
縄文時代早期の炉穴を発見！
　三重県埋蔵文化財センターでは、東海環状自動車道の建設事業に伴い、平成 21 年

度より、四日市市内にある中野山遺跡と筆ヶ崎古墳群の調査を行っています。

　今年度の中野山遺跡の調査では、縄文時代早期（約 8,000 年前）の煙道付炉穴がみ

つかりました（写真）。

　また、筆ヶ崎古墳群の調査では、古墳だけでなく、斜面の広い範囲に奈良時代の建

物跡が残っていることが判明しました。

　今年度おこなった中野山遺跡（第 3・６次）調査、筆ヶ崎古墳群（第 1次）調査の

概要についてお伝えいたします。
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　中野山遺跡では、今年度もたくさんの遺構（建
物の跡など人間の生活の痕跡）と遺物（人間の使
った道具など）がみつかりました。まずは各時代
のおもな遺構から紹介していきます。
縄文時代　縄文時代は１万年以上続いた長い
時代〔図１〕ですが、中野山遺跡では、隣接する
新名神高速道路の調査区で確認されたものを含
めると、前期以外の全ての時期の遺構または遺
物がみつかっています。その中で特に目を引くの
が早期の炉跡（炉穴と集石炉）です。
　炉穴はトンネル状の煙道が残っていた煙道付
炉穴〔写真２〕を含めて、第3次調査区で15基、
隣接する新名神の調査区で確認されたものを合
わせると、合計53基がみつかりました。
　煙道付炉穴は草創期～早期にかけて、九州か
ら関東までの太平洋側の地域でのみ、みつかっ
ている遺構です。小さい穴と大きい穴がトンネル
（煙道）でつながっており、煙道とその付近が赤く
焼けていることから、図２のようにして火を焚い
ていたのではないかと想像されています。
　煙を利用して燻製を作っていたなど諸説あり
ますが、はっきりとした利用法は現在のところ分
かっていません。
　集石炉は第３次調査区で８基、隣接する新名
神の調査区で確認されたものを合わせると、合計12基が
みつかりました。集石炉のほとんどは、穴の中にたくさん
の焼けた小石が灰とともに詰まった状態でみつかりまし
た〔写真３〕。断面を見ると、小石の層は薄く、その下は、灰
と炭化物の層になっており、大半のものは、穴の底に大き
めの石が並べてありました〔写真４〕。
　集石炉は縄文時代全期を通じてみつかる遺構ですが、
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図２　煙道付炉穴の復元想像図

写真２　煙道付炉穴（東から）※調査のために断ち割ってあります

←飛鳥時代の柱の跡←飛鳥時代の柱の跡

煙を出す穴→煙を出す穴→

煙道→煙道→

焚き口焚き口

みつかった主な遺構

写真１　第3次調査 南区 全景（東から）

図１　縄文時代の時期区分　　※小林達雄編『総覧 縄文土器』2008年　「土器様式編年表」より
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写真３　集石炉　検出状況（東から）

写真４　集石炉　断面（南から）

写真７　南区の飛鳥時代の掘立柱建物群（東から）写真６　飛鳥時代の竪穴住居（西から）

写真５　北区の竪穴住居群（東から）※青：弥生、緑：古墳、白：飛鳥

早期に数が増えるようです。中野山遺跡でも早
期の土器が出土している集石炉があり、他の集
石炉も同じ早期のものと考えています。
　オセアニアや北米の民族例として、中野山遺
跡の集石炉のように、地面を掘り込んで石を利
用するタイプの炉は、比較的高温を長時間維
持する必要のある、イモなどの植物質の素材
を蒸し焼きにするために利用されていること
が多いと報告されています。
　中野山遺跡では当時どのような素材が調理
されていたのでしょうか。興味は尽きません。
弥生時代･古墳時代　第３次調査の北区におい
て、弥生時代の竪穴住居が３棟、古墳時代の
竪穴住居が２棟みつかりました〔写真５〕。
　これらの時代の竪穴住居は南区ではみつか
っていないため、時代によって生活の場が移
動していったことが分かります。
飛鳥時代　飛鳥時代の建物跡として、今年度
の調査では、新たに、竪穴住居が 14棟、掘
立柱建物が 19棟確認されました。隣接する
新名神の調査区でもこの時代の建物跡が確認
されており、集落がさらに広い範囲にひろが
っていたことが分かりました。
　この時代の竪穴住居の中には、建物内の中
央付近に大きな穴がつくられているものがみ
られました〔写真６〕。この穴がどのような
機能を持っていたのかは、今後の検討課題と
いえます。
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中野山遺跡　遺構略図
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図３　中野山遺跡調査区位置図(1:5,000)
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写真９　弥生時代の甕　出土状況（南から）写真８　飛鳥時代の掘立柱建物群（北から） 写真10　縄文時代の炉穴群（北西から）

