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序

 本報告書は,山形県教育委員会が昭和61年度に実施した東北横断自動車道酒田

 線建設に伴う関連工事に係る新山A遺跡の緊急発掘調査の成果をまとめたもので
 す。

 発掘調査では,縄文時代の遺物・遺構等が検出され,村山地方の歴史を考証す

 るうえでの,貴重な手がかりを得る事ができました。

 これらの文化遺産は,私たちの祖先が自然環境と歴史の中で創造し,育くんで

 きたものです。これらを理解し,愛護することは,祖先の歴史を知ると同時に,

 今日の文化を見つめる事にもなると思われます。現代に生きる私達は,これらを

 長く後世に伝え残して行くことが重要な責務であると考えます。

 近年,県内各地での開発事業の増加に伴い,埋蔵文化財とのかかわりも増加の

 傾向にあります。この両者の間には,様々な問題も介在していますが,生活文化

 の向上を目指すという同一の立場から調整をおこない,今後も埋蔵文化財保護の
 ために努力を続けていく所存であります。

 終りに,調査にあたって多くの御協力をいただきました山形県土木部高速交通

 対策室・日本道路公団仙台建設局山形工事事務所・東南村山教育事務所・山形市

 教育委員会・地元の方々に,心から感謝申し上げるとともに,本報告書が埋蔵文

 化財の理解を深めその保護普及の一助となれば幸いです。

 昭和62年3月

山形県教育委員会

教育長小野孝



例言

 1本報告書は,山形県教育委員会が山形県土木部の委託を受けて,昭和61年度に実施し

 た東北横断自動車道酒田線建設に伴う関連工事に係る,新山A遺跡(山形県遺跡地図昭

 和55年度新規発見)の緊急発掘調査報告書である。

 2発掘調査は,昭和61年10月27日から11月26までの延べ21日間実施した。

 3遺跡の所在地は次のとおりである。

 山形県山形市大字新山字一里塚489他

 4発掘調査体制は下記のとおりである。

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)

 同佐藤正俊(同主任技師)

 現場主任太田優(同嘱託)

 調査員阿部明彦(同技師)

 事務局事務局長後藤茂彌(同課長)

 事務局長補佐芝野建三(同課長補佐)

 事務局員長谷部恵子・中鴬寛・氏家修一(同主事)

 5発掘調査にあたっては,山形県土木部高速交通対策室,日本道路公団仙台建設局山形

 工事事務所,東南村山教育事務所,山形市教育委員会,山形市新山地区の外関係機関よ

 り多くの御協力を得た。ここに記して感謝申し上げる。

 6本報告の作成は,太田優・黒坂雅人が担当し,IV章2・V章1を黒坂雅人,その他

 を太田優が各分担執筆した。挿図・図版などの作成にあたっては,小沼末子・高崎く

 に子・清水ひろみ・鈴木貴史がこれを補助した。編集は,長橋至が担当し,全体につ

 いては佐々木洋治が総括した。

 7調査の諸記録,実測図,写真及び出土遺物は山形県教育委員会が一括保管している。

 8本書で使用した分類記号は下記のとおりである。

 SX……性格不明遺構RP……登録土器・土製品RQ……石製品拓影図断面内記

 号▲は胎土に繊維混入のある土器
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 Ⅰ調査の経緯

 1調査に至るまでの経過

 本遺跡は,昭和55年度に実施した東北横断自動車道酒田線関連遺跡詳細分布調査によっ

 て,新たに発見された遺跡である。昭和60年度に東北横断自動車道建設に伴う関連工事が

 計画され,日本道路公団山形工事事務所から先の分布調査で確認された本遺跡についてそ

 の性格,内容等の調査依頼があった。これを受けた山形県教育委員会は,昭和60年11月15

 日,昭和61年6月10・11日と2回にわたり再度分布調査を実施した。

 その結果に基づいて,山形県教育委員会・山形県土木部高速交通対策室・東南村山教育

 事務所・日本道路公団山形工事事務所・山形市教育委員会等の関係機関による事前の協議

 を重ねたところ,山形県教育委員会が主体となって,本遺跡の緊急発掘調査を昭和61年10

 月27日から同年11月26日まで延べ21日間実施し,遺跡の記録保存を図ることになった。ま

 た,緊急発掘調査においては,遺跡内の道路建設予定地に限定して行うこととなった。

 2調査の方法と経過

 本遺跡の発掘調査は,事業地区内を対象とした。

 グリッドは,2×2mを最小の単位とし,X軸はN-6°一Eに設定した。

 先の分布調査の結果をもとに調査対象地区の南側(4～33-7～24G)に精査区(約500

 ㎡)を設けた。また,精査区は便宜上A,B,C区とした。(第1図)

