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食 器 を 通 し て み た 済 州 道

池 田 柴 史

1.はじめに

世界中のどんな人間であれ､食物を摂取しなければ生きていけない｡言い換えれば､人

類の歴史はどのようにして食料を獲得するか､が最大の要因となって営まれてきたQ食料

の獲得は地質･気候や動植物相など､自然環境に大きく左右される｡多様な民族や文化は､

これが基となって形成されたとも言える｡したがって､人類の歩みを振 り返る時､世界各

地の食文化について関心を払うことは､決して無駄なことではないと考える｡

このような視点に立ち､筆者は常々､自らと異なる他文化をもつ人々の食文化について

関心を抱いてきたO中でも､食料素材を調理 し､盛り付け､食するための道具､すなわち

食器にはとりわけ強い関心を抱いている｡何故ならば､食料そのものは消化され､形を止

めないのに対して､食器は世界各地の遺跡出土遺物をはじめとして､いろいろな形で現在

の我々の眼前に存在するからであるOまさに､食器は民族や文化､あるいはその地域性を

表わす最良の資料なのである｡

本研究においては､韓国済州島を調査地として選び､3年間にわたって､各地での調査

を行った｡本稿ではこの中の北済州郡牛島と涯月邑納邑里での調査を中心に報告し､その

内容について検討することとする｡

2.牛島における調査

a.牛島の概要

済州道北済州郡牛島は済州島の東海岸から約4kmの沖合にある島である｡座った牛の姿

に似ていることから牛島と名付けられた島で､東西 2.5km､南北 3.5km､面積 6.012kdを計

る｡島の南端に標高 132mの山があり､北部に向かって､なだらかな平坦地が続く｡1999

年段階の人口は約 2.000人ほどで､海女漁を中心とした漁業と農業が基幹産業である｡良
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の開発は朝鮮王朝代の 1842年に本格的移住が行われた以降に進められており､それ以前は

17世紀末ころから朝鮮王朝の牧 (馬の放牧場)として利用されていたことが知られている｡

島の遺跡などについての詳細な調査は末だ行われていないため､17世紀以前の歴史につい

ては､良く判っていない｡ しかし､島内を散策すれば､土器や貝殻などが散布する地点も

あり､今後の考古学的な調査が望まれるところである｡

b.調査の方法と内容

調査は牛島の一般家庭を訪問し､各家庭で保有するすべての食器 ･調理具の種類とその

数量を確認させていただくことからはじめた｡その上で､これらの中で日常的に使用する

食器 ･調理具の種類と数量を教えていただくこととした｡また､牛島において､食器や調

理具を販売している商店の品揃えの状況を調査するとともに､牛島との比較のため､今回

の調査の通訳を勤めてくれた李柄枝さんの済州市内の実家も調査させていただいた｡調査

に協力していただいた牛島の家庭はすべて女性が海女をしておられる家庭であった｡各家

庭に保有される調理具や食器には､大まかに次のようなものがある｡

[調理具]

鍋 (浅鍋)

(平鍋)

(深鍋)

(圧力鍋)

フライパン

ヤカン

万能包丁

果物ナイフ

肉切 り用ハサミ

電気炊飯器

保温用ジャー

[食 器]

碗 (飯碗)

(汁椀)

(麺井)

平皿 (小)

径 30-40cm深さ15cmほど 3-5個

径 50cm深さ10cmほど 1-2個

径 50cm深さ50cmほど 1-2個

径 30cm深さ15cmほど 1個

径 20-25cmほど 2-3個

内容量 (2-4L) 1-2個

刃渡 り20-30cm 2-3本

1-2本

2-3丁

径 12-16cmほど 5-20枚

径 15-20cmほど 5-20枚

径 25cmほど 5個程度

径8-10cmほど 10枚前後
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(中) 径 12-15cmほど

(大) 径 20-25cmほど

大皿 径 30-50cmほど

硝子コップ

湯呑み茶碗

箸 (ステンレス製)

スプーン (ステンレス製)

10-20枚

20-40枚

1- 3枚

5-10個

5-IO僧

10-30膳

10-30本

なお､この他に祖先祭のための食器 (祭具)がほとんどの家庭で保管されている｡

C. 調理具 ･食器の用途と組み合わせ

牛島の各家庭で保有される調理具や食器の組み合わせはほぼ似通ってお り､これは比較

のためにお訪ねした済州市内の李家でもほぼ同様であった｡また､これらの調理具や食器

を取 り扱 う商店については､牛島内の金物商だけでなく､済州市内の市場やソウル南大門

市場でも確認 したが､取 り扱 う商品やその品揃えにほとんど変化がみ られない｡これらの

ことからすれば､牛島の各家庭における調理具 ･食器の組み合わせは､韓国内での一般的

な家庭での在 り方 とそれほど違いはないものと考えられる｡

そこでこれらの調理具や食器について､その用途 ･機能を前提 として､料理との関係を

見ると､まず調理具の浅鍋と深鍋は基本的に汁物を作るためのものである｡いわゆるチゲ

類や味噌汁などを作 り､チゲ類の場合は食事の際にそのまま食卓-運ばれることが多いよ

うである｡平鍋はチヂミ (平焼き)を作るためのものであり､深鍋は祖先祭など､大量に

料理を作るためのものである｡圧力鍋はどの家庭にも見られたが､ほとんど使っていない

場合が多かった｡フライパンは主に魚を焼くのに用いられることが多く､時折揚げ物的な

料理にも用いられるようである｡ヤカンは言 うまでもなく､お湯やお茶を沸かすために使

われる｡包丁は基本的に万能包丁が用いられてお り､日本のように魚を捌 く出刃包丁や刺

身包丁､野菜用の菜切 り包丁な どのような器種分化がほとんどない｡特に牛島の場合は食

材 として魚介類が多いことや､お訪ねした各家庭とも海女であり､言わば海に関する専門

家庭であることからすれば､魚介類のための専用包丁がないことは興味深い｡肉切 り用ハ

サミは韓国の家庭にはどこにも見られる｡ご飯については電気炊飯器 と保温ジャーがどの

家庭にもあり､家事を担当する主婦が海女とい う職業柄､炊飯の回数をなるべく少なくす

る努力の現れと考えられる｡

食器については､碗 ･皿とも基本的に 5-10個単位で同じものを揃えてあり､個人用の

銘々器はほとんど認められないOまた､碗 ･皿ともに大きさによって､その用途がほぼ決
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まっている｡椀については､小さいものから飯碗 ･汁碗 ･麺井があり､平皿の小は醤油や

