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序

原町農業高校前（下原）遺跡の発掘調査は、これまでに峡北地区総合学

科高校（北杜高校）整備事業に伴う事前調査として2000（平成12）年度に

第１次調査を、２００１（平成13）年度に第２次調査を行いました。

今回は第３次調査として、２００２（平成14）年度に行った発掘調査の報告

書です。調査の結果、竪穴住居跡をはじめとする縄文時代早・中～後期と

平安時代の遺構・遺物を検出することができました。縄文時代では後期の

堀之内式、加曽利B式土器が破片ながら多数出土しました。また、平安時代

では、竪穴住居跡から「麻呂」と墨書された坪が発見されました。

本書に掲載きれていますこれらの調査成果は、学術的価値が高く、地域

の歴史解明にも大いに役立つ資料になることと思いますので、多くの方々

の地域学習や研究資料として、ご活用いただければ幸甚です。

末筆ながら、ご協力いただきました関係機関各位、地元の方々並びに発

掘、整理調査に従事された方々に厚く御礼申し上げます。

2004年３月

山梨県埋蔵文化財センター

所長渡辺誠
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１．本報告書は、2002年度に実施した山梨県北巨摩郡長坂町渋沢1007-166外に所在する原町農業高校前（下原）

遺跡の発掘調査報告書である。

２．本調査は、峡北地区総合学科高校整備（北杜高校弓道場・グランド整備）に伴う事前調査であり、山梨県教

育委員会学校施設課より委託を受け、山梨県埋蔵文化財センターが調査を実施したものである。

3．発掘調査および出土品の整理は、山梨県埋蔵文化財センターが行い、保坂康夫、田口明子、正木季洋が担当

した。

４．本報告書の編集および執筆は、田口明子が担当した。

5．発掘調査および整理事業において下記の業務を委託した。

世界測地系座標昭和測量株式会社

石器実測（小形・中形の一部）株式会社アルカ

６．本報告書に関わる出土品および記録図面、写真等は一括して山梨県埋蔵文化財センターに保管している。

7．発掘調査から報告書作成にいたる過程で、下記の諸氏、諸機関から多大なご教示、ご協力を賜った。記して

謝意を表す次第である。（順不同・敬称略）

北杜高等学校、長坂町教育委員会（村松佳幸、長谷川誠)、富士島建設、株式会社シン技術コンサルン

凡 例

１．掲載した図面の縮尺は、原則として次のとおりである。

〈遺構〉遺構全体図：１/３００．１/600住居跡：１/６０土坑：１/３０．１/６０

溝：１/８０．１/６０

〈遺物〉土器実測図：１/２．１/３．１/４土器拓影図：１/２．１/３

石器実測図：小形石器（石雛等）：２/３中形石器（打製石斧等）：１/３

大形石器（石皿等）：１/３．１/６

２．遺物図版中の表記は次のとおりである。

ａ拓影図で両側を載せてあるものは、断面左側が外面、右側が内面である。

ｂ断面黒色は須恵器を示す。

ｃ石器実測図の網掛けは磨面範囲を示す。

３．遺構図版中の表記は次のとおりである。

ａ全体図・遺構図などに示した方位は、国土座標による真北である。

ｂ遺構図の断面図脇等にある数値は標高を示す。

ｃ遺構図中の網掛けは焼土・被熱範囲を示す。

４．遺構および遺物写真の縮尺は統一されていない。

５．色調の表記は次のとおりである。

ａ土居は、黒色→暗黒褐色→黒褐色→明黒褐色→暗褐色→褐伍→明褐伍の順ａ土居は、黒色→暗黒褐色→黒褐色→明黒褐色→暗褐色→褐色→明褐色の順に明るくなる。

ｂ土器は、『新版標準土色帖』（財団法人日本色彩研究所色標監修）に従った。

遺物図中のNCは、観察表の現場番号に対応する。

土器．石器観察表の（）は現存値、〔〕は推定値を示す。
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調査区 遺櫛名 現場稀号