写真11　飛鳥時代の建物群（北東から）

おもな遺構の時代と種類

縄文時代　　　　　　　炉穴
　　　　　　
　　　　　　　　　　集石炉
　　　
　　　　　　　　　土坑など

弥生時代　　　　　竪穴住居

古墳時代　　　竪穴住居・土坑

飛鳥時代　竪穴住居・掘立柱建物　　　

　　　　　　　　大型の土坑
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みつかった主な遺物

遺跡の環境

縄文時代早期の土器。この時期に

よくみられる、刻んだ棒を転がし

て文様を付けた押型文土器です。

炉穴から出土しました。楕円形の

つぶや山形などの文様がみえます。

弥生時代の土器。甕の口から首の

部分です。出土した時は写真９の

ような状態でした。弥生時代後期

頃（約 1,800 年前）のものとみら

れます。

飛鳥時代の土器。土師器といわれ

る素焼きの土器です。ハケ目の付

いているものは甕の口から肩の部

分で、残りの２つは甕などに付い

ていた取っ手です。

飛鳥時代の鉄滓。鍛冶を行った際

に出る鉄のかすのようなものです。

この他にも鞴羽口や砥石など、鍛

冶に関連する道具がみつかりまし

た。

縄文時代早期の石皿と敲石。ドン

グリなどを砕いたり、すりつぶし

たりするのに使われたのでしょう

か。石皿の表面は、よく使いこま

れて、すべすべしています。

縄文時代中期～後期の石錘。平べ

ったい楕円形の石の両端に、刻み

目が付けられています。ひもを巻

きつけて、漁網などのおもりとし

て、使われたという説があります。
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写真 12　空から見た中野山遺跡と筆ヶ崎古墳群（西上空から）

　中野山遺跡は朝明川と
員弁川に挟まれた丘陵上
にあります。北側（写真
左側）の筆ヶ崎古墳群と
は、小規模な谷によって
隔てられています。現在、
この谷は、水田となって
いますが、過去には貴重
な水場として利用されて
いた可能性もあり、今後
の調査で、遺跡の範囲が
広がる可能性もあります。



平成 23 年度 筆ヶ崎古墳群 第１次 発掘調査
　遺跡の南半分について、トレンチ（溝掘り）による先行調査を行いました。その結果、

Ｔ２～Ｔ６のトレンチで竪穴住居などの遺構が確認されました。これらの遺構からは奈良

時代とみられる土師器の小片が出土しました。斜面ではありますが、古墳だけでなく、奈

良時代の集落跡が広がっている可能性が出てきました。また、Ｔ１･Ｔ４･Ｔ５のトレンチで

は谷状の落ち込みも確認されました。集落内で使われた遺物が谷底に遺存している可能性

も考えられます。

　以上のことから、古墳の周辺部（薄い黄色の範囲）だけでなく、谷地形を含む赤色の範

囲については、平成 24年度以降に調査を行います。また、北半分についても、同様の調

査を行う予定です。

図３　筆ヶ崎古墳群トレンチ位置図（1:2,000）

写真 14　Ｔ３トレンチ（西から）

写真 15　Ｔ５トレンチ（南から）
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写真 13　Ｔ２トレンチ（北から）
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　三重県埋蔵文化財センターでは、発掘調査の成果について、広く一般の方々に知ってい
ただくため、現地説明会や発掘調査報告会、遺跡見学会等の普及公開活動を行っています。

みなさんの文化財

写真 16　集石炉の解説をしています

現地説明会　平成 23年 10月２日 (日 ) に
開催しました。当日は天候にも恵まれ、絶
好の説明会日和となりました。県外からの
参加者を含め、約 320 名の方に参加いた
だいたほか、地元ケーブルテレビの取材も
あり、発見された炉穴や出土した遺物など
をご覧いただきました。参加者の方からは、
「炉穴は調理に使われたのですか？」など、
たくさんの質問が出され、遺跡に対する関
心の高さがうかがわれました。

調査名称　中野山遺跡第３･６次発掘調査、筆ヶ崎古墳群第１次発掘調査

原因事業　東海環状自動車道建設事業

期間･面積　中野山 ( 第３次 )：平成 23 年４月 25 日～ 11 月 15 日  7,572 ㎡

　　　　　中野山 ( 第６次 )：平成 23 年10月11 日～ 12 月 19 日    504 ㎡

　　　　　筆ヶ崎 ( 第１次 )：平成 23 年９月 20 日～ 11 月 11 日    460 ㎡

調査委託　国土交通省　中部地方整備局　北勢国道事務所

調査主体　三重県教育委員会

調査担当　三重県埋蔵文化財センター　調査研究Ⅱ課
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中野山遺跡　これまでの調査で知られていなかった縄文時代の遺構と遺物を多数、確認する
ことができました。とくに縄文時代早期の炉跡は、トンネル状の煙道のある煙道付炉穴や集石
炉などがあり、隣接する新名神高速道路の調査区で見つかったものを合わせると、合計 65基
がみつかりました。これは、一つの遺跡で発見されたこの時期の炉跡の数としては、三重県内
で最多の事例となります。また、数は少ないですが、弥生時代や古墳時代の遺構・遺物も確
認されました。この地が、様々な時代に利用されていたことが分かります。
　飛鳥時代の竪穴住居などからは、鉄滓や砥石など、鍛冶に関連する遺物もみつかりました。
古代大金郷との関係を知るうえで貴重なものです。
筆ヶ崎古墳群　部分的な調査でしたが、遺跡内に古墳だけでなく奈良時代の建物跡が残って
いることが判明しました。斜面に建てられているため、一般的な集落ではない可能性も考えら
れます。

調査の成果