 調査の方法は,重機械を使用してA・C区の表土を取り除き,B区は手掘りにより表土

 を取り除いた。その後,A区北壁・中央にトレンチを設定し基本層序を確認する。基本層

 序を基に一層づつ剥ぎとり,地山直上又は遺物包含層下面まで掘り下げた。並行して,実

 測図・写真等の記録に努めた。

 作業工程は,つぎの通りである。

 10月27日機材搬入A区10月28日重機を使用しての粗掘り。10月29～31日面

 整理作業。11月4～7日北壁と中央にトレンチを入れる。11月10～14日土層観察用土

 手を残し面整理作業。11月17～21日面整理作業,遺構掘り下げ作業,北壁・中央トレン

 チセクション実測,写真撮影。B区11月4～7日表土掘り下げ作業。11月10～14日

 面整理作業。C区10月28日重機を使用しての粗掘り。11月17～21日東壁セクショ

 ン実測,面整理作業,写真撮影。

 11月25日A・B・C区平面実測,調査全景写真撮影。

 11月26日機材搬出。
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 II遺跡の立地と環境

 1地理的環境(第1図)
まみさきぼう

 蔵王連峰の山ふとのところを源とする馬見ケ崎川は,急峻な山稜の間を北西に流れ,防
はらまちなめかわみょうけんじ

 原町付近で滑川,妙見寺付近で内山川と合流し山形市内へと流れる。馬見ケ崎川は,妙見

 寺付近を基点として,上流域は河岸段丘による地形,下流は山麓線に接しながら序々に広

 がりをみせる扇状地となり,山形市の霞城公園付近が,この扇状地の扇端部にあたると思

 われ,湧水地帯となっている。
にいやまささや

 本遺跡は,馬見ケ崎川上流域,新山地区にあり,山形市より宮城県に通る笹谷街道(国
つきよ

 道286号線)沿いの丘陵地帯に位置し滑川右岸,月夜川左岸に立地する。地目は畑地,荒地

 となっている。遺跡の範囲は,推定で南東一北西200m,西南一北東に120mの約24,000㎡

 と考えられる。なお,遺跡は笹谷街道により二分されている。

 また,本遺跡の他,新山地区には,河岸段丘に立地する新山B遺跡(縄文時代前期・晩

 期・平安時代),滑川左岸の河岸段丘に立地する新山C遺跡(平安時代)などが点在する。

 この地域は先人が居住するのに適した自然環境といえよう。

 2歴史的環境

 本遺跡周辺3㎞四方には約50カ所の遺跡が確認されている。その多くは,馬見ケ崎川上

 流部に形成された狭隘な河岸段丘上の平担部,沢口の舌状台地上といった場所に立地する

 小規模なものである。

 周辺遺跡の分布は,馬見ケ崎川上流部沿い(下宝沢・上宝沢地区),笹谷街道沿い(滑川・

 新山・関沢地区)の2地区に集中している。

 馬見ケ崎川上流沿いより,縄文時代中期から晩期にかけての遺物が出土している。笹谷

 街道沿いから出土する遺物は,縄文時代早期から平安時代といった時期的に広範でかつそ

 の内容も多岐にわたっている。

 また,本遺跡西側5㎞には,馬見ケ崎川によって形成された扇状地が西側に広がり,熊

 ノ前遺跡・中桜田遺跡・飯田遺跡・松山遺跡・大網遺跡・山形西高敷地内遺跡など,縄文

 時代の集落跡が点在している。熊ノ前遺跡は扇状地の扇頂部に立地し,縄文時代中期大木

 8～10式期に営まれた大集落である。また,同遺跡北1.5㎞には,縄文時代早期の遺物が出

 土したにひゃく寺遺跡がある。

 本遺跡は,馬見ケ崎川沿いの山腹や平地に点在する遺跡群の性格を理解するうえで,貴

 重な資料を提供している。
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 Ⅲ遺跡の概観
 1遺跡の概要(第2図)

 新山A遺跡は,新山地区の東,滑川右岸と月夜川左岸に挾まれ,その合流地点に向かっ

 て舌状に張り出した丘陵の北側斜面上に立地する。遺跡のほぼ中央を国道286号線が東西に

 横切っている。標高402m前後を測る。

 これまでに行った分布調査の結果,調査対象地区の東側林道沿いの畑地は,天地返しに

 よる撹乱が著しく,遺物包含層が既に破壊されていることが判明した。しかし,調査対象

 地区西南側及び北に向かって傾斜している0～33-7～24G付近には,遺物包含層が比較

 的良好な状態で存在していることが確認された。遺物は0-10Gから土師器破片,10～15-9

 ～10Gより縄文土器破片を検出しているが,遺構は検出されていない。

 2層序(第3・4図)

 遺跡の基本層序は次のとおりである。

 Ⅰ層褐色シルト(耕作土,しまりなく軟かい)

 Ⅱ層黒褐色粘土質シルト(Ⅰ層,III層間にレンズ状に堆積する)

 Ⅲ層にぶい赤褐色シルト(遺物包含層,橙色粘土塊を含む)

 Ⅳ層黒色シルト(上面に遺物,下面に多量の礫を含む)