コチジャンなどの調味料､中はキムチ類､大は祖先祭の際に個人向けに料理を盛るのに用

いられる｡大皿は魚やまとめてつくった料理を盛るためのものであるが､それほど使 うこ

とはないようである｡硝子コップや湯呑み茶碗はいうまでもなく､飲み物のために用いる｡

箸やスプーンは韓国の食事には必ずセットとして用いられる｡

d.牛島における調理具 ･食器の特徴

極めて限られた調査の中で見聞きしたことを基にではあるが､牛島あるいはこれを通し

て見える韓国の食文化についての私見をまとめておきたい｡

まず､調理具については､日常的に用いる煮炊き用調理具の器種分化が少ない｡食材と

の関係もあろうが､長く煮込む料理に適する深鍋や食材の下こしらえに用いられることの

多い片手鍋などは､ほとんど見られなかった｡これらを扱 う商店での聞き取りによれば､

韓国では深鍋はほとんどなく､片手鍋はやや高級品の印象があるとのことであった｡また､

素材の価格からすれば､アルミ製が一番廉価で､ホーロー挽き製､ステンレス製の順に高

価となるとのことで､牛島の各家庭ではおもにホーロー挽き製とアルミ製が用いられ､ス

テンレス製は少なかった｡また､円本の家庭では揚げ物用の天ぷら鍋や中華鍋が見られる

が､韓国ではほとんど普及 していないようである｡

食器では､韓国の一般家庭において､個人用として配膳されるのは飯碗 ･汁碗 ･箸 ･ス

プーンで､調味料やキムチなどは家族の人数にあわせて適当に配され､簡単な食事の場合

はほぼこれで事足 りるようである｡この場合､汁碗には味噌汁が注がれるが､チゲ類が作

られると､これを汁碗に盛る｡ 日本の食卓で見られる取り皿の役割を果たすものは基本的

にないようである｡また､牛島でお訪ねした家庭は比較的高齢で､海女を職業とされるこ

とが多かったこともあるが､韓式料理用以外の食材や調味料はほとんど見られなかった｡

食器を素材の点からみれば､陶器とプラスチックやメラミン樹脂､ステンレスがあり､一

般的にはプラスチックやメラミン樹脂製のものが多く使われている｡これは価格的に安い

ことと耐久性が強いことなどの理由による｡これらの食器はほとんど装飾性がなく､無地

のものが多いことも特徴的である｡なお､陶器は来客時に使用することが多く､ステンレ

ス製食器は祖先祭の道具のほとんどがそうであるO箸やスプーンをステンレス製にするこ

とについては､塗 り箸に対する衛生面での不安や耐久性などが原因のようである｡

これらの調理具や食器はかつては牛島内の商店､もしくは対岸の済州島城山浦あたりで

調達されていたが､交通機関が発達した今日では済州市内の市場で購入したり､韓半島本

土の都市で調達することが増えている｡また､調理具や食器を含む済州島におけるいろい
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ろな物品の流通は基本的に釜山の商業圏に属してお り､一部全羅道からの商品が入ってい

るとのことである｡

3.納邑里における調査

a.納邑里の概要

北済州郡涯月邑納邑里は済州島の北西部に位置する中山間村落である｡済州島の北海岸

から約 2.5kmほど内陸部-入った､標高 80-60m前後の微高地に立地する｡高麗時代頃か

ら開かれたと伝えられ､現在約 460世帯ほどからなる｡みかん栽培をはじめとする農業が

主産業であるが､若年層の農業離れが進み､過疎化の傾向にあることは否めない｡村落内

のいくつかの世帯を訪ねさせていただいたが､多くは高齢者のみの家族構成であり､若年

層は済州市内をはじめとした都市部での仕事に従事しているようである｡

現在､済州市内から納邑里までは車で30分ほどの距離であるが､これは近年になって進

められた道路整備の賜物であり､かつては海岸部の郭支里集落を経て､各地と往来したら

しい｡また､4･3事件に際しては､疎開命令の対象となり､村落全体が焼き払われてい

る｡したがって､現在の集落は4･3事件後､復興したものである｡

b.婁器 (オンギ)について

窺器 (オンギ)とは､韓国に広く分布する陶器である｡韓国の陶磁器といえば､高麗育

磁や朝鮮時代の白磁などが広く知られている｡ しかし､これらは基本的に高級品であり､

日常的には多くの雑器が用いられていた｡これらの雑器は生地土を成形した後､器表面に

土灰軸や鉄軸などの簡単な軸薬を掛け､焼成 したものである｡韓国の家庭によく見かける

キムチ幾はその代表ともいうべきものであり､嚢のほかに壷や鉢､徳利､碗など､多くの

製品が存在する｡近年ではプラスチックやアル ミニウムなど､廉価で割れにくい素材で作

られた各種の容器が普及したため､キムチ聾を除いて､一般の家庭ではほとんど用いられ

なくなっている｡

さて､これらの聾者削こついては､先学によるいくつかの研究がある｡中でも､伊藤亜人

氏は韓国珍鳥の農村で用いられていた聾器について､人類学的な視点から詳細な検討を加

えられている｡伊藤氏によれば､1992年段階の珍鳥では､次の 10種の餐器があったとい

う｡
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名称 日本的器種分類

･チサン (大型半胴襲)

･ハガリ (大型広口壷)

･コネギ (広口壷)

･トング- (把手付半胴餐)

･パンデンギ (鉢)

･チョバクチ (把手付土鍋)

･オガリ (義)

･タンジ (小型壷)

･エンベンギ (細頚壷 ･徳利)

･シル (甑)

主な用途

穀物貯蔵

穀物貯蔵､醤類醸造

穀物貯蔵､醤類醸造

穀物貯蔵､液体頭上運搬

調理､食料貯蔵

調理

穀物貯蔵､調理

液休貯蔵

種保存 ･液体貯蔵

調理 ･禁絶

*伊藤亜人 ｢韓国農村における土器の使用｣『生活技術の人類学』1995年より引用作成

*日本的器種分類名称については､筆者の判断による

これら10種の餐器の主な用途についてはいくつかに類型化され､また各家庭における保

管場所もほぼ同じであったという｡このことは喪器が珍鳥農村生活の中で､一定の役割を

果たしていたことを示すものである｡また､これらの餐器は珍島内で生産されたものもあ

るが､島内の窯が 1960年代には廃絶したため､以後は全羅南道康津郡大口面一帯に分布し

た壌器窯の製品が広く流通したとのことである｡

いずれにせよ､珍島での類例に限ったことではなく､かつて襲器は韓国いたるところの

村落で､穀物や飲料水 ･酒などの貯蔵や運搬､書類の醸造と貯蔵､家庭での調理など､い

ろいろな場で用いられてきたことが知られ､物質文化研究の上で極めて重要な存在である

と言える｡

C.納邑里における重器 (オンギ)

先述したように､納邑里は済州島西北部の中山間集落である｡また､ごく近年まで大き

な開発が入ることもなく､過ぎてきた村である｡電気や上水道の整備が 1960年代に進めら

れたものの､以後､今日まで高齢者世帯が多いこともあり､かつての農村生活文化が比較

的良好に残されている｡そこで､集落内の世帯 10数軒を無作為に選んで訪問し､各世帯に

おける窺器の所有と使用状況について､聞き取り調査を行った｡ここでは､その中の2軒

について､紹介する｡なお､器種名称については､筆者の判断名を附した｡
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･ユ テピョン氏 (75才)宅 奥さんとお母さん (100才)の3人暮らし

