版53)

 手捏土器で、不整形であるが土師器の器形に類似する。

 圷形土器(第33図1～4・7～11・15・19～23・25～27)は、丸底と平底のタイプに大別

 され、半球形(20・21)、口縁部が直立・外傾(1～4・7・9・11・15・17・19・22・23・

 25・26)、外反(8)、内変(10)するものに細分される。

 壺形土器(第33図6・16・18・24・28～32第34図1・2)は、丸底と平底に分けられる。

 偏平な体部で、(6・30)以外は広口で口縁部がくの字形に外反する。

 甑形土器(第33図5・12～14)は、底部に甑状の孔をもつ土器である。

 その他(第34図3・4)は、周縁が少し反る程度の皿状を呈し、(3)は、両側に径約2㎜の

 1対の孔をもつ。

 (2)小玉・管玉・垂飾品(第34図5～42表一3図版53・54)

 (7～13)、(14～36・42)は、一括出土で径2㎜前後の孔を通す。(42)は、三角形で剣形の

 石製模造品と考えられる。(37～39)は、管玉で径2～3㎜の孔を片側から通す。(40)は、勾

 玉で基部に径約2㎜の孔を片側から通す。(41)は、略長方形を呈し、両端に径約2㎜の孔を

 通す石製模造品の一種と思われる。

 (3)土玉(第35図1～4図版53・54)

 (1・2)は、球形を呈し、径6～7㎜の孔を通す。(3)は、円柱状で径約3㎜の孔を通

 す。形態において土錘に入ると考えられる。(4)は、不整形で径約5㎜の孔を通す。

 (4)土鈴(第35図5図版53)

 球状で、上部に径約2㎜の孔を横に通す紐をもつ。内部は、中空で振ると音がする。

 (5)紡錘車(第35図6～16図版31・54)

 土製(8・13・15・16)と石製(6・7・9～12・14)とに分けられ、中には土製で大形の

 もの(図版31)もみとめられる。平面は円形で、断面は台形を呈する。中央に径6～7㎜の

 孔を通す。

 (6)砥石(第36図2～6第37図1・2第38図1・2図版55)

 角柱状の石材で、各面を磨面に用いている。条痕(第37図1・2)も、みとめられる。

 (7)石匙・磨製石斧(第34図43第36図1図版53・54)

 (43)は、縦形で刃部の平坦な石匙である。(1)は、基部を欠くが、短冊形を呈する定角の

 磨製石斧である。

 (8)古銭(第34図44・45図版54)

 表土下出土と推定される。永楽通寳(44)と文の字を裏面に刻む寛永通寳(45)である。
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 3木製品

 本遺跡は木材群の保存に適した低湿地帯であったため多数の保存状態の良い木製品が出

 土した。木製品の形態から、建築部材(柱・杭・はしご・板材等)、生活用具(竪杵・木槌・

 下駄・櫛等)、生産用具(鋤・鎌等)、武具(弓)、紡織用具(まげ物容器)、祭祀用具、用途不

 明のものに分けられる。

 竪杵(第41・42図図版57)

 竪杵は総計14本出土している。丸材の中央部を細く削込み、握を作り出している。両端

 は球面状に削込んでいる。両端部分は搗き減りしている。出土した竪杵はすべて両端部分

 から中央に向かって少しづつ細くなるように削り上げている。

 槌(第49図2図版58)

 槌は2本出土している。丸材の中央部を使用している。頭部の先端は平坦である。頭部

 から柄方向へは竪杵と同じように、段差をつけずに少しづつ細くなるように削り上げられ

 ている。柄尻には山形状の小突起を設けている。

 鋤(第39・40図図版56・57)

 鋤は総計15本出土している。出土した鋤の大部分は、着柄鋤である。身と柄の境目両側

 に突起を呈している。着柄部には縛り痕跡は確認できなかった。柄尻には両側に小突起を

 設けている。着柄の断面は半円形である。着柄の片面(平面に削り上げられている面)側は、

 柄尻から3～4㎜部分が5皿ほど削り込まれ一段低くなっている。身部の表面は平面また

 は内側に少しくぼんでおり、裏面は内側が厚く、外側が内側より多少薄くなっている。削

 りは、刃先の方向にむかって削られている。刃先部分の両辺が中心部方向にほぼ垂直に1

 ㎝前後削込まれておりU字形の鉄製刃先を着装できるようになっている。

 糸巻の横木(第53図1図版63・67)

 板材を使用している。板の中央部の幅を広くとっている。中心に直径2㎝前後の軸孔を

 貫通させている。軸孔から1.5㎝前後、先端に向って片面を5㎜ほど削り込み、一段薄くして

 いる。中央部の一段薄くなっている部分は、かみ合わせのために設けられたと考えられる。

 先端部は、細く棒状に削り上げられている。先端部近くに3つの小穴を貫通させている。

 (図版67)。横木二本を十字状に組み合わせ小穴に細い棒をさしこみ、軸棒を通し糸巻に使

 用したものと考えられる。

 刀状木製晶(第41図7・6第48図1第53図2図版59・62・68)