弓道場 1住竃 813

弓道場 l住 817

弓道場 1住髄

弓道場 1住 912

弓道場 3撒(3Ｇ） 219

弓道場 1住 806

弓道場 l住 808

弓道場 47土 967

弓道場 l住遼 933

弓道場 47土 966

弓道場 48土 994

投球練習場 l住

投球練習場 1住 558

投球練習場 l住

投球練習場 l住 559

投球練習場 1住 123

投球練習場 1住 552

投球練習場 l住 564

投球練習場 l住 551

投球練習場 l土 349

投球練習場 １０土 458

投球練習場 １０土 272

投球練習場 10土 363

投球練習場 １０土 459

投球練習場 10土

投球練習場 10士 454

投球練習場 10土

投球練習場 11土 447

投球練習場 １０土 456

投球練習場 11土 466

投球練習場 15土 492

投球練習場 2淵

投球練習場 2溝

投球練習場 2櫛

投球練習場 308

投球練習場 519

投球練習場 263

投球練習場 4０

投球練習場 412

投球練習場 191

投球練習場 表採

投球練習場 表採

投球練習場 128

投球練習場 117

投球練習場 176

投球練習場 326

投球練習場 6１

時期 実測番号 残存 器穐

平安 147 ほぼ完形 土師器Ⅲ

平安 156 破片 土師器翌

平安 155 破片 土師器蕊

平安 517 破片 深鉢

平安 255 破片 須恵器坪

平安 514 破片 土師器翌

平安 515 破片 土師器認

平安 516 破片 土師器翌

平安 154 破片 土師器喪

平安 152 破片 土師器翌

平安 153 破片 土師器蕊

縄文中則中蕊 290 破片 深鉢

縄文中期後半 289 破片 深鉢

縄文中期後半 291 破片 深鉢

縄文中期後半 293 破片 深鉢

縄文中期後半 315 1/５ 深鉢

縄文中期後半 292 破片 深鉢

縄文I:剛 365 破片 深鉢

縄文中期 294 破片 深鉢

縄文111期後半 295 破片 深鉢

縄文中期中葉 299 破片 深鉢

縄文中期後半 314 破片 深鉢

縄文中期後半 329 破片 深鉢

縄文中期後半 296 破片 深鉢

縄文中期後半 298 破片 深鉢

縄文中期後半 300 破片 深鉢

縄文中期後半 528 破片 深鉢

縄文中期 301 破片 深鉢

縄文中期後半 297 破片 深鉢

縄文中期後半 302 破片 深鉢

縄文中期後半 337 破片 深鉢

縄文中期中葉 304 破片 深鉢

縄文中期後半 305 破片 深鉢

縄文中期後半 303 破片 深鉢

縄文中則中葉 340 破片 深鉢

縄文中期中葉 344 破片 深鉢

縄文中期中葉 346 破片 深鉢

縄文中期中蕊 345 破片 深鉢

縄文中則中葉 341 破片 深鉢

縄文中期中葉 343 破片 深鉢

縄文中期中葉 339 破片 深鉢

縄文中期中蕊 347 破片 深鉢

縄文中1M中葉 348 破片 深鉢

縄文中期中葉 319 破片 深鉢

縄文中期中葉 412 破片 深鉢

縄文中期中葉 350 破片 深鉢

縄文中Wl中葉 342 破片 深鉢

部位 口径 器高 底侭 色調（外）

口～底部 12.65 2.40 6.00 横

底部 (2.50） 〔8.0〕 にぶい燈

口縁部 〔17.0〕 (2.50） にぶい赤禍

底部 (1.90） 〔7.6〕 黒褐

底部 (0.60） 〔5.2〕 背灰

胴部 (7.00） にぶい褐

胴部 (5.70） 黒褐

服部 (4.90） 黒褐

底部 (2.30） 8.50 黒褐

胴～底部 (8.60） 〔9.6〕 灰褐

胴～底部 (9.20） 〔7.2〕 黒褐

服部 (3.70） 黒褐

口縁部 (8.30） にぶい褐

胴部 (3.60） 褐

胴部 (3.90） にぶい燈

~胴部 〔13.2〕 (14.50） にぶい燈

胴部 (3.90） 赤禍

口縁部 (4.60） 燈

胴部 (3.60） にぶい赤褐