屋敷内の畑の隅に器高 70cmほどの大型半胴聾および大型広口壷が3個ほど伏せ置かれ

た他､井戸の側に使用中のもの2個を含む器高50cmほどの中型広口壷と鉢 5- 6個があっ

た｡使用中の2個には塩と味噌が入れられ､蓋形鉢が被せられていた｡塩は買った塩を入

れて保存し､味噌は毎年旧暦 1月に作るとのことである｡

畑中にあった大型半胴牽および大型広口壷は､かつて穀物を入れて保存していたものと

水幾で､井戸の側にあった中型広口壷や鉢は､主に塩辛や漬物を作るのに使ったという｡

水嚢は水道が完備されるまで､家の軒下に置いてあり､女性が村の溜め池から水汲み用の

壷で水を運び､移し替えて溜め置いた｡また､塩辛はススメダイやイワシを原料とし､漬

物はニンニクや大根の醤油漬けを作ったという｡スズメダイやイワシの塩辛は初夏の頃(5

月頃)､海岸部の郭支里まで行き､米と交換で魚を手に入れて作り､秋から冬にかけて食べ

た｡ニンニクや大根の醤油漬けは春につくり､夏に食べた｡

これらの襲器類は20年ほど前まで常用していたが､冷蔵庫の普及とともに次第に使わな

くなった｡現在でも塩辛や漬物は作っているが､家族が食べる10-15日分程度を作り､プ

ラスチックなどの容器で冷蔵庫に保存することが多いとのことである0

この他に､徳利や鉢など､かつてはいろいろな牽器があったが､次第に使わないようにな

って散逸した｡これらの聾器の大半は済州産であり､畑中の大型半胴嚢 1個のみが陸地産

であった｡

･金 仁昌氏 (70才)宅 奥さんと2人暮らし

屋敷内の畑に器高 70cmほどの大型半胴嚢3個､大型広口壷 15個､器高60cmほどの酒壷

1個､器高30cmほどの水汲み用壷 1個､口径 50cmほどの甑 1個が無造作に置かれていた

他､器高50cmほどの中型広口壷2個が使用中の状態で､庭に据えられていた｡大型半胴嚢

や広口壷の多くはかつて穀物を貯蔵しておいたもので､一部は水嚢として用いられたO酒

壷は 1900年代前半に焼酎が入っていたのを買ったもので､牛 1頭が8円の頃､この酒壷に

入った焼酎の値段が20円であった｡酒壷の形は日本の酒壷の写しであり､生産地は済州で

はなく､陸地であると考えられる｡水汲み用壷は子供用のもので､甑はまつり事の際に､

大量の料理を作るのに用いた｡中型壷の中には塩と味噌が保存してあり､このようにして

保存すると､味が悪くならないとのことである｡

穀物保存用の大型半胴嚢や大型広口壷の個数は､各家庭の財力を示す象徴であることを

伊藤氏が指摘されているが､金氏の話を伺う限り､納邑里の場合も同様である｡また､か

ってはこの他にも壷や鉢などの賓器があったが､日常的に用いなくなるにしたがって､散
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逸 したとのことである｡

この他､数軒を訪ねたが､嚢器の所有や使用の状況は､これら2軒とほぼ同様であった｡

若年世代が集落を離れ､高齢者のみによる少数家族化の進行とともに､冷蔵庫の普及によ

る保存食料の製作システムと保存方法の変化が起こり､さらには経済環境の変化による食

料購入の増加などが加わって､各家庭における襲器の役割が失われている｡わずかに残っ

た塩や味噌の保存容器として利用されていることさえ､今では珍しくなりつつある｡多く

の壌器は各家庭の庭先に伏せ置かれて､次第に実用品としての役割を終えようとしている

のである｡

d.済州島の亜器 (オンギ)

聞き取 り調査によって､納邑里の餐器には大型半胴嚢や大型広口壷､中型半胴鷺､中型

広口壷､鉢､水汲み用壷､甑､焼酎容器などの器種が見られることが知れた｡ しかし､納

邑里での聞き取りでは､かつてはもっと多くの器種があったとのことであり､これらの中

には伊藤氏が珍島で確認された器種と異なるものが含まれている可能性があった｡

また､聞き取り調査の過程で､納邑里の嚢器は済州産だけではなく､陸地産のものも散

見され､両者は焼き上がりの状況や土質などの違いから明確に区与りできることが確認され

た｡このため､済州産の牽器については､いずれかの集中的なコレクションを当たれば､

その器種や器形の変化を把握することが出来る見通しが得られた｡そこで､幾人かの収集

家にお願いして､それぞれが所有する済州産の饗器を観察させてもらうこととした｡その

結果､済州産の窺器には納邑里で確認された器種だけに止まらず､さらに多くの器種が存

在することが知れた｡

これら収集家による済州島の聾器を器種によって分類すると､大きく壷 ･窺 ･鉢 ･瓶 ･

碗 ･甑 ･特殊容器に分けられる｡各器種の中には器形や法量の違いによって､さらにいく

つかに細分することが可能であり､また､これらの名称についてもいくつかの変化が認め

られる｡例えば､壷についてみれば､胴が膨らむ球形の広口壷は名称の上では-ガリとい

う名で統一されるが､法量的には大 ･中 ･小の違いがあり､同様に広口ながらやや細めの

壷はコグマハガリの名で呼ばれている｡水汲み用壷は大きめの大人用をスルホポック､小

さめの子供用をスルテ-ジと呼ぶ｡聾はいわゆる広口半胴憩であり､やはり法量的に大 ･

中 ･小があるO鉢は代表的な広口のものが基本的にチャンテと呼ばれ､これも法量によっ

て大 ･中 ･小に分けられる｡また､これに耳状の把手が付いたものはギィチャンテと呼ば

れる｡丸い胴部をもつ壷の上半部を切 り落としたような内湾口縁をもつ鉢はタンジと呼ば

れ､これに舌状の把手2個を付けたものはチョンジュタンジと呼ばれている｡瓶は細頚の
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瓶形を基本とし､一般的にスルピョンと呼ばれる｡やはり法量によって､大 ･中 ･小の違

いがある｡この法量の違いを内容量の多寡によって呼び分ける場合には､-ンピョン (1

瓶)･ツウルピョン (2瓶)とも呼ぶ｡また､瓶でも低平な胴部の肩口に注ぎ口を作り付け

たものは､チャラピョン (亀瓶)と呼ばれている｡碗の形はサ- リ､あるいはクルと呼ば

れ､サハリの中で片口を持つものはコサハリとし､クルは食器として用いられる際に入れ

る食料の違いによって､バックル (飯碗)･クックル (汁碗)などと使い分けられる｡甑は

珍鳥と同じくシルである｡特殊容器には液体を汲み分ける際に用いる漏斗形のものをバラ

ック､焼酎の蒸留器であるコソリなどがある｡これらをまとめると､下記のとおりである｡

器 種 器 形 名 称 法皇 (器高) 個別名称

壷 広口球形壷 ハガリ 大 (70cm前後)

中 (50cm前後)

小 (30cm前後)

広口壷 コグマハガリ 大 (70cm前後)

中 (50cm前後)

水汲み壷

饗 広口半胴襲

小 (30cm前後)

大人用 (40cm前後)

子供用 (30cm前後)

大 (70cm前後)

中 (55cm前後)

小 (40cm前後)

鉢 広口鉢 チャンテ 大 (口径 55cm前後)

中 (口径 40cm前後)

小 (口径 30cm前後)

把手付広口鉢

球形内湾鉢 タンジ (25cm前後)

把手付球形内湾鉢

瓶 細頬瓶 スルピョン 大 (35cm前後)

中 (25cm前後)

′ト (15cm前後)

梶

平瓶 チャラピョン (胴径 20cm前後)

サハリ･クル (口径 20cm前後)
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スルホボック

スルテハジ

ギィチャンテ

チョンジュタンジ

ツウルピョン

チュンピョン ･ハンピョン

チャグンピョン ･ソピョン

バックル ･クックル



片口碗

甑 シル (口径 40cm前後)

漏斗 バラック (口径 20cm前後)

コサハリ

蒸留器 コソリ (高50cm前後)