 V層明黄褐色粗砂(多量の礫を含む,地山)

 Ⅰ層は遺跡全体に25～50cmの厚さで安定して堆積し,場所によっては小磯の混入がみら

 れる。II層はA区のみで観察された。10～20cm前後の厚さで不安定に堆積している。B区

 ではⅠ層の直下が地山のV層となる。遺物はⅠ層,Ⅲ層上面に包含されており,Ⅲ層,IV

 層上面がプライマリーな包含層と考えられる。出土遺物の内容を層位的に捉えることは困

 難であるが,IV層上面には縄文時代早期の遺物が多く検出される傾向がみられた。また,

 lV層下面には径30cm以上の大形の礫が多量に検出されている。

 3遺構と遺物の分布

 今回の調査ではIV層下面を遺構確認面としたが,大量の礫の混入もあり,A区北端で性

 格不明遺構(SX1)1基を検出したにとどまった。

 遺物はA区及びB区から主として検出された。その水平分布をみると,A区ではグリッ

 ド北壁沿いに集中し,B区では南東側に集中しているが,A区に比較してB区の遺物出土

 量は疎である。遺物分布と検出遺構の間には,明瞭な対応関係を見出すことはできなかっ

 た。またIII層中には縄文時代から平安時代にかけての遺物が混在しており,流れ込み等に

 よる二次堆積の可能性もある。
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 IV遺構と遺物

 1遺構

 aA区(第5図)

 6～27-7～18GをA区とした。精査面積は320㎡である。

 北壁沿いと中央にトレンチを設定し土層を観察した結果,地山は北側に傾斜することが

 確認された。

 調査の計画上A区を4地区に区分した。地区範囲は,A-1地区18～20-8～15G,A

 -2地区16・17-8～15G,A-3地区6～15-7～15G,A-4地区21～27-8～18G,

 とした。

 A区全体をII層まで掘り下げた後,A-1区とA-2地区境17-8～15Gに土層観察の

 ための土手を残したが,遺構覆土は検出されなかった。

 A-1地区では,III層からIV層下部まで掘り下げたが,遺構・遺物等は検出されなかっ

 た。A-1地区の地山は,北西側に傾斜している。

 A-2地区では,16～17-8・9GIII層上部より土師器,Ⅲ層下部より弥生土器がそれ

 ぞれ出土した。また,16-10GIV層上部より縄文時代早期の土器片1点が出土した。

 風倒木痕を16・17-12・13Gで検出した。A-2地区ではIV層からV層にかけて礫を多

 量に含む。A-2地区から遺構は検出されなかった。

 A-3地区では,12・13-10～15GⅢ層上部より縄文時代前期の土器片が3点出土した。

 6-9GⅢ層下部より縄文時代前期の土器片が4点出土した。14・15-9GIII層上部より

 縄文時代前期の深鉢形土器が出土した(第7図)。また,14-9Gより石匙1点,縄文時代

 早期土器片2点が出土した。15-10Gより風倒木痕が検出された。A-3地区は地山が北

 側に傾斜する。

 A-4地区でも,地山が北側に傾斜する。23～27-13～18Gは,Ⅰ層とV層よりなる。

 遺物は出土しなかった。

 (1)SX1性格不明遺構(第6図)

 A-3地区5～12-7～10より検出した。北東・南西に延びる溝状の遺構で長さ5m・

 幅2mを測る。遺物は,縄文時代前期土器片が2点,掻器が1点出土した。

 (2)風倒木痕(図版4)

 風倒木痕は2カ所で検出した。15-10Gで検出された風倒木痕は径1.5mを測る。16・

 17-12・13Gで検出した風倒木痕は径5mを測る。
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 bB区(第8図)