 柄部と刀身部を呈した木製品である。刀身部の先端部分は、鋒のように半月状に削られ

 ている。刀身部は2つのタイプに分けられる。Aタイプは、刀身先端部を除く刀身部分が

 平坦に削り上げられている(第48図1)。Bタイプは、一側を刀状に薄く削り、もう一側を
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 厚く残し刀背のようにしている(第45図6)。柄部も2つのタイプに分けられ、Aタイプは

 刃のように削ってある一側を刀背側にむけて0.5～1㎝ほど削込み刃関を呈している。Bタ

 イプは、もう片側の刃背側も5cm前後削り両開にしている。また、柄端には把頭状の小突

 起を設けている。出土した刀状木製品はすべて抜身の状態を表している。刀状木製品は祭

 祀の道具の一つとして使用されたと考えられる。

 矢状木製品(第45図1～4第46図4第47図2・3図版59)

 矢の全形をかたどった木製品で、柄部と鎌部の両部分を一木で削り上げている。鍬部は

 3つのタイプに分けられる。Aタイプは、先端方向に円錐状に削られ、柄部と鍬部の境か

 ら先端方向へ5㎜前後の部分の径が 大となり柄部方向へ細くなってゆく。(第45図1・2

 第46図4第47図2・3)。Bタイプは、同筒状の鎌で先端部だけを球状に削り上げてい

 る。(第45図3)。Cタイプは、円錐状で中央部の径が 大径となり柄部方向に細くなってゆ

 く(第45図4)。柄の作りは、丸い棒状に削り上げられている。径はほぼ均一である。祭祀

 の道具の一つとして使用された木製品と考えられる。

 鎌(第52図3図版60)

 柄尻に山形状の突起を設けている。柄元は偏平の方形状を呈しており、一側面方向に張

 り出している。張り出し部分は左右1.5㎝・上下5㎝である。柄元は張り出し方向にむけて

 少しづつ細くなっている。柄元と握りとの境に側面から柄の中央部へ、縦長で幅の狭い着

 装孔を貫通させている。着装孔は中ほどで縦幅が狭くなり張り出し方向へ広がってゆく。

 握り部分は均一に削り上げられている。

 Y字状木製品こも石(第53図3図版38)

 又木を使用した木製品である(図版38)。幹の先端は荒く削られている。幹の中央部を深

 く削り込み、幹先端部から枝方向に4.3㎝の部分に6×2.2㎝、厚さ1.3㎝の長方形の穴を貫

 通させている。穴は斜めになっており上下差は1.2㎝前後ある。枝部は皮を剥いでいる。加

 工の跡は確認できなかった。こも石は樹皮つきのままの丸木を使用している。絡み編等の

 時に使用される道具の一つと考えられる。

 箱状木製品(図版61)

 薄い板材を使用し、組み合わせて作られている。長辺の板材2枚は両端に1.5×1㎝の穴

 を貫通させている。短辺の板材の両端には1×1㎝の突起を設け長辺の板材の穴と組み合

 わせ箱形をつくる。他に、長辺の板材は、一辺を両端より11.5㎝の所から内側方向へゆる

 やかな曲線状に削り込んでいる。また、端より5㎝と9㎝の所に径6㎜の穴を2個づつ貫

 通させている。短辺の板材は、端より2.5㎝と3㎝の所に径6㎜の穴を2個づつ貫通させて

 いる。
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 下駄状木製品(図版62)

 台と歯を一木から作る木製品である。全長24.5cm、幅9.6㎝、台の厚さ7㎜、歯の厚さ3

 ㎝である。歯の断面は台形を呈している。前後一側面は、台の辺より1cm内側に入ってい

 る。もう一側面側の底部はすり減っている。前歯は5.8×8.6㎝、後歯は5.8×8.6㎝である。

 台には明確な穴は確認できなかったが、台の前方に縦長の欠損部の所に穴があったと考え

 られる。台裏面の後方端から2.4㎝の所に幅6㎜前後の溝を設けている。溝側面の辺は削り

 込まれている。

 櫛(図版34)

 櫛は2個出土した。竹を使用し作り上げられている。2個とも頂部はほぼ完形の状態で

 ある。歯部は欠損が激しい。細長く薄い幅3㎜前後のひごを中央部で糸状のものを使用し

 編み固定する。編んだ中央部から曲げ、頂部先端から2㎝前後の所で糸状のものを使用し

 幅9㎜前後巻く。頂部は漆のようなもので固定されている。出土した2点は束ね式の竪櫛

 といえる。RW389(図版34)は現存全長8.6㎝・幅3.5㎝・厚さ3㎜である。31-25G出土の

 櫛は現存全長6.9㎝・幅2.8㎝・厚さ3㎜である。

 鎌状木製品(図版59)

 鍬部、柄部、さしこみ部からなる。鍬部は偏平で先端を鋭利に削り上げている。柄部は

 丸い棒状に削り上げている。さしこみ部は細い丸い棒状で先端を鋭利に削り込んでいる。

 柄(握手部)(第51図1)

 一木から削り上げられている。握手部は三角形を呈している。中央に三角形の穴を貫通

 させている。横木の断面は楕円形を呈する。

 第44図1第51図2木製品(図版64)

