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刃の付け方は機能に影響するか

要旨

　弥生時代併行期の朝鮮半島南部と北部九州の両地域に，「左右交互刃石庖丁」と呼ばれる特

徴的な形態の石庖丁が分布している。この石庖丁は，左右それぞれ反対の面に片刃の刃部を形

成するという点で共通するが，朝鮮半島南部と北部九州で，ほぼ例外なく刃の付け方が反対と

なっている。これまで，日韓における石庖丁の刃の付け方の違いについては，「文化的伝統」

に起因するものと解釈されてきたが，その機能的な差異の検証はなされていない。そこで本稿

では，復元石器によるイネの収穫実験をとおして，刃の付け方の違いが機能的な差異に影響を

及ぼすか否かについて検討した。結果として，九州タイプに比べ半島タイプの収穫量が多く，

操作性としても優れていることが明らかになった。時期的に後出する九州タイプは，収穫効率

という直接的な機能よりもデザインに関する在来の文化的伝統が重視された結果，属性の改変

が行われたといえ，文化受容の複雑性を示す一例といえる。

キーワード　左右交互刃石庖丁，実験考古学，機能，属性，文化要素

はじめに

　平面形が逆三角形を呈し，左右それぞれ反対の面に片刃の刃部を形成する「左右交互刃1）石

庖丁」は，弥生時代併行期の朝鮮半島南部と北部九州の両地域に分布している。この石庖丁は，

朝鮮半島南部と北部九州で，ほぼ例外なく刃の付け方（刃面が形成される位置）が左右反対と

なっている（西谷1973; 能登原2005; 孫2019）2）。これまで，日韓における石庖丁の刃の付け方

の違いについては，「文化的伝統」に起因するものと解釈されてきたが（石毛1968; 端野2018），

その機能3）的な差異の検証はなされておらず，こうした違いがなぜ生じたのか不明である。

　そこで本稿では，復元石器によるイネの収穫実験をとおして，左右交互刃石庖丁の刃の付け

方と操作方法，収穫量の関係を明らかにする。そして日韓に分布する物質文化における属性の

共通性と相違から，文化要素の受容の一端について考察する。

刃の付け方は機能に影響するか
―左右交互刃石庖丁による収穫実験から―

森　 貴 教新潟大学研究推進機構超域学術院



250

持続する志

Ⅰ．左右交互刃石庖丁の形態と分布

１．朝鮮半島南部
　朝鮮半島南部の左右交互刃石庖丁は，平面形において刃面は右側に形成される。そのため右

手で握持した時，刃先が上面になる（以下，本稿では「半島タイプ」と呼ぶ）。

　孫晙鎬（2002）によると計49点出土しており，朝鮮半島西南部（湖西・湖南地方）を中心に

分布し，当該地域で発生した可能性が高いと指摘した（第１図）。

　所属時期は，松菊里文化段階の若干古い時期（青銅器時代後期前半）に該当するものと考え

られ，松菊里文化を定義づける文化要素の一つと評価されている。遺物の所属時期を判断でき

る資料として，円形の松菊里型住居址から出土した寛倉里，松菊里，玉南里例（第２図-１・

第１図　左右交互刃石庖丁の分布（S=1/4,000,000）
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３・７），隅丸方形の休岩里型住居址から出土した休岩里例（２）などがある。全羅南道順天市