胴部 (5.70） 明褐

胴部 (4.70） 褐

胴部 (12.80） 褐

胴部 (9.40） 赤禍

胴部 (3.60） 明褐

胴部 (4.30） 明褐

胴部 (4,70） にぶい黄禍

口縁部 (４．１０） にぶい黄禍

胴部 (5.10） 黄禍

胴部 (9.00） 褐

胴部 (10.00） にぶい黄禍

胴部 (11.50） 褐

胴部 (3.80） 褐

胴部 (3.20） 黄褐

胴部 (2.40） にぶい黄撒

口縁部 (6.40） 褐

口縁部 (4.00） 明褐

口縁部 (5.40） にぶい赤禍

胴部 (3.30） 褐

胴部 (5.50） 褐

胴部 (4.80） 褐

胴部 (6.80） 灰褐

口縁部 (590） 明黄褐

口縁部 (4.20） 樋

口縁部 (4.10） にぶい黄禍

口縁部 (4.40） 明褐

口縁部 (4.80） 褐

頚部 (5.80） 禍

色調（内）

暗赤褐

にぶい桧

暗赤禍

明褐

青灰

にぶい褐

黒褐

にぶい褐

黒褐

灰褐

黒褐

にぶい褐

里
｡QQQ

褐

里
｡＆●も

にぶい燈

にぶい赤禍

にぶい燈

灰褐

暗褐

褐

暗褐

暗赤禍

明褐

褐

にぶい黄禍

にぶい黄禍

明褐

褐

にぶい黄褐

褐

明褐

黄褐

にぶい黄燈

暗褐

明褐

にぶい赤褐

褐

暗褐

褐

にぶい褐

灰黄褐

にぶい燈

にぶい黄禍

明褐

にぶい菰褐

黒褐

胎 土

密白黒･赤色粒、石英

密白黒･赤色粒、石英

やや粗白・黒・赤色粒、石英、雲母

密白･黒･赤色粒、石英、黒雲母

密白・黒色粒

やや粗白･黒･赤色粒、石英、金雲母

密白･黒･赤色粒、石英、金雲母

密白･黒･赤色粒、金雲母

やや粗白･黒･赤色粒、石英、雲母

やや粗白･黒･赤色粒、石英、雲母

密白･黒･赤色粒、石英、金雲母

やや粗白･赤色粒、石英

密白黒色粒、石英、金雲母

密白･黒･赤色粒、石英、黒雲母

密白･黒色粒

密白･黒･赤色粒、石英、金雲母

やや粗白･黒色粒、石英、黒雲母

密白黒･ヴ色粒、石英、金雲母

やや粗白． 絶粒、石英、黒雲母

やや粗白･黒‘赤色粒、石英、雲母

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白？黒？赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英、雲母

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗自･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

密白･黒･赤色粒、石英、小石

やや粗白黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

密白･黒･赤色粒、石災

密白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白･黒･赤色粒、石英

やや粗白.鳥･赤色粒、石英

やや粗白． 鴫･赤色粒、石災

整形・施文 備考

外面斜めへラケズリ､底面回転糸切

ﾘ後、周囲へラケズリ
１０世紀前半、弓道場814と接合

底面木葉痕

内而ハケ目

外面縦ハケ目 弓道場913(2.3）と接合

底而回転糸切痕

外而縦ハケ目、内而横ハケ目 弓道場l住－２と接合

外而縦ハケ目、内而横ハケ目 弓道場1住－１と接合

外面縦ハケ目、内面横ハケ目 弓道場990.997.12Ｇ（１住下）と接合

外面ハケ目、底面わずかに木葉痕

内外面ハケ目、底面に木葉痕 弓道場982.1住･1住竃と接合

内外而ハケ目、底而木葉痕 弓道場995.1住と接合

三角抑文、隆線 新道

隆線、沈線 曽利Ⅳ

条線、蛇行沈線 曽利1Ｖ

条線、沈線 曽利1Ｖ

縄文 投球練習場562.563.565と接合

条線

縄文

縄文

櫛棚峻、沈線 曽利Ｖ

刺突のある隆線､連続刺突文 井戸尻

条線、隆帯
曽利Ⅳ、投球練習場275.321.368.449.