 横木と組み合わされた棒状木製品(第44図1)と縦木だけの木製品(第51図2)が出土した。

 縦木は、柄尻から10㎝前後の所に幅5血ほどの突起帯を設けている。断面は、円形である。

 柄元両面を2～2.5㎝幅で3㎜ほど削り込み横木とかみ合わせるようになっている。横木

 は、接続部分の両側2㎜ほど残し中央部をU字状に削り込み縦木をはめこめるようになっ

 ている。縦木の接続部分頭部に9×4㎜の木の撰を打ちつけて横木を固定している。

 第49図1図木製品(図版13)

 柄部と箆状部からなる。柄部の現存部分は32㎝である。柄尻の側面に山形状の突起を設

 けている。断面は楕円形である。箆状部は、片側面が鋤の身の側面部の作りと同じ形に削

 り上げている。もう一側面は内側方向へゆるやかな曲線状に削り込んでいる。断面は、曲

 線状に削り込まれている側面を刀背状に厚くし、もう一側面を刀状にしている。中央部に

 貫通した2つの穴と貫通していない1つの穴を設けている。穴は斜めに貫通させている。
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 第43図木製品(図版66)

 板材をたわめて作られている。広がったU字状をしており、下底部幅は44cm・高さ25㎝・

 厚さ2㎝である。内側面は、中ほどが削り込まれ多少くぼんでいる。外側面は、中ほどを

 膨らませている。断面は丸味をおびている。左右両端には端から2㎝前後の部分に方形の

 穴(0.5×1cm)を貫通させている。また、端から17㎝前後の部分に小突起を設けている。端

 と小突起部の中間部の側面を削り多少幅を狭くしている。鞍または鞄に類似しているが明

 確な用途は不明である。

 第52図1・2木製品

 縦木と横木が組み合わされた状態で出土した木製品と横木だけで出土した木製品の2点

 がある。横木は角材を削り作られたと考えられる。中央部にほぞ穴を貫通させている。縦

 木のあたる面は平坦に削り上げている。中央部から両端にむけて円形に削られている。縦

 木は先端部にほぞの突起を設けている。突起は1.4×1×2cmである。突起部から1㎝前後

 より縦木の幅が突起の方向に広がっている。縦木の断面は台形状を呈している。組み合わ

 された状態で出土した木製品の接続部分には、径4㎜の木クギを貫通させ縦木と横木を固

 定している。

 第50図2・3木製品(図版68)

 板材の先端近くの両辺を削り込み頭部を設けている。断面は長方形を呈している。

 第48図2・3木製品(図版65)

 第48図2木製品は片端を柄状に削り、もう一端方向へ幅が広がり厚さも薄くなってゆく。

 柄状の断面は四角形を呈する。もう一端近くの断面は細長い楕円形を呈する。第48図3木

 製品は両端部分のみが現存している。片端部は柄状に削り上げられ断面は円形を呈す。も

 う一端部は先端部が広がり、片側が薄く削り上げられている。

 第47図1・3木製品

 第47図1木製品は丸棒の先端を円頭状に削り上げている。柄部は円頭部との境目から中

 央部方向に柄幅が広がってゆく。断面は円頭部、柄部とも円形を呈する。第47図3木製品

 は一木から削り上げられている。柄部と身部からなる。身部は長方形である。断面は細長

 の楕円形を呈する。柄部は丸棒状である。

 第49図3木製品

 丸木を使用し作り上げている。先端方向に向かって削り先端を鋭利にしている。樹皮は

 ついたままである。
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 第44図2木製品(図版59)

 両端部近くに穴を貫通させている。片面の穴は長方形に削り込んでいる。もう一つの面

 は楕円形に削り込んでいる。

 第45図5木製品

 板材を使用し作り上げている。中央部の片側を方形に削り込んでいる。先端部は両側か

 ら削り込み先端を鋭利にしている。断面は長方形を呈する。

 第46図1第50図1木製品(図版63)

 第46図1木製品は板材を使用し丸材を半栽した形に削り上げている。断面は半円形を呈

 する。第50図1木製品は棒状木製品で片面を平面状に削り上げている。もう一面は中央部

 を残し両側を削り込んでいる。断面は三角形を呈する。

 第46図2木製品

 薄い板材を使用し作り上げている。一側面を中央部方向へゆるやかな曲線状に削り込ん

 でいる。断面は長方形を呈する。

 第46図5第51図3木製品(図版58・62)

 第46図5木製品は片端の両側に突起を設けている(片側は欠損)。中央部に径4.7cmの円形

 の穴を貫通させている。もう一端部はゆるやかな曲線状に削り上げている。第51図3木製

 品は中央部が 大幅となり両端に向うにつれて少しづつ細くなってゆく。中央部には径3.3

 ㎝の円形の穴を貫通させている。

 第46図3第50図5木製品(図版58・64)

 第46図3木製品は両端と中央部に7㎜前後の方形の穴を貫通させている。中央部の一側

 面をゆるやかな曲線状に削り込んでいる。第50図5木製品は片端部に2つの半円の穴を貫

 通させている。もう一端の中心部に長径2.3㎝の楕円形の穴を貫通させている。また、一側

 面に小突起を設けている。中央部側面部近くに半円の小穴を貫通させている。

 第50図4第51図4木製品(図版64・65)