これらの構成を見ると､同一器種であっても､異なる法量の製品が多く作られており､

珍島に比べると多様な用途をもつ特殊な容器も認められることが観取される｡

a.済州島妻器の特徴

済州島でみられる聾器について､納邑里における聞き取り調査を手始めとして､済州島

全域に残る資料まで調査の手を広げてしまったが､ここでこれらについて､整理しておき

たい｡

まず､済州島には多くの嚢器が残されているが､これらの多くは済州島産のものである｡

済州島産であることの判別基準については､短期間の調査であったため､個別実測図や観

察表を基にした論証には至っていないが､原料となった土質とこれを焼成した後の焼き上

がりの相違､器の成形にみられる技術や器形の微妙な変化などを基にすれば､比較的容易

に判断することが可能である｡逆に言えば､済州島嚢器はそれほどに個性的であると言え

る｡

済州島窺器の器種は壷 ･襲 ･鉢 ･瓶 ･碗 ･甑などを始めとして､漏斗､蒸留器など､各

種の器種が見られる｡また､それぞれに法量の異なる製品が作られており､用途に応じた

作り分けが盛んであったことも観取される｡

済州島嚢器の生産窯については､1998･99年度の調査において､南済州郡大静邑九億里

に総数 70基あまりの窯跡があり､ここを中心とした済州島西部において生産されたことを

確認 している｡なお､済州島に限らず､韓国の聾器には硬く焼き締めた硬質のものと､や

や軟質のものがあることが知られており､軟質のものは甑など調理具を中心とした製品に

多い｡九億里では硬質嚢器と軟質餐器を焼成 した窯が異なっており､それぞれにノーラン

窯､クン窯と呼ばれていた｡今回の調査において､軟質喪器では甑のみを確認 したが､実

際にはもっと多くの器種があったものと推測される｡

さて､これら済,州島聾器の生産は､朝鮮時代後期にいたり､全羅道から陶工が来島して

始められたとされている｡これについて､詳細に確認するまでにはいたっていないが､済

州島寒器にみられる器形や基本技術の上からは､充分に納得されるところである｡ しかし

ながら､前述したように､済州島聾器には用途に応 じた器種とその中の作 り分けが極めて

進んでいることからすれば､済川島では韓半島陸地以上に寒器の役割が大きかったことが
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考えられる｡そこには､済州島の場合､金属器や磁器､漆器などの調達がさほど簡単では

なく､その用途の多くが牽器に期待されたことを示すものかもしれない｡ただし､これら

のことについては､済州島ならびに韓半島陸地における､聾者削こついての詳細な調査と分

析による確認が必要であることは言 うまでもない｡

4.まとめ

冒頭にも述べたが､食器はその国や地域の特徴を最も端的に感 じることのできる食事に

関わる物的資料である｡その意味で韓国あるいは済州島の食器は､我々のような異文化に

属する人間からすれば､やはり韓式料理を作 り､食することを前提とした組み合わせが認

められる｡そこには日本のように､和食を中心としながらも､西洋料理や中華料理を前提

とした食器を､大量に組み合わせて用いるような傾向は認められない｡これは韓国､特に

調査地であった済州島の牛島や納邑里の一般家庭においては､西洋料理や中華料理などの

影響がほとんど及ばず､韓式料理に対する噂好が依然として強いためと考えられる｡また､

一般的な食器に関していえば､韓国では形やデザイン､装飾などに富むものは少なく､基

本的に無地を基本とした単純な組み合わせに終始する傾向が強い｡大まかにみれば､日本

では食器に季節観や世界観を持ち込み､食材や料理の季節性､色調などの組み合わせにこ

だわりを見せるが､韓国では食器にそのような要素を期待しないようである｡

しかしながら､今日の韓国の外食産業をみれば､日帝時代からの日本料理に加えて､次

第に西洋料理や中華料理の影響が強くなり､一般家庭での食生活にも大きな影響を与え始

めていることが推測される｡新しい食材や調味料､それを利用した料理の普及は当然のこ

とながら､これを作り､食するための食器にも影響を与えることは必至で､遠からず韓国

の一般家庭の食器にも変化が現れ始めるものと想定される｡それは今 日の韓国家庭の電気

冷蔵庫やガスレンジ､電気やガス炊飯器､電子レンジやオーブンなどが普及する速度に比

べれば､遅々たるものかもしれないが､確実に進行 していくものと考えられる｡

なお､今回､食器を調査対象としたのは､韓国における陶磁器生産の歴史との関わりを

念頭においてのことであった｡韓国を含む東アジアの国々では中国陶磁器の影響を受けて､

それぞれの国毎の陶磁器生産の歴史が刻まれる｡韓国では高麗青磁や朝鮮王朝代の白磁や

染付類､褒器がそうである｡このような陶磁器はそれぞれの国の歴史の中で､評価や位置

付けがなされ､調度具や食器として､今日まで作り､使い続けられている｡しかしながら､

これまでの経験の中から見て､韓国では一般家庭の食器の中に､韓国の伝統的な陶磁器の

使用は極めて少ないように思われてならなかった｡そこで､一般家庭における食器の調査
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を思い立った訳であるが､調査を終えての印象はやはり日常生活において､伝統的陶磁器

の使用は少ないように思えてならない｡

その中で､唯一､日常雑器であった牽器については､キムチ聾を中心として､今日でも

かなり使い続けられていることが認められる｡ しかしながら､キムチ餐以外の牽器につい

ては､今日､ほとんど実用品としての役割を終えようとしている｡特に､済州島では元々

温暖な気候もあって､冬の間の食料であるキムチ製作のための幾も､それほど盛んに用い

られているとは言い難い｡韓国社会にとって､食器としての伝統的な国産陶磁器は､多く

の人々にとって身近な存在ではないものと考えられる｡

その原因には韓国の歴史や､食文化がなんらかの形で影響しているものと考えるが､こ

のような韓国における食器使用の在 り方と日本における在り方とを比較し､さらにはこれ

を通じて両国の文化を比較 ･検討する試みを､今後とも続けて行きたいと考えている｡

なお､末筆ながら､本研究の遂行にあたっては､ソウル大学校教授全京秀教授の多大な

る御配慮とともに､済州大学校施設課高益高氏の御助力があったことを記し､感謝の意を

表する次第である｡
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琉球国と済州島の歴史的関係

一予備的考察一

畳 見 山 和 行

はじめに

琉球と朝鮮の関係史については､戦前の東恩納寛悼､小葉田淳､戦後では田中健夫､各

氏の研究蓄積がある｡これらの研究は大づかみに言えば概括的 ･概観的であるが､近年で

は､特に韓国側の研究者によって琉球 ･朝鮮間交流史に関する史料集 (1)が取 りまとめ

られたり､あるいは個別論文による研究が深められつつある (2)｡他方､日本側の研究も

個別テーマによる分析がなされてつつあるが､その中で漂流 ･漂着に関連する論考が焦点

のひとつとなっている(3)0

小論では､これらの研究史を踏まえ､琉球と朝鮮国全体との交流ではなく､特に済州島

との関わりを中心に二､三の問題を検討する｡

1.牛島と琉球

旧来の研究では､朝鮮王朝全体と琉球との関係に主眼が置かれてきたが､ここではより

地域を限定し､済州島の離島である牛島との関わりを検討する｡済州島と琉球の関わりに

ついては､すでに金泰能氏の論考がある(4)｡その成果を念頭に､まず牛島-漂着した琉球

人に関する史料を示すと次のものがある (｢耽羅紀年｣『JL､斎集 (Ⅱ)』済州文化社､1990

午)0

九年 (清嘉慶十四年､1809年)

是年琉球国巡見官翁世煙 ･史官挑世康 ･毛維襖等漂到牛島､巡見官警上挿金管々頭如

菊花､頭戴紫綬冠､腰 黄綬大帯､足膝紅靴､史官皆挿銀替､戴黄綾冠､被紺色周

衣大袖長南､日奉国王命､巡察民情到大島､竣事而遠退風漂来､王都在中山地､国俗

都無印信､公行文蹟皆以墨套用之云､
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上記の史料を要約すると､1809年､琉球国の巡見官である翁世塵､史官の挑世康 ･毛維

換らが牛島-漂着した｡その際の衣装は次のように記されている｡すなわち､巡見官の翁

は金の轡を髪に挿し､その背の頭部は菊の花のようであった｡そして ｢紫綬｣の冠 (ハチ

マチ)を戴き､紅靴を履いていた｡史官は皆､銀の智を挿し､｢黄綬｣冠を被り､大袖で長

裾の周衣 (袖衣か)をまとっていた｡さらに､牛島-漂着したのは､大島 (奄美)の氏情

巡検の帰途であるとしている｡そして､琉球の王都は中山にあること､さらに印信 (印鑑)

