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表紙地図10，000分の10印が阿久遺跡



このたび平成12年度に発掘調査を実施した阿久遺跡の

報告書を刊行することとなりました。

発掘調査は「県営圃場整備事業原村西部地区」と「県

単河川改修工事」に先立って、諏訪地方事務所と諏訪建

設事務所からの委託、国庫および県費から発掘調査費補

助金交付をうけて、村教育委員会が実施したものであり

ます。

調査では溝跡を発見するに至り、当初は縄文時代の水

場遺構の期待をもちましたが、泥炭層中から出土した杭

を試料に、放射性炭素年代測定による検証で、中世に相

当する年代をえることができました。縄文時代ではあり

ませんでしたが、いずれにしろ貴重な遺構であり、破壊

する範囲を最小限にとどめ、埋没保存を考えるなかで、

県教育委員会をはじめ阿久遺跡整備委員会の戸沢充則・

宮坂光昭・武藤雄六の諸先生、お名前を明記しませんで

したが多くの方々からご指導・ご助言をいただきました。

また、諏訪地方事務所ならびに諏訪建設事務所をはじめ

とする関係機関の理解あるご配慮、発掘にかかわる多く

の皆様のご協力に深甚なる謝意を表する次第であります。

また、発掘調査報告書刊行にいたる過程において、お

世話いただいた関係各位にたいし厚くお礼申しあげます。

平成13年3月

原村教育委員会

教育長　大館　宏



例　　　言

1本報告は「平成12年度県営圃場整備事業原村西部地区」と「平成12年度県単河川改修工事」

に先立って実施した、長野県諏訪郡原村相木に所在する阿久遺跡の緊急発掘調査報告書である。

2　発掘調査は、諏訪地方事務所と諏訪建設事務所からの委託と、国庫および県費から発掘調査

費補助金交付をうけた原村教育委員会が、平成12年4月17日から10月11日にかけて実施した。

整理作業は、平成13年1月17日から3月26日まで行なった。

3　現場の発掘作業における記録は、平出一治・津金喜美子・進藤郁代・小林りえが行い、遺構

の測量は株式会社写真測図研究所に委託した。写真撮影は平出、空中写真は株式会社写真測図

研究所に、放射性炭素年代測定はパリノ・サーヴェイ株式会社に委託した。

4　遺物の整理は、小林りえ・清水正進・横内かおり・五味さゆりが行い、図面の整理は小林が

行った。出土した石器については株式会社アルカの角張淳一氏に実測・原稿を依頼した。

5　執筆は、平出が行った。

6　本調査の出土遺物、記録等はすべて原村教育委員会で保管している。

なお、本調査関係の資料には、11の原村遺跡番号を表記した。

発掘調査から報告書作成にわたって、会田　進・小林公明・小林正春・小松隆史・臼居直之・

白沢勝彦・河西克造・戸沢充則・原　明芳・宮坂光昭・武藤雄六の諸氏に御指導・御助言をいた

だいた。厚く御礼申し上げる次第である。
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I　発掘調査に至る経過