 B区は,A区西側4～12-8～15Gに位置し140㎡を掘り下げ精査した。

 層序は,Ⅰ層とV層からなる。Ⅰ層からV層直上までの厚さは,A～B壁で30～50cm,

 B～C壁では60～80cm,C～D壁では70～80cm,E～G壁では40～50㎝,G～A壁では20～30

 ㎝を測る。

 FからJ地点までは北東側に地山がゆるやかに傾斜し,JからC地点まではV層が北東

 側に緩傾斜している。HからⅠ地点まではV層がゆるやかに傾斜し,ⅠからC地点までは

 北東側に急傾斜している。

 B～C地点壁沿い,C～D地点壁沿い,D～E地点壁沿いのⅠ層下部に多量の大型の礫

 が含まれている。F～G地点壁沿い,G～A地点壁沿いのⅠ層には礫は含まれていない。

 A～B地点壁沿いⅠ層下部に少量の礫を含む。

 C～D地点壁沿いからA区5～12-7Gで検出されたSX1性格不明遺構に関係するプ

 ランは検出されなかった。また,B区全域からも遺構は検出されなかった。

 遺物は,B区表土より近代の陶器片,磁器片が数点出土した。また,8～11-13・14G

 I層下部のゆるやかな傾斜面から縄文時代前期土器片4点,縄文時代早期土器片1点,縄

 文時代前期土器片1点,石匙1点が出土した。

 CC区

 C区は,A区東側27～33-17～24G,40㎡を掘り下げ精査した。27～30-17～20G地区

 は1層とV層からなる。Ⅰ層表面からV層直上までの厚さは20～30㎝を測る。同グリッド

 のⅠ・V層とも礫を若干含む。V層直上は平担である。

 27～30-17～20Gより30～33-20～24Gは,30cmほど一段低くなっている。30～33-20～24

 Gは,Ⅰ・Ⅲ～IV層からなる。同グリッド1層は,27～30-17～20GI層と同じく若干の

 礫を含む。同グリッドIII層上部に若干の小礫を含む。また,Ⅲ 層下部に礫を含む。Ⅲ層か

 ら遺物は出土しなかった。同グリッドIV層には大型の礫が多量に含まれ,全体的にしまっ

 ている。IV層から遺物は出土しなかった。

 調査区の関係上,30-20Gで一段低くなる30～33-20～24Gがどのような性格をもつ地

 区であるか明確にすることはできなかった。

 出土した遺物は,27～30-17～20GI層より陶器片1点,30～33-20～24GI層より石

 板2点,(粘板岩),Ⅲ層より縄文土器片1点が出土した。
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 2出土遺物

 a)土器(第9・10図)

 本調査における出土遺物の総数は整理箱1箱分程である。内訳は縄文時代早期,前期の

 土器片が大半を占め,次いで弥生時代,古墳時代の順となる。また,平安時代の赤焼土器

 圷の小破片2点(図版13-66・67)が出土している。以下出土土器を時期毎に群に分け,

 更に胎土,施文技法等の観点から細分を行なう。

 第Ⅰ群土器(縄文時代早期)

 1類(第9図1)横方向からの連続刺突により短い沈線を描出しているもの。体部破片

 1点出土。竹管又は太めの棒状工具により,右方向からの連続刺突が数段にわたり繰り返

 されている。裏面は平滑に仕上げられ,焼成は良好で堅緻である。

 2類(第9図2)絡条体圧痕文の施文されたもの。口縁部破片が1点出土している。小

 破片でかなり磨滅しているが,波状縁を呈し,断面は平担に調整されている。口唇直下に

 縦位に置かれた絡条体の圧痕が2段にわたり観察される。

 3類(第9図3～9)体部地文のみ施文されたものを一括した。これらはTP3のII層

 から出土した同一個体で,表裏面に貝穀による条痕が縦横に施文される。胎土に繊維の混

 入はみられず,焼成は比較的良好である。

 4類(第9図10～15)比較的厚手で胎土に植物繊維を多量に含む早期末葉の土器群を一

 括した。14は丸底と思われる底部付近である。地文は0段多条Rしの斜位施文である。11～13・

 15は地文に間隔の密な撚糸文を縦位施文している。11は口縁部破片で,口唇部には斜方向

 から棒状工具側縁による刻みがはいり,断面が内側に張り出す。また,頸部付近に棒状工

 具による刺突がみられる。

 第II群土器(縄文時代前期)

 1類(第9図16～24)胎土に繊維を含み,地文のみ施文される前期初頭の土器片を一括

 した。地文には無結束羽状縄文,単節斜縄文があり,a:比較的厚手で,胎土に石英砂を

 多量に含むもの(17～19・22),b:薄手で裏面に繊維擦痕のみられるもの(20・23・24)

 C:厚手で胎土に石英微砂を多量に含む焼成不良なもの(16・21)がある。

 2類(第9図25～28)整正な撚糸文又は不整撚糸文の施文されるもの。2本一組の1段

 Lr原体による木目状撚糸文の横位施文(25)と,同じくLr原体を用いた網目状撚糸文

 (26),葺瓦状撚糸文(27)がある。28は不整撚糸文と思われるが,0段の繊維束を使用し

 ており,2類の中では時期的に新しくなる可能性がある。

 3類(第9図29～31,第10図32・33・39)粘土紐貼付文の施文されるもの。29～33・39

 は同一個体で,粗いLR単節斜縄文の地文に,曲線的な2～3本の粘土紐を貼付する。ま
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 た,大ぶりな波状縁となる双頭の波頂部に沿って2本の粘土紐が貼付される。底部付近は

 無文となる。35は口唇直下から剥落した渦巻状粘土紐である。貼付整形後に棒状工具によ
 る渦文が描き加えられている。

 4類(第10図34・36～38)口縁部に半截竹管による山形沈線文を施すもの。34・36は,胎

 土,焼成の近似から本類に一括する。34は頸部下半に綾絡文が施文される。
 第Ⅲ群土器(第10図40～47)

 弥生時代中期の土器群を一括する。地文のみの体部破片には撚糸文を施文するもの

 (40～43),単節RL原体を施文するもの.(44～46)がある。47は磨消縄文と沈線による文

 様を描出している。

 第IV群土器(図版13)