洛水里遺跡では原三国時代の住居址から出土しているが（第２図-４），最近まで原三国時代遺

跡の発掘調査が多数行われたにもかかわらず石庖丁の出土事例がほとんど無いことから，当該

時期の資料ではない可能性が高い（孫2019）。

２．北部九州
　北部九州の左右交互刃石庖丁は，平面形において刃面は左側に形成される。そのため右手で

握持した時，刃先が下面になる（以下，本稿では「九州タイプ」と呼ぶ）。

第２図　左右交互刃石庖丁の類例（S=1/3）第２図　左右交互刃石庖丁の類例（S=1/3）

1　寛倉里、2　休岩里、3・5　松菊里、4　洛水里、6　新松里、7　玉南里、8　巣松里、9　青龍里、10　新豊
11・12　立岩、13　西中ノ沢、14　吉野ヶ里

朝鮮半島南部

北部九州



252

持続する志

　弥生時代前期末（板付Ⅱc 式期）から福岡県飯塚市立岩遺跡群で製作が開始され，後期前半

（高三潴式期）まで確認される。朝鮮半島南部の初期鉄器時代（水石里式・勒島式期）から原三

国時代前期に併行する時期にあたり，北部九州では朝鮮半島南部の事例に約500～600年遅れ

て出現したといえる。このように日韓で所属時期に時間的な開きがあるため，北部九州におけ

る左右交互刃石庖丁の出現過程やその系譜関係は不明である。しかし，左右交互に刃部を形成

するという非常に特異な形態であるため，系譜（情報の入手先）を異にする，いわゆる「他人

の空似」4）とは考えにくく，両地域間に何らかの影響関係が存在したものと考える。

　能登原孝道は北部九州の左右交互刃石庖丁について，刃部中央の転換点から左右交互・表裏

に片刃が形成されるＡ類，両側縁部や刃部の大部分が両刃となるＢ・Ｃ類に分類し，Ａ類→Ｂ

類→Ｃ類という型式変化を指摘した（能登原2005）。森貞次郎（1942）は，外湾刃半月形石庖

丁（森分類の b3類）から三角形石庖丁（b5・b6類）への型式変化を想定したが，朝鮮半島南部

では全て能登原分類のＡ類であり，上述したように日韓の併行関係からみて否定される。典型

例である能登原分類のＡ類は16遺跡から計48点出土しており，その大半が立岩系の赤紫色泥

岩製である。

　なお孫晙鎬は，九州タイプの左右交互刃石庖丁について，「交互片刃」という要素のみを選

択的に受け入れ，受容者側の要求に合わせて変形した可能性を指摘している（孫2019，p.83）。

Ⅱ．復元石庖丁による収穫実験

１．実験の方法と経過
　復元石庖丁によるイネの収穫実験は，静岡市立登呂博物館・登呂遺跡復元水田（第３図）に

おいて2018年11月９・10日に実施した。作業時間は計155分（１日目：35分，２日目：120分）

で，１日目の天候はくもりのち小雨，２日目は晴れだった。

　まず，福岡県宮若市千石峡で採集した赤紫色泥岩を用いて，九州タイプ，半島タイプのそれ

ぞれの左右交互刃石庖丁をあらかじめ復元製作した5）。この赤紫色泥岩は，立岩遺跡群におけ

る石庖丁生産で使用された石材と同質のものである。

　実験に使用した復元石器は石器番号 T1・

T4・T7の３点で，このうち T4は九州タイプ，

T7は半島タイプである（第４図）。T4・T7は

便宜的に，実験で使用する片側の刃部のみを

つくり出した。平面形は韓国忠清南道保寧市

平羅里遺跡出土品などを参考にした。

　T1は考古資料としては確認されないが，

石器個体間の法量の違いなどによる収穫量の

バイアスを除去する目的で，一方の面に九州

タイプ・半島タイプの２つの刃部をつくり出第３図　収穫実験風景
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した（T1-a：九州タイプ刃部，T1-b：半島タイプ刃部）。つまり，一個体内に九州タイプ・半島