阿久遺跡の保護については、①県営圃場整備事業原村西部地区、②県単河川改修工事、③

村道改良工事　の3事業に係ることもあり、平成10年10月27日に行なわれた、①「県営圃整備事

業原村西部地区にかかわる埋蔵文化財保護協議」、②「県単河川改修工事にかかわる埋蔵文化財

保護協議」、（諺「村道改良工事にかかわる埋蔵文化財保護協議」で協議され、遺跡は現状のまま

保存していくのが最も望ましいことであるが、原村の農業の将来を考えると農地の整備は必要な

ことである上に、阿久川の改修工事も必要のことであり、村民からの強い要望もあり「記録保存

やむなき」との考えに落ち着き、緊急発掘調査を実施し、記録保存をはかる方向で同意をみるこ

とができた。出席者は、①は長野県教育委員会文化財保護課（平成11年4月より文化財・生涯学

習課）、諏訪地方事務所土地改良課、原村役場農林課、原村教育委員会の4者、②は県教育委員

会文化財保護課、諏訪建設事務所建設課、原村役場建設課、原村教育委員会の4者、③は県教育

委員会文化財保護課、原村役場建設課、原村教育委員会の3者であった。

緊急発掘調査は平成11年度（第9次）と12年度（第10次）の2か年におよび、11年度の対象地

区は、①県営囲整備事業原村西部地区、12年度は、①県営圃場整備事業原村西部地区、②県

単河川改修工事、③村道改良工事　の3事業がその対象となった。

したがって、平成11年10月12日・25日に行なわれた保護協議では、前年度協議の確認を行ない。

その後も調査日程等の打合せを行なうが、③村道改良事業に若干の問題を残したまま、発掘調査

に着手した。しかし、進展はみられず阿久川の改修工事の日程等を考慮すると、調査期間の延長

は考えられない状況であり、関係機関と協議を行なう中で、③村道改良工事に係る発掘調査は来

年度以降に先送りせざるをえなくなり、平成12年度は、①県営圃場整備事業原村西部地区、②

県単河川改修工事に係る緊急発掘調査　に切り替えている。

原村教育委員会は、経費については保護協議で調査対象面積による案分と決めたため、①県営

圃場整備事業原村西部地区については、国庫および県費から発掘調査補助金の交付と、諏訪地方

事務所からの委託をうけ、②県単河川改修工事については、諏訪建設事務所からの委託をうけ、

平成12年4月17日から10月11日にわたって緊急発掘調査を実施した。

II　発掘調査の経過（抄）

平成12年4月17日　発掘準備をはじめる。

5月10日　平成11年度の試掘調査で石組遺構（調査の結果溝跡の一部）を確認した地点

－5－



の表土剥ぎを重機ではじめる。

15日　遺構の検出作業をはじめる。

17日　平成11年度の試掘調査で土器が出土した地点の表土剥ぎを重機ではじ

める。

25日　重機でトレンチ掘りを行い、トレンチ内の精査をはじめる。

6月12日　暗渠排水（近世）の精査を行う。一時作業を中断する。

7月12日　重機による表土剥ぎ、遺構の検出作業を再度はじめる。

8月4日　溝跡の精査をはじめる。

9月20日　ラジコンヘリによる航空撮影および航空測量を行う。

28日　埋め戻しをはじめる。

10月11日　発掘調査を終了する。

III　遺跡の位置と環境

阿久遺跡（原村遺跡番号11）は、長野県諏訪郡原村相木区の南西方約500mに位置している。

八ヶ岳から流下する阿久川と大早川によって、南と北を浸食された東西に細長い尾根上から緩や

かな南斜面に立地している。南の阿久川側は比較的なだらかな傾斜であるのに対し、北の大早川

側はきつい斜面となる。当地方においては大きな尾根で、昭和54年に中央自動車道の下を含めた

55，940．97mアが国の史跡に指定されている。

調査地点は、阿久川と国史跡にはさまれた範囲で、その地形から縄文の人たちが水場としてい

たことが容易に考えられる状況で、少なからず水場遺構の発見を期待していた。地目は水田と普

通畑で、水田造成による切り盛りは著しい。標高は886～900mを測る。

八ヶ岳西南麓一帯には東西に細長く発達した大小様々な尾根があり、それらの尾根上には縄文

時代を中心とした遺跡が埋蔵されている。阿久遺跡の周辺にも大小様々な遺跡がみられる。その

密度は極めて高い地域である。

IV　調査の方法

発掘調査の対象は、平成12年度県営圃場整備事業原村西部地区と平成12年度県単河川改修工事

にかかる遺跡の全域におよんでいる。

第2図に示したように、平成11年度に実施した試掘調査で石組遺構（調査の結果溝跡の一部）

を確認した地点は、重機で表土剥ぎを行い遺構の検出作業を進めた。平成12年度も重機によるト
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レンチ発掘、トレンチ内の精査を行い、遺物および遺構の有無を確認した。遺物が出土した地点