544.546と接合

条線、隆帯 曽利Ⅱ、投球練習場448と接合

条線､蛇行沈線 曽利Ⅳ

条線、隆線 曽利Ⅳ

結筋縄文

撚糸文、沈線 連弧文、搬入品？

縄文

条線 投球練習場457と接合

条線、隆線 曽利Ⅱ～Ⅲ、投球練習場467と接合

刺突文、隆帯、沈線 曽利Ⅲ

縄文、キャタピラ文､沈線、隆線 藤内

条線、隆線 曽利、

条線

三角抑文 新道

隆帯、キャタピラ文、三角抑文 新道

隆帯、三角抑文 新道

三角抑文 新道

新道

隆帯、キャタピラ文 新道

隆帯、キャタピラ文、三角押文 新道

沈線 熊内

隆帯、三角抑文 藤内

刻みのある隆帯 藤内、投球練習場119と接合

沈線 井戸尻

刻みのある隆帯 井戸尻

刻みのある隆帯 井戸尻
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第45図 10 投球練習場 中 縄文中期中葉 361 破片 深鉢 口縁部 (4.50） 褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英

第45図 1１ 投球練習場 509 縄文中期中葉 349 破片 深鉢 口縁部 (4.30） 褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 隆帯、沈線

第45図 1２ 投球練習場 474 縄文 338 破片 深鉢 胴部 (5.10） 赤褐 赤褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 刻みのある隆帯 曽利Ｉ

第45図 1３ 投球練習場 130 縄文中期後半 382 破片 深鉢 頚部 (6.00） にぶい燈 燈 密白･黒･赤色粒、石英、金雲母 条線、刻みのある隆帯 曽利Ｉ

第45図 1４ 投球練習場 319 縄文中期後半 407 破片 深鉢 胴部 (4.70） 赤褐 暗赤禍 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線、刻みのある隆帯 曽利Ｉ

第45図 1５ 投球練習場 445 縄文中期後半 328 破片 深鉢 頚部 (6.60） 燈 にぶい赤褐 密白色粒、石英、雲母 隆帯 曽利Ｉ～Ⅱ

第45図 1６ 投球練習場 532 縄文中期後半 390 破片 深鉢 口縁部 (2.40） 燈 にぶい燈 密白･黒･赤色粒、石英 隆帯

第46図 １ 投球練習場 1７ 縄文中期後半 379 破片 深鉢 胴部 (6.60） 明褐 褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 条線、蛇行隆帯 曽利Ⅱ

第46図 ２ 投球練習場 278 縄文中期後半 336 破片 深鉢 口縁 〔21.0〕 (9.00） 褐 褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 刻みのある隆帯 曽利Ⅱ

第46図 ３ 投球練習場 217 縄文中期後半 371 破片 深鉢 口縁部 (4.30） にぶい燈 灰褐 密白･黒･赤色粒 条線、隆帯、沈線 曽利Ⅱ

第46図 ４ 投球練習場 127 縄文中期後半 311 破片 深鉢 口縁～胴部 (9.40） 褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 隆帯 曽利Ⅱ、投球練習場276.545と接合

第46図 ５ 投球練習場 2７ 縄文中期後半 306 破片 深鉢 胴部 (9.40） 赤褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線、沈線、隆線 曽利Ⅱ、投球練習場385と接合

第46図 ６ 投球練習場 1６ 縄文中期後半 388 破片 深鉢 頚部 (3.90） 明褐 褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 隆帯 曽利Ⅱ