タイプの刃部を共存させたものである。平面形は立岩遺跡群採集品を参考にした。T4・T7に

比べ小型である。

　実験者は計４名（成人男性）で，収穫の対象物はイネ（主に種子島原産品種の赤米）である。

石庖丁の操作方法は，日韓の考古資料に対する使用痕分析の結果に基づき（原田・森2019; 孫

2019），右手による穂摘みである6）。復元水田の作土層は粘質土で表層には厚さ約10㎝水が張

られており，全体的にぬかるんだ状態であった。イネは１株に約20本で株間は約25㎝，穂の

高さは約80㎝であり，腰をかがめた作業姿勢で収穫した。なお畦畔の近傍と水田の中央部，

といった作業環境によるバイアスを極力排除するため，実験者の配置は適宜入れ替えた。

　以上の条件で，実験者を交代しつつ，作業時間，作業量（収穫した穂の本数）を計測・記録

第４図　収穫実験で用いた復元石器（S=1/3）
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した。

２．実験の結果
　まず復元石器の個体別に収穫作業の基礎統計量を比較する（各実験者による総量，第１表）。

　九州タイプ（T4）は作業時間計155分で収穫量計3,018本，平均収穫量19.5本 / 分であった。

一方，半島タイプ（T7）は同じ作業時間で収穫量計3,242本，平均収穫量20.9本 / 分であり，

九州タイプと比較して収穫量は7.4％多かった。また T1の九州タイプ刃部（T1-a）は作業時間

計60分で収穫量1,306本，平均収穫量21.8本 / 分，半島タイプ刃部（T1-b）は同じ作業時間で

第１表　収穫実験の結果（個体別の収穫量）

第５図　実験者別の収穫量（T4・T7）

第７図　九州タイプによる穂摘み（T4） 第８図　半島タイプによる穂摘み（T7）

第６図　実験者別の収穫量（T1-a・b）
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収穫量計1,413本，平均収穫量23.6本 / 分であった。T1では，九州タイプ刃部に比べ半島タイ

プ刃部の収穫量は8.2％多かった。以上の基礎統計量の比較により，半島タイプは九州タイプ

に比べ収穫量は７～８％多いことが分かった。また，T4・T7に比べ小型である T1の方が平均

収穫量は多かった。これは小型の方が，石庖丁を握持する際の身体的な負担が小さく，操作性

において優れているためと考えられる。

　次に実験者ごとに九州タイプ（T4）と半島タイプ（T7）による収穫量を比較する（第５図）。

実験者４名のうち１名（実験者Ｄ）のみ半島タイプに比べ九州タイプの収穫量が多い一方，実

験者Ａ・Ｂ・Ｃの３名は半島タイプの方が多かった。なかでも実験者Ａは，九州タイプに比べ

半島タイプの収穫量が31.6％も多かった。以上の実験について，各タイプ（T4・T7）による

収穫量に統計的な有意差があるかについてｔ検定（対応のある２群の差の検定）を行った7）。そ

の結果，検定統計量 t 値は -1.162，片側５％の有意水準の限界値は2.353（片側確率0.165）で

あり，検定統計量の絶対値の方が小さい。したがって５％の有意水準で，T4と T7による収穫

量の間に差はないといえる8）。

　T1を用いた実験では，実験者４名全員が九州タイプ刃部（T1-a）に比べ半島タイプ刃部（T1-

b）の収穫量が多かった（第６図）。実験者Ａ・Ｂは各タイプの作業時間がそれぞれ20分，実験

者Ｃ・Ｄはそれぞれ10分であったため，実験者Ｃ・Ｄの収穫量を計算上２倍とし，各タイプ

の収穫量の差について t 検定を行った。その結果，検定統計量 t 値は -3.921，片側５％の有意

水準の限界値は2.353（片側確率0.015）であり，検定統計量の絶対値の方が大きい。したがっ

て５％の有意水準で各タイプの収穫量の間に差があるといえ，九州タイプ刃部に比べ半島タイ

プ刃部の収穫量が多いことが明らかになった。

　刃の付け方の違いは，使用時の操作性の違いとして認識できた。半島タイプ（T1-b・T7）で

は刃先が上面になるため，イネの穂を押さえながらかなり小さな動きで切断できる。一方，九

州タイプ（T1-a・T4）は刃先を起こすのにより大きな動き（手関節の外転9）運動）を必要とする

（第７図・第８図）。また，九州タイプではイネの穂を親指で押さえる際，器面と刃面の境界部

（稜線上）で穂軸が曲がってしまい，切断位置が定まらないという感覚が得られた10）。刃先が穂

軸の表面を滑り，しっかりと切断できずに茎の皮層繊維層が筒状に裂けてしまうこともたびた

び生じた。さらに，九州タイプでは器面の稜線付近に親指を強く押さえ続けることになり，半

島タイプに比べて親指に痛みが生じやすい。このように，九州タイプは半島タイプに比べ操作

性において欠点が多くみられ，作業時の時間的なロスが累積し結果として収穫量の違いに反映

したと考える。

　以上のように，左右交互刃石庖丁による収穫実験の結果，九州タイプに比べ半島タイプの収

穫量が多く，操作性としても優れていると評価できる。

Ⅲ．考察：刃の付け方の違いが生じた要因

　日韓に分布する左右交互刃石庖丁について，刃の付け方の違いが生じた要因，すなわち石庖
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丁の刃部という属性がどのようなコンテクストで何を反映しているのかについて考察したい。

