
図版6－1刈谷我野遺跡平成17年度調査第4層上面SX2検出状況

図版6－2　刈谷我野遺跡平成17年度調査SX2出土状況
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図版7－1刈谷我野遺跡平成17年度調査土器個体3出土状況

図版7－2　刈谷我野遺跡平成17年度調査第6層上面検出状況
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刈谷我野遺跡 集落
縄文時代

早期

土坑

遺物集中群

無文土器

押型文土器

磨石・蔽石

石皿・台石

石鉄

スクレイパー

楔形石器

集落に伴うと考えら

れる土坑及び堅果類

などの植物質食料の

加工場と考えられる

遺物集中を確認。

遺跡の要約

刈谷我野遺跡は高知県香美市香北町に所在し、物部川の中流域に位置する。物部川によって形成された河岸段丘上に立地し、土坑及び植
物質加工石器が集中して検出されたことから、集落遺跡として考えられ、大形土坑2基の検出は、一定の居住期間があったことを示すもの
である。
出土した土器を観察する限り、縄文時代早期に位置付けられ、AMS炭素14年代測定結果からもその時期に該当することが指摘できる。

問題は共に出土した無文土器と押型文土器に共伴関係を認めるかどうかである。
胎土に繊維を混入させる無文土器の割合が圧倒的多数であり、山形文を主体とする押型文土器が少数である。押型文土器には胎土に繊維

を混入させ口緑部無文ないしは左斜行文を有する古相のものと、砂質で口縁部に柵状文を有する新相のものに二大別できるが、前者の胎土
は無文土器の胎土と類似する。
上記のように考えると、無文土器の大多数は古相の押型文土器に伴う可能性が指摘でき、新相の押塑文土器に大量に伴うとされる無文土

器は本遺跡では抽出できない。よって、新相の押型文土器に伴うとされる無文土器について、時期差を考える必要が出てきたのが本調査成
果の一つであろう。そして、多量の無文土器に山形文を中心とした押型文土器が少量伴う様相から、「刈谷我野式」を設定した。

また、尖頭状石器や石鹸形磨石など、縄文時代早期前葉に位置付けられる石器が出土したため、これらの石器は無文土器に伴うものと考
えられる。縄文時代早期とりわけ早期前葉～中葉を紐解く上で貴重な資料であり、西日本とりわけ中四国地方における基準遺跡また基準資
料と言える。
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