 古墳時代の土器を一括する。土師器壺頸部～体部の同一個体破片10点(56～65)の他,

 刷毛目調整のある甕体部破片が2点出土している。

 RPI(第II群1類に共通する土器第11図)

 14・15-9区Ⅲ層上面から検出された。底部から外傾して立ち上がり,体部中程から口

 縁部に向かってやや外傾ぎみに直上する深鉢形土器である。器高39.5㎝,口径30㎝,器厚
 10㎜前後を測る。口唇部は角を取るように横方向からの磨きがはいり,平縁に4単位の突

 起があるものと推定される。器表面全体及び上げ底ぎみの底部に精緻な無結束羽状縄文が

 施され,一部に地文を区画する微隆帯がみられる。原体はRL・LR0段3本多条で,長

 さは45㎜,節の長径は5㎜で,かなり太いものが使用されている。裏面は縦方向に磨かれ,

 平滑に仕上げられている。胎土には多量の繊維と若干の石英砂が混じる。

 b)石器

 石匙(第12図1・2)

 2は硅質頁岩製で,最大長44.5㎜,最大幅20.0㎜,最大厚6.5㎜,重さ10.49をはかる縦

 形石匙である。つまみ部分にのみ両面加工が施され,刃部の調製は精緻で背面全体に及ん

 でいる。先端部分を欠損する。B区出土。

 1は頁岩製,最大長54㎜,最大幅25㎜,最大厚7.5㎜,重さ14.39の両面加工の縦形石匙

 である。背面の2次調整は片側にのみ行なわれ,腹面は両側にみられる。刃部,つまみの

 つくり出し共に2に比較すると粗雑である。先端部が欠損し,表面はかなり風化している。

 掻器(第12図3)

 縦長剥片の背面先端部に簡単な2次調整を加えて刃部としたもので,基部側は欠損して

 いる。現存部の最大長42.5㎜,最大幅46㎜,最大厚11㎜,重さ18.29を測る。SX1覆土

 内より出土,これら3点の石器がどの時期に属するものかは不明である。
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 V考察