 第50図4木製品は側面を斜めに削り上げている。面は楕円形に近く平面に仕上げられて

 いる。断面は台形を呈する。第51図4木製品は表面中央部が厚く両側面方向へ少しづつ薄

 くなってゆく。

 3自然遺物

 現場で確認しえたものは、クルミ・アサ・クリ・炭化米などの種子類と昆虫の羽・骨(横

 に刻みをいれた加工骨製品も数点出土している)・ヒョウタンなどがある。
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 Vまとめと課題

 1遺構について

 柱配置の状況や建築部材と考えられる木材の遺存状況などから、建物の復元的考察を行

 なう。なお本節の文章については、大部分が宮本長二郎氏の記述の引用に依るものである。

 まず平面的な特徴として、桁行・梁間ともに柱間寸法が1.0～2.5mまで様々で一定せず、

 1.0～1.5mの狭い柱間が多い。柱の配置も一直線上に乗らずに、やや不整な長方形を呈し

 ており、いわゆる掘立柱建物とは異なった様相を示している。

 柱材としては直径12～15㎝のものが多く、 大径でも24㎝で、全般的に細い。柱はすべ

 て下端部を尖らせて地面に打ち込まれた状態で残存する。このような方法は軟弱地盤上に

 集落が立地するために採用されたもので、縄文時代の山形県押出遺跡や弥生時代にも類例

 はあるが、極めて発見例は少ない。柱の地中深さは1.0～1.5mくらいで、地上高さは少な

 くともその倍はあったと思われるから、柱を 初から直接打ち込むのではなく、稲木を立

 てる要領で人力によって柱を落とし込んでいき、 終的に高さを揃えて固定するために打

 ち込んだものと推定される。

 柱頭部は竪穴住居の多くがそうであったように叉木を利用したものもあり、4点ほどが

 出土している。柱の長さや、二叉、柄穴の関係からみると、地上部分のみ残す切妻造屋根

 の棟持柱で、柄穴は側壁面に開く窓の中敷居か、あるいは楯を受けて出入口としていたと

 思われる。建物の側柱筋の内外に、柱筋と直交する形で遺存する直径10㎝前後、長さ1.0～

 1.5mほどの丸太材が多い。これらの丸太材は側柱とすればやや短いようであるが、先記の

 棟持柱の高さに対しては、側柱高として妥当である。

 壁の構造は、側柱筋と並行して細い丸太材が多く遺存することから、これらの丸太材を

 柱と柱の間に数段に架け渡して、茅や笹などの束を結えた草壁構造としていたと考えられ

 る。また柱筋に沿って長さ1m前後の丸太が集中する建物跡があり、これらの丸太は、柱

 と柱の間に丸太材を立て並べて壁材としていたもののようである。

 板材は数が少ないが完型品を出土している。これらの板には仕事のあとがなく、建築材

 とすれば、床板として地床面か根太上に敷いたものであろう。転し根太様のものは1号建

 物跡西半にも認められる。建築材としては他に梯子が1点出土している。長さ1.2m余り

 で、すり減っているが踏段二段の造り出しがある。

 高床建物は同位地に建替えの認められる倉1棟があり、この建物に使用された梯子であ

 れば、梯子長から、床高は1.0m弱と推定される。この倉庫跡周辺に長さ1.0mほどの板材

 が多く散在しているので、柱間に縦板または横板張りとする板倉であったようである。
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 以上の建築部材による復元をまとめると、梁間が3.0～4.0mの狭い建物は切妻造屋根で