第46図 ７ 投球練習場 515 縄文中期後半 364 破片 深鉢 胴部 (5.30） 燈 燈 密白･黒･赤色粒、雲母 結節縄文 曽利Ⅱ

第46図 ８ 投球練習場 475 縄文中期後半 391 破片 深鉢 口縁部 (4.30） 明赤褐 暗赤灰 密白･黒･赤色粒、石英、小石 縄文、隆帯、沈線

第46図 ９ 投球練習場 553 縄文中期後半 395 破片 深鉢 口縁部 (4.50） にぶい黄燈 にぶい黄燈 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線 曽利Ⅱ～Ⅲ

第46図 １０ 投球練習場 5６ 縄文中期後半 359 破片 深鉢 胴部 (6.40） 明赤褐 にぶい燈 やや粗白･赤色粒、石英 縄文、蛇行隆線 曽利Ⅱ～Ⅲ、内面に煤付着

第46図 １１ 投球練習場 434 縄文中期後半 396 破片 深鉢 胴部 (5.00） にぶい黄禍 にぶい黄褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英、小石 条線、隆帯 曽利Ⅱ～Ⅲ

第46図 1２ 投球練習場 5４ 縄文中期後半 307 破片 深鉢 頚部 (5.30） 褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 沈線、隆帯 曽利Ⅱ～Ⅲ、投球練習場514と接合

第46図 1３ 投球練習場 430 縄文中期後半 310 破片 深鉢 口縁部 (7.20） 褐 黄褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 斜行条線 曽利Ⅱ～Ⅲ、投球練習場522と接合

第47図 １ 投球練習場 433 縄文中期後半 326 破片 深鉢 口縁部 (12.60） にぶい褐 にぶい褐 密白黒･赤色粒、石英 条線、隆帯、沈線 曽利Ⅲ

第47図 ２ 投球練習場 162 縄文中期後半 380 破片 深鉢 口縁部 (5.60） 褐 褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線、隆帯、沈線 曽利、

第47図 ３ 投球練習場 100 縄文中期後半 406 破片 深鉢 胴部 (6.50） 褐 明褐 やや粗白･黒色粒、石英、雲母 縄文、沈線 曽利Ⅲ

第47図 ４ 投球練習場 １０８ 縄文中期後半 399 破片 深鉢 胴部 (8.80） にぶい褐 にぶい褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 隆帯、短沈線 曽利Ⅲ

第47図 ５ 投球練習場 202 縄文中期後半 400 破片 深鉢 胴部 (7.70） にぶい黄褐 明黄褐 密白･黒･赤色粒、石英、雲母 短沈線、隆帯、沈線 曽利Ⅲ

第47図 ６ 投球練習場 2３ 縄文中期後半 383 破片 深鉢 把手 (9.40） にぶい黄燈 にぶい黄燈 密白･黒･赤色粒、石英、雲母 刺突文 内面に調整痕

第47図 ７ 投球練習場 543 縄文中期後半 398 破片 深鉢 口縁部 (4.70） 暗褐 黒褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 隆帯

第47図 ８ 投球練習場 8７ 縄文中期後半 393 破片 深鉢 口縁部 (3.50） 褐灰 にぶい褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英、金雲母 条線 曽利Ⅳ

第47図 ９ 投球練習場 122 縄文中期後半 392 破片 深鉢 口縁部 (3.80） にぶい褐 黒褐 密白黒･赤色粒、石英、金雲母 条線 曽利Ⅳ

第47図 １０ 投球練習場 406 縄文中期後半 410 破片 深鉢 口縁部 (3.60） にぶい褐 明赤褐 密白･黒･赤色粒、石英 隆帯、沈線 曽利Ⅳ

第47図 1１ 投球練習場 表採 縄文中期後半 385 破片 深鉢 口縁部 (7.50） 褐灰 にぶい褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英、黒雲母 条線 曽利Ⅳ

第48図 １ 投球練習場 424 縄文中期後半 322 破片 深鉢 口～底部 〔34.0〕 37.50 〔9.4〕 にぶい赤褐 にぶい赤褐 密白･黒･赤色粒、石英、雲母 条線、沈線、隆線
投球練習場266.293.386.387.388.389.