 1出土土器について

 本遺跡から出土した土器をみると,縄文時代早期から平安時代までかなり広い年代幅を

 もっている。得られた土器片の大半は,磨滅の著しい小破片で,分類不可能なものが多数

 あった。また,全ての遺物が表土及び包含層から出土したもので,層位的に新旧関係を検

 証するに足るものはない。しかしながら,縄文時代早期から前期初頭にかけての遺物は,

 断片的であるにせよ,これまでに報告例の少なかったものを含んでおり,県内における当

 該期の様相理解の一助となろう。本項では,周辺各遺跡の調査成果をふまえながら,先に

 分類した出土土器との比較,考察をおこなう。

 第Ⅰ群土器

 山形県内における縄文時代早期の編年研究は,昭和28年,加藤稔により尾花沢市細野遺

 跡での貝殻腹縁文土器の発見を端緒として,以後北村山における柏倉,加藤,吉田らによ

 る精力的な踏査によって着実な成果をあげた(1)。加えて昭和30年からの柏倉亮吉らによる高

 畠町の洞穴遺跡群の調査成果をもとに編年大網がたてられた(2)。近年,ゆっくりとした歩調

 ではあるが,当該期遺跡の発見件数・調査件数が増加するに伴ない,各型式のより具体的

 な内容把握と編年が試みられている(3)。山形市周辺で確認されている縄文時代早期の遺跡数,

 調査報告件数は,置賜,北村山などの周辺地域に比較して非常に少なかったが,最近,に

 ひゃく寺遺跡(4)の調査をはじめ,当地域の早期土器群の様相が徐々に解明されつつある。

 さて,今回の調査で得られた資料の中で,特に注目されるものは1類及び2類の在存で

 ある。1類土器は太く短い沈線を連続して横位施文しているもので,施文技法の観点から

 みれば,沈線というよりも器面に対する斜方向からの連続刺突に近い。関東の田戸下層式,

 陸前の素山下層式に比定されるものである。県内における素山下層式併行期の土器群は,

 加藤稔により村山市赤石遺跡第Ⅰ類,山ノ内遺跡第Ⅰ類,IIa類の資料をもとに赤石Ⅰ式と

 仮称されたものである。その内容は,太い沈線を主たる文様構成とし,まれにはこれに貝

 殻腹縁刺痕や点列の組み合わされるもので,器厚6～10㎜,色調赤褐色が多く,土質良好,

 多くは内外面が平坦にされる。条痕は比較的少なく,隆起した文様はまったくなく縄文は

 まれであるという。こういつた内容をもった土器群は,前出赤石遺跡,山ノ内遺跡をはじ

 め,高畠町日向第Ⅰ,第IV洞穴遺跡,ムジナ岩岩陰遺跡,一ノ沢岩陰遺跡,大石田町大畑

 山遺跡,尾花沢市細野遺跡,宮沢遺跡,森岡北遺跡,天童市かくまくぼ遺跡,南陽市須刈

 田大野平遺跡,西川町弓張平A遺跡,月山沢遺跡,山形市にひゃく寺遺跡,庄内では温海

 町大淵台遺跡などで確認されている。
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 この中で本遺跡1類土器と同様な施文技法を用いているものは,日向洞穴遺跡第II類a,
 一ノ沢岩陰遺跡第Ⅰ類a(5)(第13図1～8),西川町月山沢遺跡(6)(第13図9)南陽市須刈
 田大野平遺跡第Ⅰ群土器の一部(7)(第13図10～14),山形市にひゃく寺遺跡第Ⅰ群2類a(第
 13図15～23)などがあげられる。また大野平遺跡からは完形土器が出土している。(第13図
 14)。これをみると,頸部でややしまって胴部で少々張り出し鋭角な尖底をもつ深鉢で,器
 面にあらい擦痕を施した上に,横,斜方向に抉りとったような状態,短く切れた状態で底

 部近くまで器面をめぐる沈線が施されている。なお,絶対的に資料が不足しているため推

 測の域を出ないが,現在までの知見では,このモチーフは山形盆地以南に多く見出される

 傾向が指摘されよう(8)。他の文様との組み合せをも含めて,その分布の検討が今後の課題の

 ひとつである。

 2類土器は南関東の子母口式に併行するものと考えられる。子母口式土器は早期後半の

 所謂条痕文土器群の初期のものであり,その標識ともいえる絡条体圧痕文は,口辺部に並

 列して施文され,口縁端にも及ぶのが普通とされる(9)。これは宮城県における大寺上層式に

 も少数散見される。山形県内では,細野II式とされる高畠町日向第Ⅰ洞穴出土の土器が1

 点,山形市にひゃく寺遺跡の分布調査(10)において出土した,軟い軸を用いて絡条体圧痕文

 の施文された口縁部破片1点(第13図29)尾花沢市鶴子中原遺跡の表採資料2点(11),同市

 いるかい遺跡で確認された,条痕が貝殻によるものでなく絡条体によるもの2点(第13図

 30・31)など稀有であったが,昭和59年度のにひゃく寺遺跡の調査(安部実1985前掲書)

 では,報文中第1群10類とされた6点の絡条体圧痕文のある土器片が得られた。これらは

 更に,a:他の文様要素を認めないもの(第13図24～27)と,b:口縁部に爪形刺突文の

 縦位施文を併なうもの(第13図28)に細分されている。

 これらの絡条体圧痕文は,軸に縄をコイル状に巻きつけたものの横位あるいは斜位圧痕

 であるが,2類土器は原体を縦位置にして施文されており,しかも2巻されただけの原体

 の圧痕である可能性もあり,特異な印象をうける。爪形状工具による連続刺突のようにも

 みえるが,図版14に示すように明らかに繊維束による圧痕である。なお比較のために,尾

 花沢市鶴子中原遺跡の表採資料も掲載したので参照されたい(12)(図版14-2)。

 このように子母口式併行期の遺物出土点数はごく僅かなものであるが,絡条体圧痕の施

 文方法にはいくつかのバリエーションが存在する。関東においては絡条体圧痕文土器の再

 検討から早期終末に比定される在地的要素をもつ一群を子母口式から分離した経緯もあり(13),

 県内における当該期資料の充実が望まれる。

 第3類土器は表裏面に貝殻条痕文の施された早期後半～末葉の一括個体である。貝殻条

 痕文は,県内では子母口式～茅山下層式併行期にみられる。また素山貝塚より出土した胎
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 土に繊維を含まず,表裏に貝殻条痕をもつのに近似するものであろうか(14)。