　まず，石庖丁を使用する持ち手の違い，つまり朝鮮半島南部では右手で収穫され北部九州で

は左手で収穫されたという可能性はないだろうか。これについては，主に右手による収穫で

あったことが，日韓の左右交互刃石庖丁（考古資料）に対する使用痕分析によって確認されて

いることから否定される（孫2019; 原田・森2019）。つまり，右手で石庖丁を握持し，左刃部を

使用する点は九州タイプ・半島タイプの各タイプで共通しているのである。また，世界の人口

のうち約９割は右利きであるという事実（横井ほか2015）もこのことを傍証しているだろう。

　次に操作方法の違いという可能性はどうか。これについても，使用痕分析の結果をふまえて，

石庖丁の主面（上面）と親指でイネ科植物の穂をとらえ，刃先を穂軸に当てながら手首を外転

させることにより摘み取るという操作方法が推定されており，各タイプで共通している。した

がって，日韓における石庖丁の刃の付け方の違いは，持ち手や操作方法の違いに起因するもの

ではないといえる。

　最後にその他の要因として，「文化的伝統」の違いという可能性である。石庖丁の刃先が上

か下かという形態的な違いについて石毛直道は，「作業能率にひびいてくるほどの変化はみと

められない」としたうえで，「文化におけるくせ」に起因するものと評価している（石毛1968，

p.142）。また端野晋平（2018）は，日韓の石庖丁の属性を比較する中で，刃部の形態にはある

程度の自由度があったと評価し，ジェームス・サケット（1982）や後藤明（2001）のいう同

列機能的変異（isochrestic variation）の概念として捉えている。この同列機能的変異とは，同

じ程度の機能・効率をもつ道具でもその背景にある文化的伝統の違いによって，異なる形態を

もつことがあるということである。

　今回の収穫実験の結果に基づくと，左右交互刃石庖丁の２つのタイプでは収穫量に差異が認

められた。九州タイプ（T4）と半島タイプ（T7）の間には収穫量に統計的な有意差は示されな

かったものの，T1の九州タイプ刃部（T1-a）と半島タイプ刃部（T1-b）の間には収穫量に５％

水準で有意差がみられ，半島タイプの方が収穫量の多いことが明らかになった。また，九州タ

イプに比べ半島タイプの方が使いやすいという操作性の違いも認識できた。

　このような収穫実験によって得られた内容は，刃の付け方によって収穫効率に差が生じるこ

と，すなわち機能的な差を反映していることを示唆している。そして，機能的な差を収穫効率

の違いとしてあくまで限定的に捉えた場合，日韓における石庖丁の刃の付け方の違いは文化的

伝統に基づくデザインの違いを反映しているといえよう。

　また，日韓の時期的な併行関係からみて，北部九州における左右交互刃石庖丁が，朝鮮半島

南部の事例に遅れて出現したということもあらためて重要である（能登原2005）。北部九州に

おける左右交互刃石庖丁の出現過程やその系譜関係については，日韓で所属時期に時間的な開

きがあるため不明である。しかしながら，左右交互に刃部を形成するという非常に特異な形態

であるため「他人の空似」ではなく，孫晙鎬（2019）が指摘するように「交互片刃」という

要素のみが北部九州において選択的に受容されたとみられる。そして，収穫実験の結果をふま
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えるならば，九州タイプは収穫効率という直接的な機能よりも，デザインが重視されてその形

態の決裁11）（decision-making）が行われたと考えられる。換言すれば，北部九州の人々にとっ

て，半島タイプの刃部，すなわち刃先が上面になる左右交互刃石庖丁は，機能的に優れていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4