を用いないこと､公文書では墨書によること､などを記している｡

右の答えで､大島-の巡検の帰路で漂流した点には検討を要する｡結論的に言えば､鹿

児島 (日本)との関係を隠匿するためにの返答であると言えよう｡恐らく､鹿児島からの

帰路において牛島-漂着したものと考えられる｡しかし､当該期の琉球は日本との関係を

対外的に隠匿していたため､このような回答になったものと言えよう0

その他､牛島へは右の二年前の1807年にも琉球国人6名が漂着したことを小林らは

すでに指摘している(5)0

これら牛島へ漂着した琉球人らがどのような経緯で漂着し､さらに帰国までにどのよう

な処遇を朝鮮王朝から受けたかは､今後の課題である｡

補足すれば､牛島における臨地調査 (1999年 10月)では､上記に関わる史料や伝承は

残念ながら確認することができなかった｡

2.琉球王子遺書事件伝承と済州島

済川島の民間には､同島に琉球王子が漂着したが､琉球船に積み込んでいた宝物に目が

くらんだ同島の牧使によって殺害されたという伝承が伝わっている｡雀常春氏は､それが

伝承としてだけでなく､朴祉源 ｢燕岩集｣(朝鮮王朝後期)等に詳しく記録されていること

を紹介している(6)｡雀氏は前掲 ｢燕岩集｣だけでなく､｢朝鮮王朝実録｣仁祖元年 (1623)

四月条に ｢琉球国世子漂到我境､使辺臣潜殺-･｣とあることから､伝承と史実が合致する

として､この事件の考証を行っている｡すなわち､その事件は 1609年に琉球が薩摩藩島

津氏に攻略され､尚寧王らが鹿児島へと連行された時期のものであるが､文献では､約 1

0年ほどずれがあることなどを明らかにしている｡

ここでは､雀氏の考証についてその当否を取り上げるものではない｡その史実の確定は

別の機会に譲り､済州島の住民が朝鮮王朝時代に確かにその琉球王子遭害事件を記憶して

いたことを取り上げてみたい｡

済州島民の張漢詩は､ 1770年冬､ソウルでの科挙に応じるため同島を出港したもの
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の､出港間も無く強風にあおられて外洋-押し流され､漂流してしまった｡琉球近海とさ

れる無人島-漂着 し､助けを求めた船が倭蓮であった｡そのため物品を強奪され､かろう

じて安南船に救助された｡ところが､安南人らはかつて済州島民 (耽羅人)に安南王子を

殺害されたことがあるとして､張ら一行-憎悪を募らせたため張らは安南船から海に触 り

出され､またも漂流することになった｡ようやく全羅南道の青山島近海の-小島-たどり

着き､九死に一生を得てソウルで科挙を受けたが､不合格となり済州良-もどった､とい

うものである｡

一八世紀に倭遠が登場することや安南船での出来事など､これらをすべて史実として位

置づけられるかどうかは､なお検討の余地がある｡ただし､張が最初の漂流の際､琉球-

の漂着を恐れていた点は､済州島民が琉球をどのように認識 していたかを知る上では貴重

な素材と言えよう｡すなわち､その部分とは､

｢昔､わが国と琉球とは親交があって､琉球から使臣が来ると今の全羅道の順天府にあ

る昇平館に泊まったものである｡なにしろ海路が遠く隔たっているので往来がそう頻繁で

はなかった｡ある時期､相前後 して三人の使臣が来朝したことがあり､その内の二人のこ

とは忘れて今思い出せないが､光海朝の辛亥年間 (光海三年)､琉球太子一行が遭難して耽

羅に流れ着いたことがあった｡時の牧使 (行政官)は彼等一行を略奪者だとこじつけて処

刑 し､財貨や宝石などを取り上げた｡それ以来両国は断交状態になったといわれている｡

私達が (琉球に)到着すれば復讐されるかも知れないので､それを恐れているのだ｣(7)0

この内容は､不正確なものであろうが､少なくとも済州島の牧使による琉球王子殺害事

件がかつてあったと認識していた点は間違いない｡

この事件そのもの当否については､前述のようにここでは問題にしない｡むしろ､言説

としての琉球王子遭害事件を済州島民が認識 していたという点が重要であると考える｡つ

まり､済州島と琉球の関係についての認識､換言すれば､済州島民-ただし､張は科挙を

受験するほどのエリー トーの琉球認識の一端が､如実に示されているということである｡

むすぴにかえて

琉球･朝鮮王朝間の公式な交流は､1609年の薩摩藩支配以後の近世では途絶えてしまう｡

もちろん､北京において両国の朝貢使節が交流していたことは事実であるが､古琉球時代

のように琉球から直接朝鮮-使者を派遣するような外交形式は採られなくなる｡

しかし､済,川島と琉球は､近世においても上記のような漂流という不慮の出来事による

交流は断続的に続いていた｡また､1702年に作成された 『耽羅巡歴図』中の ｢漢撃壮喝｣
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には､南側に ｢大琉球｣と島影をかすかに描いている (8)｡18世紀初頭において､済州島

(耽羅)を中心とした地理的､空間的認識を知る上でも上記の絵図は､貴重な素材を提供

しているといえよう｡

[註]

(1) 孫承諾､他編 『朝鮮 ･琉球関係史料集成』(国史編纂委員会､1998年)

(2)例えば､李薫 (松原孝俊 ･金明美訳)｢朝鮮王朝時代後期漂民の送還を通してみ

た朝鮮 ･琉球関係｣(『歴代宝案研究』第8号､1997年)0

(3) 松原孝俊 ｢琉球の朝鮮語通詞と朝鮮の琉球語通詞｣(『歴代宝案研究』第8号､1997

年)｡小林茂 ･松原孝俊 ･六反田豊 ｢朝鮮から琉球-､琉球から朝鮮-の漂流年表｣

(『歴代宝案研究』第9号､1998年)0

(4) 金泰能 (大口里子訳)｢琉球と済州との関係｣(『南島史学』第 20号､1982年).

(5)前掲註 3､小林 ･松原 ･六反田論考｡125頁｡

(6) 雀常寿 ｢琉球王子の済州島漂着伝承｣(『済州島』1968年)0

(7) 張漢吉吉(宋昌彬訳)『漂海録』(耽羅叢書 2､新幹社､1990年)｡

(8) 『耽羅巡歴図』(済JJl､怖 ､1994年)｡詞書きとして､琉球との距離を ｢午拒琉球

国五千鯨里｣と記している (21頁)｡
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済州島の考古学研究

後 藤 雅 彦

本報告では､各年度の調査内容を整理 し､その成果を踏まえながら､済州島という

島喚域における考古学研究の課題について､他の島喚域 との比較を合わせて整理 して

みたい｡

1.調査の内容

ここでは､各年度の調査内容を整理 したい (第 1図)0

(1)1998年度

本年度の調査は､徳修里における考古学調査を目的に実施 したが､調査初年度 と言

うこともあり､まず済州島における考古学研究の状況把握を行ない､さらに徳修里が

含まれる済州島南部 (安徳､大静)の考古資料の確認にあたった｡

調査内容としては､済州島南部を中心に済州島の各時代に亘る代表的な遺跡の踏査

と済州大学校における資料実見及び文献の確認を行なった｡

(主な調査内容)

①済州大学校博物館､済州道民俗 自然史博物館の見学

②徳修里

③水精寺､抗蒙遺跡､北済州群涯月邑古城里 (土城壁 ･窯址)

済州牧官街牡､大静城祉

④上革里遺跡 (第 1図遺跡番号 4)､三陽洞遺跡 (番号 5)､高内里遺跡 (番号 8)､

郭支貝塚 (番号 7)､高山里遺跡 (番号 1)､龍漕洞支石墓 (番号 6)