 棟持柱で直接棟木を支える形式を持ち、梁間が5.0～6.0mの広い建物は寄棟造屋根となる。

 いずれも側壁の立ち上がりの低い建物で、打込式の側柱以外にも間柱を50㎝間隔に立て、

 屋根から側壁面にかけて草を葺いた形式をもつ。

 西沼田遺跡より一時代古い類例として、古墳時代中期和泉式期の静岡県焼津市宮之腰2

 号住居跡がある。宮之腰2号住居は竪穴住居で床面に主柱4本をもつごく普通の平面形式

 を示すが、焼失炭化建築部材から復元すると、竪穴壁に沿って草壁の側壁が地表面から上

 まで立ち上がり、板状の側桁で垂木を受ける手法など、当遺跡と極めて良く似た側壁をつ

 くっている。

 西沼田遺跡のような建築形式は、西日本に発達する掘立柱建物とは全く別系統であるこ

 とが焼津市の竪穴住居との類似からも指摘できる。同時代の類例としては群馬県群馬町の

 豪族館跡とされる三ツ寺遺跡の主屋があげられ、竪穴住居と共存して、東日本一帯に独自

 の形式として古墳時代以降広く用いられる住居形式を具体的に知る貴重な資料といえよう。

 2遺物について

 量的にまとまっているものは、完形・一括土器を多数含む土器・木製農耕具等に代表さ

 れる有機物資料である。

 土器は、土師器・須恵器に分けられる。出土量は、土師器が大半を占め、須恵器の割合

 はごくわずかである。また、各建物跡との共伴関係については、厳密には確認できず、出

 土頻度についても明らかにできなかった。

 土師器は、坏・高坏・壺・醜・甕・甑に分けられ、各形態の特徴を基に分類を行った。

 今回取扱った資料は、完形・一括等の限定された資料であり、各類別のセット関係や時期

 の詳細区分については、不明であるが、一括出土で確認され一応共伴と考えられるものは、

 (第21図2・4)、(同5～7)、(同8・9)、(同12・13…近接出土)、(第22図3・4・6)、(同

 7・名)、(同9～11)、(同12～14)、(第23図1～4)、(同5～10)、(第24図1～3)、(同4～

 6)、(同7～11)、(第25図1～3…須恵器第32図5)、(同4・5)、(同6～9)、(第26図1・

 2)、(同4～8)、(第27図1第29図6)である。時期は、古墳時代後期の遺物群と考えら

 れ、体部中位前後に稜を呈し外反する圷A9・10類、高坏B7類等から住社式に併行する

 一群と思われる。但し、A8類・B2類(第25図1～3)は、須恵器醒D1類(第32図5)と

 共伴出土であることから、それを基準にすると5C末頃の年代を想定し得る。これに類似

 したD類(第30図5・6)も同様である。A2・3類(第27図1・2)の平底で短く外反する

 口縁部の特徴や、A8類の坏部をもつB3類にも古い要素が伺える。時期は引田式に併行
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 すると考えられるが、須恵器の年代に合わせればA8類・B2類については、南小泉式が

 予想されよう。次にA11類は、黒色処理が一般的であること、偏平な底部の外周に稜を形

 成し、口縁部が直線的に大きく外傾する特徴により、一段階新しいものと考えられ、栗囲

 式併行と思われる。

 須恵器は、蓋・坏・:腕・醒・甕に分けられる。形態の特徴を基に陶邑編年(大阪府教委1976

 年)に併行させると、蓋・圷(第32図4)・境・醜(同5)は1型式併行の5C末頃、坏(同3)・

 醜(同6)・甕はII型式併行の6C前半の時期が考えられる。

 土器各類については、土師器南小泉式～栗囲式の型式区分の問題(宮城県教委1974年)や、

 共伴須恵器の年代とのずれ等課題も多く、それらの検討まではできなかった。今後の問題

 点として踏まえ、今回の本遺跡の年代については、5C末～7C前半という段階に留どめ

 たい。

 木製品は、形状区分が明瞭なのは、鋤・杵・横槌・鎌等の農耕具類や、弓・矢・織物機

 具に関する?等がある。

 鋤は、出土数が一番多く15本である。ほとんどがナスビ形着柄鋤(黒崎直1979年)で、

 刃部には鉄製刃先を着装するくり込みを有するものであり、鉄製品が普及一般化している

 ことを物語る。次に多いのは杵14点で、全て竪杵である。それらが出土位置で重なるのは、

 32-29Gと34-25Gのみで、使用・収納場所の違いを示すのであろうか。一方、苅り取り

 に関連すると思われる鎌は、確認し得たのは1点のみで、保存率にもよるが、農具のセッ

 トの中では意外に少ない数値である。未発見なのか、普及率が低かったことによるものな

 のか興味ある点である。

 それらの他にも、機能を裏づける区分が不明なものも数多く認められる。今後の比較検

 討を待ちたい。

 以上、調査結果を概括したが、柱打ち込み式の建物跡群や、木質遺物を含む内容豊富な

 遺物群等、西沼田遺跡は、古墳時代後期の集落跡で、山形盆地が律令制下に入る頃の生活

 をより現実的に捕らえることのできる、貴重な情報の集合体であるといえよう。
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 附編一1

 西沼田遺跡の立地した地形・地質

阿子島功

 地形的位置西沼田遺跡の位置は、扇状地の外縁帯にあたる。天童市矢野目・塚野目の

 集落のある微高地は、北の乱川扇状地と南の立谷川扇状地とのほぼ中間に位置しているが、

 全体的な傾斜からみて立谷川扇状地の延長であろう。立谷川扇状地は羽州街道(旧13号線)

