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①縄文時代草創期（約 15,000 ～ 10,000 年前）①縄文時代草創期（約 15,000 ～ 10,000 年前） ②縄文時代早期～後期（約 10,000 ～ 3,000 年前）②縄文時代早期～後期（約 10,000 ～ 3,000 年前）

　狩りの場

生活のあとは見つかりませんでし

たが、やり先（有舌尖頭器）が見

つかりました。中野山遺跡に狩り

に来た人が落としていったのかも

しれません。

　暮らしの場

長い期間の中で、時々わずかな住

居がつくられただけです。煙道付

炉穴や集石炉といった調理のため

の施設や、石皿やすり石・たたき

石といった木の実をすりつぶす道

具が見つかっています。また、煮

炊き用の深鉢が見つかっています。

中野山遺跡のあゆみ

③縄文時代晩期～弥生時代前期（約 3,000 ～ 2,500 年前）③縄文時代晩期～弥生時代前期（約 3,000 ～ 2,500 年前）

　弔いの場

土器の中に亡くなった人（子ども？）

を納めて葬った土器棺墓が、数 10ｍ

の間隔で見つかっています。暮らし

のあとは見つかっていません。

④弥生時代中期～古墳時代前期（約 2,500 ～ 1,600 年前）④弥生時代中期～古墳時代前期（約 2,500 ～ 1,600 年前）

　暮らしの場

多くの竪穴住居が見つかりました。

貯蔵用の壺や煮炊き用の甕、盛り

付け用の高杯といった土器も見つ

かっています。　ムラはずれに、

掘立柱建物が 1棟見つかりました。

　つぼ 　かめ

⑤古墳時代後期（約 1,600 ～ 1,400 年前）⑤古墳時代後期（約 1,600 ～ 1,400 年前）

　暮らしの場

カマドの付いた竪穴住居が見つかり

ました。カマドから、米を蒸した土

器（こしき）が見つかりました。ろ

くろとのぼり窯を使って作る須恵器

が使われはじめています。

⑥飛鳥・奈良時代（約 1,400 ～ 1,200 年前）⑥飛鳥・奈良時代（約 1,400 ～ 1,200 年前）

　暮らしの場

竪穴住居のほか多くの掘立柱建物

が見つかっています。住居として

使われるほか、倉庫として使われ

ていたようです。建物群は向きを

そろえて、計画的に配置されてい

るようです。
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縄文時代の矢じり（石鏃）（上）と

古墳時代の食器（須恵器の杯） 古墳時代の調理具（土師器のこしき）

主な出土遺物

漁業用の石のおもり（石錘）（下）

（左：杯ふた、右：杯身）

縄文時代の煮炊き具

（深鉢）の破片
イメージ図

の部分と考えられます

古墳時代の水の貯蔵容器

（須恵器の甕）
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人々の生活を

知る手がかりに

なるのう！

新名神高速道路建設事業に伴う
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古墳時代後期～飛鳥・奈良時代の竪穴住居や掘立柱建物
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な か の や ま　　　いせき

中野山遺跡



☆遺構…むかしの人々の生活の跡
いこう あと

主な遺構の時代と種類
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竪穴住居や掘立柱建物
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アーリーちゃんアーリーちゃん

たくさんの建物があったのねー。

よく見ると建物の方向や距離がそ

ろっているのもあるわね。

赤 　と青 　で色分けしてみたわ。

たくさんの建物があったのねー。

よく見ると建物の方向や距離がそ

ろっているのもあるわね。

赤 　と青 　で色分けしてみたわ。
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な か の や ま　いせき

中野山遺跡 今年度の調査区とその周辺マップ

内側にも床を支える柱が並びます内側にも床を支える柱が並びます②掘立柱建物（総柱建物）②掘立柱建物（総柱建物）
③掘立柱建物（側柱建物）③掘立柱建物（側柱建物）

①こしきが出土したようす①こしきが出土したようす

カマドのようす（復元）カマドのようす（復元）

①竪穴住居　（およそ 1,500 ～ 1,300 年前）①竪穴住居　（およそ 1,500 ～ 1,300 年前）

④縄文時代の袋状土坑（貯蔵用の穴）④縄文時代の袋状土坑（貯蔵用の穴）

竪穴住居のイメージ図竪穴住居のイメージ図

カマド内のイメージ図カマド内のイメージ図

底に蒸気を通す

穴があいています

底に蒸気を通す

穴があいています

こしきこしき 今年度の調査範囲今年度の調査範囲

出典：ＩＰＡ 「教育用画像素材集サイト」出典：ＩＰＡ 「教育用画像素材集サイト」

今までの調査成果今までの調査成果

①①

②②

③③

④④

袋状土坑の断面図（イメージ図）袋状土坑の断面図（イメージ図）

ドングリやヤマイモ等をドングリやヤマイモ等を

貯蔵していたと考えられます貯蔵していたと考えられます

こしきで

米などの

食べ物を

蒸してい

ました

こしきで

米などの

食べ物を

蒸してい

ました

掘立柱建物（総柱建物）のしくみ掘立柱建物（総柱建物）のしくみ

※写真の①～④は、マップ内の番号と対応しています。※写真の①～④は、マップ内の番号と対応しています。

掘立柱建物掘立柱建物ほったてばしらたてものほったてばしらたてもの そうばしらたてものそうばしらたてもの
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焼けて赤くなっている辺りにカマドがあったと思われます焼けて赤くなっている辺りにカマドがあったと思われます
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（側柱建物）のイメージ図（側柱建物）のイメージ図
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～ 1,300 年前） （およそ 1,500 ～ 1,300 年前）（およそ 1,500 ～ 1,300 年前）

（およそ 4,000 年前）（およそ 4,000 年前）

中野山遺跡中野山遺跡

北山城跡北山城跡

高速道路予定地高速道路予定地
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今年度の調査区

第 13 次

今年度の調査区

中野山遺跡周辺全体図中野山遺跡周辺全体図
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