425.427と接合

第48図 ２ 投球練習場 343 縄文中期後半 321 1/２ 深鉢 胴～底部 (8.10） 4.60 明褐 暗褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 沈線 曽利Ⅳ、投球練習場355と接合

第48図 ３ 投球練習場 174 縄文中期後半 335 破片 深鉢 口縁部 (8.50） にぶい赤褐 にぶい赤褐 密白･黒･赤色粒 条線、隆帯 曽利Ⅳ

第48図 ４ 投球練習場 243 縄文中期後半 312 破片 深鉢 口縁部 〔21.6〕 (5.80） 糧 褐 密白黒･赤色粒、石英、金雲母 条線、隆帯 曽利Ⅳ、投球練習場309と接合

第48図 ５ 投球練習場 北 縄文中期後半 381 破片 深鉢 口縁部 (6.20） にぶい燈 にぶい燈 密白･黒･赤色粒、石英、金雲母 条線、隆帯、沈線 曽利Ⅳ

第48図 ６ 投球練習場 132 縄文中期後半 317 破片 浅鉢 口縁～胴部 (11.30） にぶい褐 黒褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 隆帯 曽利Ⅳ、投球練習場166.172と接合

第48図 ７ 投球練習場 163 縄文中期後半 404 破片 深鉢 口縁部 (5.80） 暗褐 明褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線、隆帯 曽利Ⅳ

第49図 １ 投球練習場 １７３ 縄文中期後半 394 破片 深鉢 口縁部 (7.70） 黒褐 黒褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英、雲母 条線、隆帯、沈線 曽利Ⅳ

第49図 ２ 投球練習場 381 縄文中期後半 409 破片 深鉢 口縁部 (4.60） 燈 にぶい褐 密白黒･赤色粒、石英、雲母 条線、隆帯、沈線 曽利Ⅳ

第49図 ３ 投球練習場 193 縄文中期後半 408 破片 深鉢 口縁部 (4.80） にぶい褐 灰褐 密白･黒･赤色粒、石英、金雲母 条線、沈線 曽利Ⅳ

第49図 ４ 投球練習場 213 縄文中期後半 334 破片 深鉢 胴部 (6.50） 褐 燈 密白･黒･赤色粒、石英、金雲母 条線、隆帯 曽利Ⅳ

第49図 ５ 投球練習場 表採 縄文中期後半 331 破片 深鉢 胴部 (8.40） 燈 黒褐 密白･黒･赤色粒、石英 条線、沈線 曽利Ⅳ

第49図 ６ 投球練習場 131 縄文中期後半 403 破片 深鉢 胴部 (8.20） 明褐 明褐 やや粗白･黒･赤色粒、石英 条線、隆帯 曽利Ⅳ

第49図 ７ 投球練習場 270 縄文中期後半 405 破片 深鉢 口縁部 (4.70） 黒褐 にぶい褐 密白･黒･赤色粒、石英、金雲母 隆帯、沈線 曽利Ⅳ

第49図 ８ 投球練習場 表採 縄文中期後半 387 破片 深鉢 頚部 (3.40） 褐 黄褐 やや粗白黒･赤色粒、石英 条線、隆帯 曽利Ⅳ

第49図 ９ 投球練習場 ５ 縄文中期後半 411 破片 深鉢 胴部 (4.90） にぶい褐 にぶい燈 密白･黒･赤色粒 条線、沈線 曽利Ⅳ

第49図 1０ 投球練習場 表採 縄文中期後半 327 破片 深鉢 胴部 (4.10） にぶい黄燈 灰黄褐 密白黒･赤色粒、石英 条線、隆帯 曽利Ⅳ












































































































































































