 付近に明瞭な土地利用と傾斜の差があって、いわゆる扇端部(連続的にくくることのでき

 る範囲)を形成している。さらにその外方に飛び地状に高揃・塚野目・矢野目などの微高
しょうげ

 地が分布してお彰)、これらは現立谷川河道帯に沿う清池～灰塚間の自然堤防と同じよう

 に、かつては舌状の張り出しとなっていたものであろう。矢野目・塚野目の微高地は高度

 92.5～95m線で終レ)、その西側は藤内新田の 上川自然堤防までの約2kmの間が低平な湿

 地帯(水田)となっている。西沼田遺跡はこの後背湿地帯に位置している。西沼田遺跡に

 直接堆積作用を及ぼす河川は、北側の倉津川および南側の前田川(塚野目から蔵増へ向う

 小河川)である。

 古墳時代後期住居跡の地山層の層相発掘区の南東側、EP51pitでは、地表下約40cmに

 遺構(7C代住居跡)検出面があり、地表下160cmまで一連の黒色のゆるい粘土である。

 地表下40cm(床面直下)、同100cm、同140cmの泥炭質粘土の14C年代測定を、米テレダイン

 社・東北大学に依頼したところ、それぞれ1,510±80;3,210±90;3,940±150年前(1950

 年より)であった。地表～各層準までの平均の堆積速度は、2.7;3.1;3.6cm/100年であ

 る。約4,000年前以降、軟弱な後背湿地帯の状態が保たれている。集落が構えられた時点

 も上下の地層からみて、とくに高燥な状態であったことはなく、低湿であった。



 図2発掘区南側の深堀り断面(柱根EP51)と南側壁をあわせた土層柱状図

 SB11の床面(38×22の南)に厚さ数cm、広が1)数mにわたって植物の敷込み(茎が直交

 方向に重なっている)様のものがあった。その断片によって鑑定を依頼したところ、ヨシ

 かアシの茎、樹皮、幹、草の地下茎などである(福島大学教育学部鈴木敬治教授)。また

 SB3の床は同様の植物の層(約5cm)の上下に厚さ10cmの細礫まじり砂質粘土(10YR

 4/2灰黄褐色で相対的に明るく目立つ)が上に凸のレンズ状をなしており、下位の砂質

 粘土層の中に丸太がねている。いずれも低湿地における住居の床面を築くための工事と考

 えたい。

 遺構の考古学的年代と14C年代前記EP51における遺構検出面直下の泥炭質粘土の14C

 年代は、B.C.440±80年であるが、測定理論上の誤差、試料採取の厚さが数cmである

 ことと前述の堆積速度(約3cm/100年)との関係などを考え合せると、考古年代を補強す

 る。

 古墳時代後期住居跡の覆土の層相発掘区南縁では、地表より20cmが黒褐色(10YR

 2/1)砂質粘土、20～40cmが黒色粘土(同L7/1)で包含層である。これより80m北の

 発掘区北東隅では地表下45cmまで細礫まじり粗砂層、以下黒色粘土となる。礫・砂は北東

 隅より半径8m位の間に分布し、西と南へむかって尖滅している。したがって、集落が営

 まれた後に、北側の河道帯が集落に近ずき、氾濫時にはや・砂質の堆積物がもたらされる

 ようになった。このことが集落の廃絶にむすびつくとは考えられない。

 (山形大学教育学部地理学研究室)
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 附編一2

 西沼田遺跡出土建築材同定・種子分析報告

 パリノ・サーヴェイ株式会社

 1建築材同定

 1-1試料

 試料は、12の遺構から検出された16点の材である。居住跡に伴って出土したことから建

 築材の可能性があるとされている。時代は古墳時代とされている。

 1-2方法

 剃刀の刃を用いて、試料の木口・柾目・板目三面の徒手切片を作成、ガム・クローラル

 (GumChloral)で封入、生物顕微鏡で観察・同定した。同時に、顕微鏡写真図版(図版1～

 6)も作成した。

 1-3結果

 同定結果を一覧表で示す(表1)。



 次に、各試料の主な解剖学的特徴や一般的性質などについて種類ごとに述べる。

 ・ヤマナラシ属の一種(堕sp.)ヤナギ科№14

 散孔材で、道管は年輪全体にほぼ一様に分布するが年輪界付近でやや管径を減少させる。

 管壁厚は中庸で、横断面では楕円形～やや角張った楕円形、単独および2～3個が複合す

 る。単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、放射組織との間では網目状となる。放射組織は

 同性、単列、1～15(30)細胞高。柔組織は随伴散剤状およびターミナル状。年輪界は明瞭

 ～やや不明瞭。

 ヤマナラシ属にはヤマナラシ(Poulussieboldii)、チョウセンヤマナラシ(P.tremula

 var.davidana)、ドロヤナギ(P.maximowiczii)、チリメンドロ(P.koreana)がある。主とし

 て北海道に分布し、本州以南では(ヤマナラシ:本州・四国、ドロヤナギ:本州中北部の山

 地、チリメンドロ:長野・富山県の山岳)あまり馴染みのある樹木ではない。材は軽軟で、

 強度・耐朽性は低い。マッチ軸木・箱・経木・火薬用木炭などの用途がある。

 ・コナラ属(コナラ亜属コナラ節)の一種[Q壁(subgen.Leidobalanussect.Prinus)

 sp.]ブナ科No5

 環孔材で孔圏部は1～2列、孔圏外で急激に管径を減じのち漸減しながら火炎状に配列

 する。大道管は管壁は厚く、横断面では円形～楕円形、小道管は管壁は中庸～薄く、横断

 面では多角形、ともに単独。単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、放射組織との間では柵

 状～網目状となる。放射組織は同性、単列、1～20細胞高のものと複合組織よりなる。柔

 組織は周囲状および短接線状。柔細胞はしばしば結晶を含む。年輪界は明瞭。

 コナラ節は、コナラ亜属(落葉ナラ類)の中で、果実(いわゆるドングリ)が1年目に熟す

 るグループで、モンゴリナラ(Quercus噸)とその変種ミズナラ(Q.monolicavar.