(2)1999年度

今本年度の調査は､まず､牛島に行 くと途中､城山の畑地において､瓦､新羅陶器､
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高麗青磁片などを確認 し､また､道路傍の断崖において貝層が露出 している状況がみ

られた｡

牛島では､すでに確認されている支石基を実見 し､済州大学校博物館の調査チーム

が実施 していた分布調査にも同行 し､牛島における考古学資料について確認すること

ができた (註 1)｡その後､牛島の支石基 と比較検討するために､済州市に戻 り､支石

墓を中心に踏査を行った｡

(主な調査内容)

(∋牛島の調査

②支石墓の調査

③済州民俗自然史博物館において､開催されていた 『済州発掘遺物特別展』の見

学｡済州島における考古学調査の進展を確認｡

(3)2000年度

本年度は､郭支貝塚の踏査を中心に下記の調査を実施 した｡なお､各遺跡の報告書

などの文献について､可能な限 り確認を行った｡

(主な調査内容)

①郭支貝塚の踏査 (北済州郡 ･済州大学校博物館 1997a)

②蜂火台遺跡の実見

関野雄 (1938)

｢済州島には蜂倦台地が多く､(略)これ等は平地にあるものと山頂にあるもの

とで構造を異にし､(略)両者 とも海岸に近い眺望の開けた所に設けられてい

る｣

済州道 (1996)

蜂倦 25ヶ所 煙台 38ヶ所

(診終達里遺跡の再確認 (北済州郡 ･済州大学校博物館 1997b)(番号 5)

昨年度､牛島の対岸地である終達里遺跡を踏査 したが､2000年 7月より済州大

学校博物館が再調査を実施 してお り､その発掘状況を確認することができた｡

(彰三陽洞遺跡の保存､整備状況の確認

⑤済州大学校において資料の実見と情報収集

済州島における主要な遺跡の出土遺物の展示を実見｡

- 5 2 -



● : ●15 ●｢+-;

･∴ ;-̀ こ ●:1 °二
メ)

ノ
r

L

＼
＼＼ご ＼ ノ 二 4('2007rJI

轟 楚 埜

二 ｡()om克

丁

史

I
.
.
1.㍉
ぶ

ノ

C一つ･Jへ〆､-7_
ヽ □徳修里~二へJL＼

第 1図 済州道の主要遺跡

(原図 ･李 1995『済州島考古学研究』図8に主要遺跡を印す)

1:高山里遺跡 2:金寧里遺跡 3‥北村里遺跡 4:上革里遺跡 5:三陽洞遺跡

6‥龍滞洞 7‥郭支遺跡 8‥高内里遺跡 9‥終達里遺跡

支石基に関する調査及び､新たな知見を確認する｡

⑥開設準備中の国立博物館の見学

⑦支石墓の再確認

内陸部にある支石基の実見｡

2.済州島の考古学研究一島境域における考古学研究

まず済州島における考古学研究について､李清圭氏 (1995)の著書を参考にして概

観 してみる (註 2)O

済州島における先史考古学の研究史は大きく3段階に分けることができる｡

まず第 1段階は､ほぼ1970年代初め頃までに相当し､一部の試掘調査 と分布調査を

通 じて､支石基と無文土器に対する検討が行われた｡

済州島における考古学資料の確認は 1914年頃まで遡 り､鳥居龍蔵氏は､済州島出土

の土器を弥生式土器の系統とみなし､済州島の位置付けとして､日本九州 と韓半島を

結び付ける役割も指摘 した (鳥居 1924)0

第 2段階は､層位学的調査の進展と旧石器時代及び新石器時代に関する検討が本格
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的になった｡郭支里遺跡は 1973年､宋錫範､江坂輝爾両氏によって確認され､1979

年に李白圭氏によって発掘が実施された｡この調査の結果､無文土器の年代観が明ら

かになり､李氏は孔列土器が慶南海岸地方から伝来 してきたものであると論 じ､済州

島と韓半島の関係について具体的に論議されるようになった｡

第 3段階になると､各時代にわたる発掘調査の進展と､済州島全域に対する分布調

査が実施され､とくに李清圭氏が指導する済州大学校博物館 と史学科チームによって

調査が実施されるようになる｡

このように研究史を見てみると､層位的な発掘調査の進展によって､済州島におけ

る独 自の時期区分が考古学的に押さえられるようになり､一方で､韓半島を中心とし

た周辺地域 との関わ りが各時代にわたって具体的に検討されるようになった｡個別研

究として､宋錫範氏の支石墓に関する論考 (1979)も､済州島から韓半島､西北九州

を視野に入れたものである｡ こうした周辺地域 との比較研究の重要性は､任孝宰氏

(1986)が ｢済JJ11島の地理的な位置から見ると､韓半島南部から島喚地方､九州､沖

縄及び中国大陸などの文化的連続性が認識 され､各地域間の文化交流の状況を明らか

にする為には比較研究が必要である｡｣と指摘 していることに端的に示されている｡

ここで､島喚域である済州島における考古学研究を､同 じく島喚域を対象とする台

湾考古学と合わせてみると､次のような 3つ大きな流れを読み取ることができる｡

まず､在外研究者 (外国人を含む)を中心とした ｢発見の時代｣(前述の第 1段階)､

在地研究者による地道な調査を踏まえた ｢編年研究の確立した時代｣(第 2段階)､そ

して､近年の ｢調査研究が多様化 していく時代｣(第 3段階以降)-と移行する中､島

喚域 とい う地理的環境を考慮 した研究課題が浮かびあがってきているように思われる｡

3.支石墓一島境域における外来要素の受容と展開

前述 したように､済州島における考古学研究において､支石墓を通 して､韓半島と

の比較検討がなされているO韓半島を含む東北アジアの支石墓については､形態の差

による分類 (卓子形､碁盤形)､分布地域による分類 (北方式､南方式)､さらに下部

構造の差によって細分も行なわれてきたが､こうした分類に合わない類例も増加 し､

所在地名をとって､分類名を付す場合もあり､支石墓の範噴 自体､諸説認められるよ

うになった｡

このように分類が多様化 していく背景には､支石基の系統論が深 く関わ り､東北ア

ジアに分布する数多くの支石墓は､その型式､構造も多様性が認められ､既存の分類
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にあてはめるだけでは､その性格を把握することが難 しくなってきたと言えよう｡