を中心に重機による表土剥ぎ、引き続き遺構の検出作業を進めた。

発掘調査は原則として、ローム層の上面ないしは地山の自然礫まで層位別に行い、遺物は層位

別・遺構別に取り上げた。ちなみに調査面積は4，404m2である。

溝跡1基を発見しているが、その全景を把握するまでに、先ずは水田造成による擾乱に惑わさ

れ、次は阿久川のたび重なる氾濫による河川礫に惑わされた。そんなこともあり溝跡を破壊する

トレンチを掘っているし、無駄な時間も費やしたようである。滞跡を切るトレンチの断面観察で

は、土器破片と黒曜石もみられ、人為的に構築されたⅤ字溝であることがわかり、その重要性は

極めて高いものと思われた。しかし、調査期間が限られている上に、調査体制がととのわないこ

ともあり、関係機関と協議を進める中で、基本的には保存を前提に調査を進め、破壊個所は最小

限にとどめた。

破壊される範囲については精査を実施し、保存が可能な範囲は部分調査を行い、溝跡の性格の

把握につとめた。

泥炭層の調査では、多くの人たちにご指導をいただいたが、不手際が多く今は反省する事の方

が多い。

Ⅴ　遺　　　構

図示しなかったが中世の溝跡を発見調査した。ここでは写真に若干の説明を加えてみたい。

ー8－
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西上空から



写真2

西から

写真3

西上空から

写真1は全景、写真2～4

は阿久川の改修工事で破壊さ

れた個所である。溝跡は曲が

りくねっているが、写真1で

みるように阿久川と同じ方向

に流れていることがわかる。

上流は中央自動車道の下とな

り、溝跡のはじまりを確認す

ることはできなかった。もし

自然の流れであるなら、南傾

斜にあるため、傾斜の方向で

ある阿久川に直交する流れに

なっていたように思う。

写真2は検出状況である。

阿久川の氾濫による礫をかぶ

っていることがわかるし、新しい暗渠排水が2個所でみられた。

写真3と4は調査後であるが、軟質の岩をⅤの字状に掘り込んでいた。暗

渠排水で壊された個所もみられたが、壁の傾きはほぼ同様で整然としていた。

また、構内に残る大きな礫を取り除こうとした痕跡が認められた。

－9－



写真5は、阿久川の氾濫によって押し出された礫が、溝跡を覆っていたこ

ともあり、単独の石紐状の遺構と思い、重機でトレンチ掘りを行い、平板状

の礫数個を取り除くという不手際をしてしまった。したがって完全な姿では

ないが、礫は水を塞き止めるための施設であり、ここだけが広くなっていた。

目的は不明であるが、水溜りを使用する作業の場であったものと思われる。

110－

写真4　西から

写真5　上空から



写真6

西から

写真7

西から

写真8

上から

破壊される範囲を

最小限にとどめ、埋

め戻すことになった

ため、溝に直交する

トレンチを掘り、埋

土の状況および掘り

込みの状態を観察し

た。いずれもⅤの字

状に掘り込まれてい

た。

軟質の岩をⅤの字

状に掘り込んでいる

ことがわかる。岩の

間から水のしみだし

が所々でみられた。

泥炭層が発達してい

たが、極めて粒の小

さい砂が、何層にも

重なっていた。礫の

流れ込みが少ない。

出土した植物遺体

は、指の太さ位の丸

太の木材が多く、鋭

利な刃物による切り

口が見られるだけで、

明確な加工痕が認め

らる製品は少なかっ

た。その多くは壁の

保護に使われていた

のかもしれない。



VI　遺　　　物

図示しなかったが僅かな縄文時代の土器破片と石器、平安時代の土師器・須恵器の破片、近世

の古銭が僅かに出土している。溝跡の時期を決める資料はない。

溝跡の泥炭層中からは木製品（杭）、昆虫化石、植物遺体が出土している。ここでは、溝跡の

帰属時期を決めた杭の分析結果を記載しておきたい。

阿久遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

は　じ　め　に

阿久遺跡は、八ヶ岳西麓に放射状に拡がる河岸段丘の末端近くに位置している。今回の発掘調