 osseserrata)、コナラ(Q塑)、ナラガシワ(Q.aliena)、カシワ(Q.dentata)といくつ

 かの変・品種を含む。モンゴリナラは北海道・本州(丹波地方以北)に、ミズナラ・カシワ

 は北海道・本州・四国・九州に、ナラガシワは本州(岩手・秋田県以南)・四国・九州に分

 布する。材は一般に重硬・強靱で、薪炭・器具・機械・家具・樽材などの用途が知られる。

 特にコナラは薪炭材としてはクヌギ(Q.acutissima)に次ぐ優良材である。

 ・コナラ属(コナラ亜属クヌギ節)の一種[Quercus(subgen.Leidobalamssect.Cerris)

 sp.]ブナ科№1,2,3,7,13

 環孔材で孔圏部は1～3列、孔圏外で急激に管径を減じのち漸減しながら放射状に配列

 する。大道管は管壁は厚く、横断面では円形、小道管は管壁は中庸～厚く、横断面では角
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 張った円形、ともに単独。単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、放射組織との間では棚状

 となる。放射組織は同性、単列、1～20細胞高のものと複合組織よりなる。柔組織は周囲

 状および短接線状。柔細胞はしばしば結晶を含む。年輪界は明瞭。

 クヌギ節は、コナラ亜属の中で果実が2年目に熟するグループで、クヌギとアベマキ(Q,

 variablis)の2種がある。クヌギは本州(岩手・山形県以南)・四国・九州に、アベマキは本

 州(山形・静岡県以西)・四国・九州(北部)に分布するが、中国地方に多い。クヌギは樹高

 15mになる高木で、材は重硬である。ふるくから薪炭材として利用され、人里近くに萌芽林

 として造林されることも多かった。黒炭で知られる佐倉炭・池田炭も本種で作られ、薪炭

 材としては国産材中第一の重要材である。このほかに器具・杭材、榾木などの用途が知ら

 れる。アベマキはクヌギに似た高木で、材はクヌギより重硬である。樹皮が厚いため薪材

 にはむかず、炭材としてもクヌギ・コナラに劣るとされる。樹皮のコルク利用で知られて

 いる。

 ・クリ(Castaneacrenata)ブナ科№9,10,15,16

 環孔材で孔圏部は1～4列、孔圏外で急激に管径を減じのち漸減しながら火炎状に配列

 する。大道管は単独、横断面では円形～楕円形、小道管は単独および2～3個が斜(放射)