そうした中､1997年に西谷正氏を研究代表者とする 『東アジアにおける支石基の総

合的な研究』平成 6年～8年度科学研究費補助金 (基盤研究A2)研究成果報告書が

刊行された (註 3)｡その中で､｢これまでの支石墓研究においては､中国 ･朝鮮 ･日

本でそれぞれ個別的に行なわれていたが､本研究計画では､各専門分野の研究者が結

集 して､東アジアという視野で総合的に研究することにしたのである｡｣としてお り､

一方で､各地における支石墓の出現一展開一消滅 とい う流れを追 うことが意図されて

お り､支石墓研究の研究成果と課題を知る上で重要な報告となっている｡

済州島における支石墓の発見は､1932年まで湘 り､1969年には郭支里支石基が調査

されている｡当初､済州島の支石墓も､韓半島における支石墓の分類にあてはめ､そ

の位置付けを捉えることに主眼が置かれていた感が強い｡すなわち､卓子式の変形､

碁盤式の変形､支石がない蓋石式とする見解が併存 していた｡

その後､1985年には済州市の龍薄洞､外都洞の 2ヶ所で本格的な考古学調査が実施

された｡こうした調査の結果､済州島の支石墓は､時期的にも､そ して構造的にも､

韓半島の分類にあてはめることができないと考えられるようになった0

その結果､李清圭氏 (1995)は､済州島の支石墓を以下のように分類 し､済州島に

おける支石基の時間的変遷を追求する方向を示 した (表 1)｡

そして､外形上の変遷として､板石形の支石基が新 しく､済州島支石基の完成段階

に位置付け､これは､共伴遺物からみても､年代が新 しいことが裏付けられている｡

ここで､済州島の支石墓研究の課題を整理 してみたい｡

まず､済州島における支石墓の分布状況の把握 と基礎的データ (測量)の蓄積が急

務であろうO宋錫範氏 (1979)の集計では､総数 63基､完全な状態 34基としてお り､

さらに､済州大学校博物館チームは現在､支石墓の基礎的データの収集を行ってお り､

康昌和氏のご教示によると172基の支石墓が確認 されている｡

とくに､最近､内陸部においても支石墓が確認 され､これ らは､周辺に遺物散布地

が確認されておらず､孤立 した状況において存在することが特徴である (註 4)｡一方､

龍滞洞などの支石墓群は､付近に遣物散布地が存在 し､平坦な土地､近くに河川が流

れるなどの立地条件を備えている (第 2図)｡また､牛島の支石基も海岸沿いに立地 し

てお り､当時の集落との関わりなど検討を要する｡

ところで､こうした分布状況を把握する必要性は､支石墓の保存にも関わる問題で

ある｡済州島に限らず､支石基は地上に大きな石を置かれているため､耕作などの関

係で､破壊､移動されたり､現状の変更が著 しく､早急に記録化することが望まれる｡
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表1 済州島の支石基分類 (李1995)

｢-一~福 T 埋葬位置 支石の形態 上石の形態

第1型式 l地下 無 板石 .碁盤形

第2型式 地下 塊石形 碁盤形

第3型式 ■半地上 塊石形 アーチ形

第4型式 半地上 ■塊石形 .二重支石 不定形 .碁盤形

第5型式1 半地上 塊石形 .板石 ,不定形 .碁盤形

請 l型 式 I
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(支石墓の分類模式図は康昌和氏 (1996)の論考より引用したO)

.こE.i..キ1

- t･A.- '15･'S六 ･r･叱誓 _:'11-/～
ノ

◆ 禾 北

--,JP'~ ー吋 ABUKI

内 tB'R ク iAi"

さ…頑 tT---: "̂鞄 磨 警 静 丘--I/,1･話語:崇 ･L - 中和 …

託rot'誹tfHu"叩 ｡､ヰH … ¥｡ヱ 1.王･･.H...D.,.ゼ ミ… ,tH.

禦 ･'L ∴ !こ `.i .. ･ : ･Y..･-- / I＼▲
‥ =･̀L.●f,.':,': : ●‥

I : - … 二一二;… 子.

llI+･

Y(),vr

I-●}キLTll

tx石目 tT f'一 y三号RL､･ 悪,思JcR
F叶三■LJ♀I

不ちRt 月
WOLP､

･l-篭ふ .… 恥nl気 品軍,"/.-.;; ≡ ,｡ 叫 〈 済 cHEJ"i-sH,二 ㌦ -
H･急 .育-IFc 叫叫 叫 …〟〟-- 1h･,_.… . r-〔JVLJV nI'W

trllPRi手til.Iチ
刀ぎ2･ J,-LuNFmlEl.▲

)ヾ

tさ･t早t'l･｣)Lp

＼
第 2図 済州島の支石基 (龍帝洞周辺地域)

(原図 ‥韓国地図院 1996『済州道文化連蹟地図』より抜粋)

● ･支石基 ▲ :内陸側にある支石基 『 :遺物散布地
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そして､支石基と報告された遺構の下部構造の把握､出土遺物の確認が問題であり､

済州島において､下部構造が明らかな事例は少なく､その構造の把握が必要である｡

こうした調査研究の成果を踏まえて､改めて､済州島における支石墓の出現一展開一

消滅を時間軸に中で把握 し､韓半島､そ して東北アジアの中での位置付けを明確にし

なくてはならない｡

4.遺跡の立地一島境域における遺跡の態様

済州島において､島内全域で調査が実施されるようにな り､各時代の遺跡のあ り方

が注目されてお り､例えば､済州島の遺跡の中で､確認された遺跡数も多い郭支 1式

土器時期について､李清圭氏 (1995)は､立地条件 (土壌､河川､湧水など)を踏ま

えて､遺跡の分布状況を次のように整理 している｡まず､主要な遺跡の分布を見ると､

旧厳土壌群の分布 と密接な関係があり､同時期の村落の立地条件 として畑作が有利な

地域が選択されたことを示す｡そして､済州島は海抜 1950mを頂点として､内陸にい

くほど気候の条件が悪くなるため､遺跡は 100m以下に分布する(第 1図)｡実際に､

先史時代遺跡を踏査するにあたっても､ほとんどの遺跡が海岸沿いに走る 12号線道路

に沿って分布することがわかる｡また､同地域は漁業､農業に有利な地域であると同

時に､沿岸航海 と陸上交通などの好条件を備えてお り､海岸地帯以外の村は中世以後

に開発されたと考えられる｡

このように､済州島と言 う島喚域に見られる特異性 として､李氏が指摘 しているよ

うに､土壌と気候､そして地質的自然環境が文化形成に強く影響を及ぼす｡このため､

済州島という島喚域における人々の居住のあり方を検討するにあたって､自然環境 と

の強い関わりは看過できない視点であろう｡

こうした視点は､同じ島喚域の考古学研究として､戚振華氏 (1991)による存湖諸

島の調査にも共通 している｡同氏は､潜湖諸島の考古学研究の利点として､大陸との

文化関係の探索ばか りでなく､島喚域 とい う面積が限られた地域をあつか うことによ

って､一地域の全容が把握でき､なおかつ特殊な自然環境を有することに着 目してい

る点は､まさに､島喚域の考古学研究の意義を示 しているように考えられる｡

5.島境域として考古学研究の課題

島喚域における考古学の研究テーマとして､上述 したように周辺地域､本土との文
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表2
時期区分 土器文化 l 年代 稲軒 丁貞塚 支石墓

有文土器 無文土器 赤褐色土器 灰色陶器

耽羅以前 高山里式 !BC3000以前 1I
北村里式 BC2000-1rJC.J !o1
l 上事里式 Il BC500-30'J l′■..(J

300-1｡0 !?｣望C)
耽羅前期 郭支 1式 郭支1式陶器BC10()∫-AD500○.㊨O
耽羅後期 郭支2式(商内堅塁主lgs支2式陶器 iI■A_D500-900--⊥ -⊥至○I oj一--1J】
化関係､遺跡の立地や遺構の分布から導き出される居住形態の変遷､そして生業形態

の変遷などをあげることができる｡

ここで､こうした議論を展開する上での課題について整理 してみたい｡

まず､同一時期における島喚域と本土側の文化関係を示すには､時間的併行関係を

明らかにしなくてはならない｡現時点で､文化要素の比較をする上で､済州島と韓半

島､また台湾と大陸側において時間差が認められるOこれには､放射性炭素年代法の

データの比較ばか りでなく､各遺跡､各地域において層序関係を踏まえた編年研究の

細分化を目指す必要があるのではないだろうか｡ とくに時代の移行期における編年の

細分を通 じて､時間的に前後する文化の継承関係をさらに探求 しなくてほならないで

あろう｡

こうした広域編年網の確立によって､外来要素の受容時期のずれ､受容から展開ま

での継続時間長さなど､時間差の生 じる意味も考慮 しなくてはならない｡

また､外来文化の導入 と､各地の受容､展開の両側面を検討する必要がある｡例え

ば､先史時代における外来文化の代表 として､稲作文化の広がりが重要視されてお り､

済州島においても､稲作開始時期の位置付けが問題 となっている｡

稲作文化の導入にあたって､稲作に直接関わる､植物遮存体や農耕具などの技術的

側面以外にも､水稲耕作に伴 う漁傍形態､紡織技術を示す紡錘車などの研究にも注意

を払 う必要があろう｡一方､貝塚遺跡の出現､展開も､農耕の進展との関わりの中で

捉え直すことも課題である(表 2) (註 5)｡

さらに､韓半島と済州島とも文化交流の実態を探る上で､半島沿岸部の島喚域の動

態は注目される｡筆者は､これまでにも台湾海峡両岸地域の文化交流を検討する上で､

東南中国の沿海側に広がる島喚域の先史文化の動態を問題 としたが､長江以南の沿岸

各地域は､島喚域を包括 してお り､各島喚域との往来も頻繁であったと考えられ､こ

うした島喚域を含む′ト地域のネットワークを覆 うように台湾海峡を超えたネットワ-
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クが重層的に存在 していたと想定している｡このような状況は､韓半島と済JJil島の間