 4類土器は,胎土中に多量の繊維を含み,全体ににぶい感じを受ける厚手の土器で地文

 に撚糸文及び縄文を施文するものである。早期終末から前期初頭に位置するものと考えら

 れる。

 以上新山A遺跡において第Ⅰ群土器とした縄文時代早期の土器群には,これまで県内で

 は報告例の少なかった田戸下層式併行期及び子母口式併行期の土器片が含まれており,僅

 かではあるが早期の土器様相に新知見が加えられた。

 第II群土器

 今回の調査で得られた縄文時代前期の遺物は,量的には限られているものの特に前期初

 頭の完形土器(RP1)など,貴重な資料を得ることができた。

 1類土器は胎土に繊維を含み,斜縄文又は羽状縄文のみが施文される土器片である。い

 ずれも小破片のためどの型式に属するか確定しかねるが,1a類及び1b類としたものは,

 尾花沢市安久戸D遺跡出土資料(15)(第14図32～38)に胎土,焼成が近似している。大木1

 式以前の所産と私考するが確証を得ない。RP1は大木1式期に比定されよう。

 大木1式の設定は,山内清男により宮城県七ケ浜町大木囲貝塚出土資料に基づいてなさ

 れ,室浜式一大木1式一大木2a式の編年的位置を与えられている(16)。その内容について

 の詳細な発表はなされなかったが,その後特に大木1式以前の土器編年について加藤孝に

 よる宮城県柴田町上川名貝塚の調査(17)や,林謙作による桂島式(および三神峯Ⅲ式)の提

 唱(18)など,種々の問題提起とともにその内容の充実がはかられた。一方大木1式土器の具

 体的内容の理解は興野義一により試みられた(19)。すなわち大木1式の文様の特徴は,単節

 またはまれに複節の羽状縄文が多く,羽状縄文は無結束である。口縁部の装飾文としてみ

 られるのは原体末端を輪にして回転させたループ文と不整撚糸文がある。組紐回転文があ

 るらしい。あげ底ふう平底にはしばしば体部と同じ施文がみられる。ゆるい波状口縁の存

 在と口端の刻み目の消滅などを掲げる。近年では仙台市三神峯遺跡(20),今熊野遺跡(21)等の

 調査により,より詳細な土器様相が報告されている。

 山形県における前期初頭の土器群は,これまで米沢市松原遺跡(22),小国町墓窪遺跡(23),

 東根市小林A遺跡(24),山形市にひゃく寺遺跡,大石田町庚申町遺跡等の調査により,かな

 りの資料増加をみている。県内にはこれまで桂島式と同一の内容をもった土器群は報告さ

 れておらず,併行関係をもつものとして,保角里志による庚申町式の提唱がある(25)。これ

 は庚申町遺跡昭和46年度調査において庚申町III群とされた土器群で,桂島式との相違点と

 して刺突文,ループ文,爪形文の存在をあげ,口縁部文様帯をもつ土器は三角形状に無文

 地を残す手法がとられ,地文に無結束羽状縄文を施し(第14図50),地文のみのものは結束
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 羽状縄文が全面に施文され,口唇平担,底部は完全な平底に刺突文が施文されるという特

 徴を指摘している。この手の土器群は庚申町遺跡昭和48年・49年度調査における第Ⅰ群5

 類a(26)(第15図57～62),昭和56年度調査の第II群土器(27)(第15図53～56・第16図66),米

 沢市松原遺跡(第16図73～75)などに良好な資料がある。一方ループ文と爪形文,半裁竹

 管によるコンパス文との組み合わせ(28}及び口唇への刻み目をもつ土器は,山形市にひゃく

 寺遺跡(第16図76～78),松原遺跡(第15図52・第16図72),小国町墓窪遺跡(第14図39～49),

 庄内では温海町木ノ俣遺跡(29)などから得られている。庚申町遺跡昭和48・49年度調査では,

 桂島式併行とされる丸底の深鉢が2個体復元されている(第15図64・65)。丸底は北の地域

 ほど多くなるという指摘もあり注目される(30)。

 続く大木1式では,桂島式併行期においてみられた爪形文,刺突文,コンパス文,口唇

 部への刻み目,口縁部の三角形状の無文地の磨消が消失し,器面への施文は,全面に長い

 0段多条原体を用いた無結束羽状縄文又は斜縄文,口縁部,頸部へのループ文の施文と体

 部の羽状縄文との組み合わせ,組紐文の存在,底部への地文の施文など,バリエーション

 に乏しくなる。直前型式に比較して宮城県側との斉一性の強さが感じられる。県内の大木

 1式土器群中で器形をほぼ把握できる資料は,庚申町遺跡昭和48・49年度調査において出

 土した組紐文の施文された深鉢(第15図63),同遺跡昭和55・56年度調査で第Ⅲ群土器とさ

 れた中に,ループ文と羽状縄文の組み合わされたもの(第16図69～71),組紐文が全面に施

 文されるもの(第16図67),斜行縄文の施されているもの(第16図68)がある。器形には頸

 部にくびれを持ち,体部下半でしまるものが多いと推測され,口唇は平縁もしくはゆるや

 かな波状縁である。第16図68は口唇に8単位の突起をもち,内蛮ぎみに直上している。ま

 た八幡原№24(清水北C)遺跡B群土器(31)としたもに組紐を地文として頸部のくびれ部に

 三条の平行沈線と刻目を有するもの(第14図51)等が報告されている。

 以上山形県における桂島式併行期から大木1式における土器様相の概略を述べた。近年
 当該期資料はかなり充実してきたものの,いずれの遺跡の土器群も小破片が多く,層位的
 にもなかなか実証を得られないため,両型式間の境界については不明瞭になる場合が多い。

 これは大木1式一大木2a式間についてもいえることである。施文原体のバリエーション

 の変遷過程とその組み合わせをより具体的に把握することが今後の課題となろう。
 2類土器は胎土に若干繊維を含み,木目状,葺瓦状,網目状などの整正な撚糸文を施す

 もので大木2a式期に比定される。県内では大石田町庚申町遺跡,東根市小林A遺跡,天

 童市上荒谷遺跡,山形市大森遺跡,村山市擶出遺跡,河島山遺跡などから出土している。

 村山盆地の密な遺跡分布に比較して,庄内,置賜地方には稀有である。

 3類土器は粗い地文の上に粘土紐を曲線的に貼り付けたもので大木4式期に比定される。
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 接合はしないがプロポーションは概ね把握できる。無文地の底部付近から外反して立ち上