 方向に複合、横断面では角張った楕円形～多角形、ともに管壁は薄い。道管は単穿孔を有

 し、壁孔は交互状に配列、放射組織との間では柵状～網目状となる。放射組織は同性、単

 列、1～15細胞高。柔組織は周囲状および短接線状。年輪界は明瞭。

 クリは北海道南西部・本州・四国・九州の山野に自生し、また植栽される落葉高木であ

 る。材はやや重硬で、強度は大きく、加工はやや困難であるが耐朽性が高い。土木・建築・

 器具・家具・薪炭材、榾木や海苔粗朶などの用途が知られている。樹皮からはタンニンが

 採られ、果実は食用となる。各地の遺跡からの出土例の多い樹種の一つである。

 ・キハダ(Phellodendronamurense)ミカン科№4

 環孔材で孔圏部は2～5列、孔圏外で急激に管径を減じのち漸減、塊状に複合し紋様を

 なす。大道管は横断面では楕円形、単独または2～3個が複合、小道管は横断面では楕円

 形～多角形で複合管孔をなし、ともに管壁は薄い。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に

 配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1～5細胞幅、1～40

 細胞高。柔組織は周囲状および帯状。年輪界はやや不明瞭。

 キハダは北海道・本州・四国・九州の水湿地を好んで生育する落葉高木である。材はや

 や軽軟で、加工は容易、強度は小さいが耐湿性が高い。建築・器具・家具・薪材などの用

 一93一



 途がある。キハダの名は内皮が黄色であることによるが、この内皮にはアルカロイドを含

 み、胃腸薬として古くから知られ、また染料としても用いられた。

 ・ユズリハ属の一種(Dahnihllumsp.)トウダイグサ科No8

 散孔材で管壁は薄く、横断面では多角形、単独および2～3個が複合する。道管は階段

 穿孔を有し、段(bar)の数は20～30またはそれ以上。放射組織は異性II型、1～2(3)細胞

 幅、1～20細胞高であるが時に上下に連結し60細胞高を越える。柔組織はターミナル状お

 よび散在状。年輪界はやや不明瞭。

 ユズリハ属には、ユズリハ(Dahnihllummacroodum)とヒメユズリハ(D.teis-

 manii)がある。ユズリハは本州(宮城・新潟県以南)・四国・九州に、ヒメユズリハは本州

 (中・南部)・四国・九州・琉球に自生する常緑高木である。ユズリハには北海道・本州(中・

 北部)の日本海沿岸地方に分布する変種エゾユズリハ(D.macroodumvar.humile)がある。

 材の解剖学的特徴のみでは区別できないが、試料はエゾユズリハである可能性が高い。エ

 ゾユズリハの材は重硬で、器具・薪炭材などに用いられるが、小径であるため特別な用途

 は知られていない。

 ・カエデ属の一種(Acersp.)カエデ科№6,11

 散孔材で管壁は薄く、横断面では角張った楕円形、単独および2～3個が複合、晩材部

 へ向かって管径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、内壁にはらせん肥厚が認められる。

 放射組織は同性、1～5細胞幅、1～30細胞高で時に100細胞高を越える。柔組織はターミ

 ナル状、周囲状または随伴散在状、接線状。年輪界はやや不明瞭。

 カエデ属には、イタヤカエデ(Acermono)やイロハモミジ(幽皿)など約25種が

 自生し、また多くの品種があり植栽されることも多い。属としては琉球を除くほぼ全土に

 分布する落葉高木～低木である。一般に材はやや重硬・強靱で、加工はやや困難、保存性

 は中程度である。器具・家具・建築・装飾・施作・薪炭材などに用いられる。

 ・クサギ(Clerodendrontrichotomum)クマツヅラ科№12

 環孔材で孔圏部は3～4列、孔圏外でやや急に管径を減じのち年輪界に向かって漸減す

 る。大道管は管壁厚は中庸、横断面では楕円系、ほとんど単独、小道管は管壁は中庸～や

 や厚く、横断面では楕円形～多角形、単独および2～4個が複合する。道管は単穿孔を有

 し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は異性Ⅲ型、1～6細胞幅、50細胞高を越えるこ
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 ともある。柔組織は周囲状、翼状およびターミナル状。年輪界はやや不明瞭。

 クサギは北海道南西部以南の全土に自生する落葉低木で、庭木としても植栽される。そ

 の名の示すように葉に悪臭がある。材は軽軟で、用途は特に知られていない。

 1-4考察

 同定された樹種をみると、クヌギ節(5点)・クリ(4点)・カエデ属(2点)・コナラ節・

 キハダ(各1点)と重硬な材が多く、またクリ・キハダのように耐朽性に優れる材が使われ

 ている。掘建て柱などには適した材を用いていると言えよう。一方、ヤマナラシ属(ヤマナ

 ラシと考える)、ユズリハ属(エゾユズリハと考える)やクサギの材は軽軟で耐朽性も低く、

 建築・土木用材の主要部には用いられたとは考えにくい。補助的な用途か別の目的に使用

 されたものではないだろうか。しかし、同定点数が16点と少なく、用途なども明らかにさ

 れていないため確定的なことは言えない。

 また、落葉ナラ類(コナラ亜属)の自然分布をみると、コナラ・ミズナラ・カシワは山形

 県全域に自生するとされているが、クヌギ・アベマキは自生北限に近く県内の自生地は限

 られるとされている。したがって、当時もコナラ節の樹木のほうがクヌギ節より多く生育

 していたと考えられるが、同定された材ではクヌギ節のほうが多くなっている。これは用

 材の選択が行なわれたことを示しているのか、古植生が現在とは異なっていたことを示し

 ているものであろう。用材選択の可能性は高いものと考えるが、古植生については流木な

 ど自然木の同定によって検討しなければならない。
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 Ⅱ種子分析

 2-1試料

 試料は1点で、32-28グリッドの材出土層準から採取した20㎝×10㎝厚さ10㎝の土壌で

 ある。

 2-2方法

 試料全量を数日間水に浸しておいたのち、手で軽く揉みほぐしながら流水中で節別、1

 ㎜以上の残渣を室内で自然乾燥させ、再度節別、双眼実体鏡下で種実を拾い出し、同定・

 計数した。同時に同定された種実の拡大写真図版(図版7)も作成した。

 2-3結果

 試料は、多量の繊維や炭化桿片・樹皮片・昆虫の外骨格片などを含む低位泥炭と思われる

 土壌であった。同定された種実とその主な生育地(表2-1)、個体数(表2-2)を一覧表

 で示した。

 表2-1同定された種実とその主な生育地



 表2-4考察

 試料は、上述のように低湿地の堆積物と考えられるが、同定された種実の中にはツリフ

 ネソウ類似種・クマノミズキ類似種のような山地生とされる種と、イネ・アサの栽培種、

 ミズアオイ属類似種・ハンノキ・セリ科の一種のように湿性な立地に生育するとされる種

 が混在している。これらの植物が同じ場所に生育していたとはとうてい考えられず、かな

 り広い範囲に生育していた植物の種実が試料採取地に流下・堆積したものと考える。

 また、イネ・アサの栽培種があるが、両種とも弥生時代頃に大陸から伝来したとされて

 いるものである。このうちアサは、中央アジア原産とされる一年生草木で、奈良時代には

 各地で栽培され、平安時代には地方の特産物となったといわれている。試料は、材と同じ

 層準から採取されたことから古墳時代の堆積物と考えられているが、当時、周辺でイネお

 よびアサの栽培が行なわれていたことは間違いないものと考える。





図
版











































































































































 山形県埋蔵文化財調査報告書第101集

にしぬまた

西沼田遺跡

発掘調査報告書

 昭和61年3月25日印刷

 昭和61年3月31日発行

発行山形県教育委員会

印刷株式会社田宮印刷所