としても
4 4 4 4

受け入れがたかったことを示唆しているのである。

　以上のことから，収穫効率という点で機能的に退行する刃をもつ九州タイプの左右交互刃石

庖丁は，「刃は下にあるもの」といったような，デザインに関する文化的伝統12）がより重視さ

れた結果生じたものと判断できる。列島の外部から新たな物質文化を受容する際に，こうした

在来の文化的伝統に規制を受けるかたちで属性の改変が行われたといえ，文化受容の複雑性を

示す一例といえる。

おわりに

　本稿では，日韓で異なる刃の付け方をする左右交互刃石庖丁について，収穫実験をとおして

各タイプの機能的な差異を検証した。結果として，九州タイプに比べ半島タイプの収穫量が多

く，操作性としても優れていることが明らかになった。時期的に後出する九州タイプは，収穫

効率という直接的な機能よりもデザインに関する在来の文化的伝統が重視された結果，文化要

素の受容と同時に属性の改変が行われたものと考えられる。

　なお，収穫実験と並行して研究を進めている石器使用痕分析の内容は別稿を予定している。

今後，朝鮮半島南部の資料との比較を含め，刃の付け方の違いが生じた経緯や背景についてさ

らに詳細に検討していきたいと考えている。
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持続する志

■註
１）先行研究では交差刃（端野2018），

交互片刃（孫2019）などとも呼称され
ているが，本稿では「左右交互刃」とし，
片刃が型式学的に弛緩し両刃に近く
なったものもこれに含める。

２）典型的な左右交互刃石庖丁ではなく，
やや両刃に近いものの，長崎県壱岐市原の辻遺跡の不條地区旧河道出土の石庖丁（一孔の三角形石庖丁・
小型品）に，後述する半島タイプ刃部をもつものが１点みられる（福田・中尾編2005）（第９図）。所属
時期は伴出した土器から，弥生時代中期前半（須玖Ⅰ式期）である。不條地区（西側低地）は，原の辻遺
跡のなかで朝鮮系無文土器・擬朝鮮系無文土器の出土が集中する地区であることから（宮﨑2008, p.64; 
古澤2010, p.6），この石庖丁の製作には朝鮮半島南部から渡来した人々の関与が窺われる。

３）「機能」と呼ぶ場合，社会システムを構成する諸要素（サブシステム）としてのはたらきや役割，その
連関を意味することがあるが（構造－機能主義），本稿では実際の使用時の「はたらき」として限定的に
捉える。また，「心理的な抵抗感」（石毛1968, p.145）など，人の認知的側面における内容については含
まないものとする。

４）「他人の空似」を証明するにはそれぞれの地域でたどった変遷や生まれた経緯を明らかにして，その道
筋のなかで両者の交差点がないことを示す必要がある（上原2012）。

５）梅﨑惠司氏が現地で採集した石材を用い，主に電動工具を用いて成形した。
６）なお実験者の利き手は全員右である。また，優先される手を動作内容ごとに使い分ける，いわゆるクロ

スドミナンス（Cross-dominance）は実験者に含まれていない。
７）t 検定とは，帰無仮説が正しいと仮定した場合に，統計量が t 分布に従うことを利用する統計学的検定

法である。二つの集団の平均値に有意差があるかどうかを判断する検定に用いられる。
８）収穫量の違いの全体的傾向と異なる実験者が１名含まれており，このことが統計的に有意差のみられな

かった要因と考えられる。実験者を交代しながら各タイプの復元石器を用いているものの，一定の時間経
過により，収穫作業に慣れ（手際の良さ）が生じ，このことがバイアスとして収穫量に寄与した可能性が
ある。こうした点は実験の条件設定に関わる内容であり，今後作業時間を増加させることが必要である。

９）手首や指が橈骨側へと向かう，右方向へ捻転させる動きのことである。
10）実験者の一人から，九州タイプでは半島タイプに比べて，刃先のごく近い位置で穂を押さえないと切断

しにくいという感想が聞かれた。
11）クリストファー・カーは物質文化を構成する様々な属性について，製作過程における決裁の階層性や製

作工程の各段階における自由度といった観点から整理している。特に，属性の選択にあたっては技術・社
会・個人のレベルごとに取り得る変異幅が異なっており，さらに意識的・自覚的に選択されるものと無意
識的なもの，制御できる能動的なものと制御できない受動的なものに区分されるという（Carr 1995, 
pp.181-186）。こうした物質文化の属性の性格に関する議論をふまえると，左右交互刃石庖丁の刃の付け
方の違いは社会的に制約された属性であり，意識的かつ能動的なものに該当すると考えられる。

12）こうした伝統性が具体的にいつ生じたかについては不明である。このことは，弥生時代早期から前期に
おける石庖丁の刃部の形態や使用痕について詳細な検討が必要であり，今後の課題としたい。
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第９図　原の辻遺跡出土の左右交互刃石庖丁（S=1/3）
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