 がり,体部は若干外傾ぎみに直立する。大ぶりな波状縁を有する深鉢形土器である。第10

 図35の渦巻状粘土紐もこの時期の資料の口唇直下に散見される。

 4類の口唇直下に半裁竹管による鋸歯状沈線文をもつものは,小破片のため詳細は不明

 であるが,おそらく大木5b式期に比定されうるものと考えられる。

 第Ⅲ群土器とした土器群は,焼成不良で縄文及び撚糸文のみが施された土器と,薄手の

 焼成良好な磨消縄文及び曲線的な沈線文で構成される土器から成る。これらは弥生時代中

 期に比定されると考えられるが,小破片のため器形,文様モチーフ等が歴然とせず,確定

 しえない。第IV群土器も器形を復元しうるものはなかったが,土師器壺頸部～体部破片は

 表面ミガキ,内面ナデ整形を施し堅緻に焼かれており,頸部直下にモミ痕を有する。胎土

 には石英細砂を多量に含み,全体に古式の印象をうける。刷毛目調整のある甕体部破片も

 胎土,焼成などからほぼ同時期のものとみられる。

 2遺構と遺跡の性格

 馬見ケ崎川上流域の山岳地帯・山麓地帯では,約50カ所の遺跡が確認されている(32)。

 調査区では,土器を含む遺物包含層が確認されたが,住居・土壙・ピット等の遺構は検

 出されなかった。遺物包含層は,その包蔵する土器から見て,縄文時代早期から縄文時代

 前期にかけて形成されたと推測される。縄文時代前期以降の遺物も出土しているが,流れ

 込み等による二次堆積の可能性があるため本章では割愛する。

 調査区においては遺物の出土は認められたが,生活の場として利用された形跡はほとん

 どない。但し,縄文時代前期初頭の深鉢形完形土器が1点出土していることから,短期間

 の何らかの人的行為があったと考えられる。

 本遺跡を含めて,馬見ケ崎川上流にある縄文時代遺跡の立地が,標高230～550mの山間

 の沢筋・段丘上などに限定されること,狭い遺物分布範囲を持つこと等から見て,これら

 遺跡群の中には多数定住を目的とした集落ではなく,狩猟・採集のための季節的なキャン

 プサイトである可能性が高い。また,これら遺跡の半分近くから縄文時代中期の土器(大

 木8a,8b式期)が出土していることから見て,馬見ケ崎川扇頂部に立地する大規模な

 熊ノ前遺跡・松山遺跡等の集落と有機的な関係があったものと推測できるのではなかろう

 か。
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 VI調査のまとめ

 新山A遺跡は山形市より宮城県に通じる笹谷街道(国道286号線)の右側丘陵地域に位置

 し,滑川右岸の丘陵地(標高402m)に位置する。

 A～C区の精査区を設け,A区で遺構が検出された。遺物は,すべての精査区から出土

 した。

 1出土遺物

 本調査における出土遺物の内訳は,縄文時代早期・前期の土器片,弥生時代土器片,古

 墳時代土師器,平安時代赤焼土器といった時期的に広範でかつその内容も多岐にわたって

 いる。

 縄文時代早期の土器群には,県内では発見例の少い田戸下層式併行期,子母口式併行土

 器が含まれており,早期土器の分布・様相を探る手がかりとなろう。

 13・14-9GIII層上部より出土した完形土器は大木1式期に比定される。縄文時代前期

 の土器群は,大木1式・2a式・4式・5式に併行する。

 弥生時代中期の土器群は,撚糸文又は単節RL原体を施文するものが大半を占める。

 古墳時代土師器は,壺頸部～体部破片が出土し,表面ミガキ,内面ナデ整形を施し,堅

 緻に焼かれている。

 遺物の大半が縄文時代早期から縄文時代前期の土器片であることと,縄文時代前期大木

 1式の完形土器が出土していることから本遺跡は,縄文時代早期から縄文時代前期にかけ

 て主体的に形成されていると推測される。縄文時代前期以降の出土遺物は流れこみの可能

 性がある。

 2遺構

 性格不明遺構(SX1)1基を検出したにとどまった。住居,土壙等の遺構が検出され

 なかったことから,本遺跡が生活域の中心であるとは考えられない。周辺に所在すると考

 えられる生活域(集落)から発生した遺物包含層と考えられる。

 一33一



図版































 山形県埋蔵文化財調査報告書第109集

 新山A遺跡

発掘調査報告書

 昭和62年3月20日印刷
 昭和62年3月31日発行

発行山形県教育委員会

 印刷`㈱大風印刷