査では、縄文時代および平安時代の遺物が検出されている。調査区内の低地部においては溝址が

検出されているが、周囲には縄文時代と古代の包含層が確認されているが、溝に伴う遺物等は乏

しく、構築年代が不明である。今回の自然科学分析調査では、この溝より検出された杭材を用い

て放射性炭素年代測定を行い、溝の構築年代について検証する。

1．試　　　料
今回対象とする溝の覆土は2層に分けられ、下層は礫および砂の層、上位層は泥炭層となって

いる。下位の砂礫層中からは黒曜石、上位の泥炭層中からは平安時代の土師器片などが出土して

いるが、溝の構築年代を確定できるような遺物は検出されていない。今回放射性炭素年代測定を

行う試料は、構内から出土した杭材である。杭材は打ち込まれた状態ではなく、泥炭層中に横転

した状態で検出されている。

2．分　析　方　法

測定は、学習院大学放射性炭素年代測定室が行った。

3．結　　　果

測定結果を表1に示す。表示した年代は1950年から何年前かを示す年数で、同位体効果による

測定誤差を補正した年代値である。14Cの半減期としてLIBBYの半減期5570年を使用した。誤
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差は標準偏差1♂に相当する年代である。♂13Cの値は、試料炭素の13C／12C原子比を質量分析

器で測定し、標準にPDBを用いて算出した値である。

測定された年代は、中世に相当する年代値である。

表1　放射性炭素年代測定結果

採集層位 ・ 試料 年代 C od e N o．

溝址内泥炭層 木片 （杭材） 460±70

♂13C ＝－26 ．9

G a k－2 0618

4．考　　　察

測定された年代は、杭材が立木より切り取られた年代に相当するものである。したがって測定

に用いた杭材が滞構築時に用いられたものであるとすれば、溝の構築年代を示唆する可能性があ

る。この場合、溝の構築は中世に行われたと考えられる。しかし、杭材は溝覆土の上位層である

泥炭層中から横転した状態で検出されているため、溝の構築に関わるものではなく、溝構築後の

混入物である可能性もある。この場合、溝の構築は約460年前より以前、すなわち中世以前と考

えることもできる。

VII　ま　と　め

阿久遺跡の調査であることから縄文時代前期の遺構を期待したが、僅かな土器破片と石器を発

見しただけである。水田造成によってローム層が削平された範囲は広く、また、数回におよぶ阿

久川の氾濫も観察できたことから、阿久川の利用は容易に考えられることであるが、居住の場と

しては適していなかったようである。

土器破片と石器の発見数は少なかったが、ここは縄文時代前期における阿久遺跡の範囲内であ

り、遺跡外縁部のあり方の一端を窺うことができたといえよう。

中世の溝跡は、人為的に造られた曲がりくねったⅤ字溝であり、泥炭層が形成されていたこと

からみて、水の流れはゆるやかであったものと思われる。また、埋土中には数回におよぶ礫の流

れ込みが観察できたし、氾濫による礫で覆われた状態であったことから確実に阿久川とは別の遺

構であるが、その性格を明らかにすることはできないままである。

溝を構築した年代の指標となる土器の発見はなかったが、幸いに泥炭層中から杭をはじめ加工

痕のみとめられる木製品・植物遺体・昆虫化石などが発見されている。加工痕が明確に認められ

た杭材を用いて、放射性炭素年代測定を行ったところ、460±70という中世に相当する年代値を

えることができた。これは原村の開村以前に構築されたことになるが、村内にこの溝についての

言い伝えは残されていない。いずれにしろ村の歴史を物語る貴重な発見であり、その性格の究明
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をはじめ、植物遺体の分析等による環境復元など多くの研究課題を残しているが、関係機関の理

解ある協力によって、工事で破壊される範囲を最小限にとどめ、その多くを埋めもどし後世へ伝

えることができた。
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