においても､共通するのではないだろうか｡

6.おわりに

以上のような済州島における考古学研究の状況を鑑みると､やは り島喚域 としての

特質が問われるものと考える｡まず､周辺地域 との関係から､文化交流の懸け橋的な

役割が浮かびあがってくる｡これは､言わば島外との関係であり､考古学的には搬入

晶､搬出晶､在地品として捉えることのできる問題であるO-方､島喚域 という限定

された自然環境の中での居住のあり方や島内の地域性に関わる問題を検討する必要が

ある｡

すなわち､島喚域の考古学 として､日本における南西諸島は言 うまでもなく､筆者

が研究対象としている中国東南沿海地域においても､例えば長江下流域 と舟山群島､

東南中国と台湾､海南島､香港近辺の島喚部など共通 したテーマが存在すると言える｡

従来の研究では､総 じて本土との関係に着 目されていた傾向が強かったが､各島喚域

での調査が進展する中､島喚域内での遺跡のあり方をめぐる検討が深めるようになっ

たと言える｡

このように､島喚域における考古学研究の課題は､島外 との関係､島内における関

係 という両側面の視点をもつことによって､今後､東アジアから東南アジア､そして

オセアニア世界に広がる島境域における比較考古学的研究が望まれるように考える｡

また､調査期間 3年間において､研究方面の深化ばか りでなく､国立博物館の開館

や､各遺跡の保存整備が進行 している状況を垣間見ることができ､そして､実際それ

らに携わっている研究者諸氏と接することができたことは､有意義であった｡

今回の調査では､研究分担者である李晴圭氏にご指導いただき､各年度にわたって､

済州大学校博物館の康昌和氏をはじめとする考古学スタッフにはご協力いただいた｡

調査にあたっては趨現鐘氏 (国立済州博物館)､商才元氏 (済州道民俗 自然史博物館)

にご協力､ご指導いただいた｡また､呉盛杢氏には､資料収集及び検討にあたって､

ご協力いただいた｡西谷正先生には､支石基研究に関する文献を賜 り､ご教示いただ

いた｡記 して感謝の意を表 したい｡
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註釈

註 1 牛島の支石基及び遺物散布地については､北済州郡 ･済州大学校博物館 (1998)

にも報告されている｡

註 2 研究史については､最近､康昌和氏 (2000)によっても整理されている｡

また､江坂輝弼氏の論考 (1973)の中に鳥居龍蔵氏の調査などに関する研究史が

紹介されている｡

註 3 朝鮮半島について､甲元真之氏 (1997)によって詳細に検討されている｡

註 4 康昌和氏のご教示による｡

註 5 表 2は､李清圭氏 (1995)を参考に､李氏にご意見を伺いながら､各文化要素

の位置付けを筆者なりに整理 したものである｡
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済州島納邑における祖先祭紀の諸相

- ｢死婚｣ を中心として一

徳 丸 亜 木

はじめに

本報告では､納邑における祖先祭紀の諸相の内､特に死後婚姻について報告を行 う｡

ここ納邑においても儒教式の祖先祭紀儀礼は盛んであり､それぞれの系統では､基本的

には現世代の四代祖までを位牌祭紀の対象としている｡死後婚姻は､祖先祭紀の列に連な

ることのできない独身死者を､霊的に結婚させることにより､その霊魂を慰め､茶礼や忌

祭など､祖先祭紀儀礼の対象となさしめる意味を持ち､納邑においては､一般的には ｢死

婚｣と称されている｡論者が確認できた死婚は､男女双方とも独身死者の事例であり､生

者と死者との死婚については確認できていない｡また､死婚の後､その夫婦の子孫となる

養子を迎える例も一般的に聞かれ､この点では竹田の分類する済州型の死後婚姻に該当す

ると思われる註1｡

納邑の死婚に関して留意されるのは､死婚に関わる儀礼が､仏教寺院の関与のもと行わ

れる例が見られる点である｡納邑集落内の主なる信仰表象としては､共同体レベルの儒教

祭礼である醗祭を行 う壇註2､本郷堂註3 (シンパン註4が司祭となる)､仏教寺院三ヶ寺､基

督教会註5などがある｡この内､仏教寺院は､死婚を望む遺族の依頼に応 じ､宗派間のネッ

トワークなどを用いて死婚の相手を探し､さらに死婚の儀礼も寺院を中心として行われて

いる｡集落内の寺院は月印寺註6､青龍寺註7､コガン寺の三ヶ寺である｡このうちコガン寺

は､元々ムーダンだった男性が始めた寺で成立は新 しい｡恐らくはコガン寺も死婚儀礼に

関係 していると思われるが､ここでは､聞き書きをなしえた青龍寺の事例を中心として解

説する｡また､話者の話によれば､基督教会も寺院と同様に信者の依頼に応 じて死婚の相

手を探したり､死婚を教会で行っているという｡ しかし具体例を聞くことができなかった

ため､ここでは､論述を仏教寺院が関与したものに限る
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納邑における死婚の概況

納邑では､死婿は､交通事故や病死､あるいは自殺など若い男女が独身のまま死亡した

場合に行われる｡すべての独身死者に対して行われる訳ではなく､未婚者の死後､その家

に悪いことが起こった様な場合に､その原因が未婚死者と結びつけられて考えられ､死婚

を行 う事になるという｡未婚者の死霊は､大人としての人格を持たず､そのままでは祭紀

も行えないので､死霊を慰める意味もあるとされる｡

死婚は､男性死者であれば女性の未婚死者､女性死者であれば男性の未婚者を探して行

われる｡普通の婚姻以上に､男女双方の相性が重視される｡誕生日などから､慎重に ｢宮

合｣を調べる｡この相性が合わぬと､死婚を行っても､様々な悪いことが起こるとされる｡

また､ムーダンの家の者が､基督教徒と死婚を行ったりするのも嫌われた｡多くの場合は､

同じ宗派､あるいは同じ基督教徒同士で死婚の相手を求める事になる｡

死婚では､次に述べる青龍寺の事例のごとく､日柄も通常の婚姻以上に問題とされるが､

済州市の ｢哲学館｣など､占い師にその日柄を決めてもらうことが多いという｡

青龍寺における死婚の事例

今回の調査では､青龍寺において具体的な死婚の事例を聞くことができた｡月印寺でも､

死婚に用いられた写真 (タキシー ド姿の男性と､ウエディングドレス姿との女性が寄り添

って写っている)と紙位牌とを見ることができたが､住職が不在のため､具体的な事例は

確認できなかった｡

青龍寺では､最も最近では2000年陰暦3月に死婚を行っている｡男性側は納邑の出身

で､軍隊での訓練中27歳で死亡､女性は済州市に居住してお り25歳で死亡した｡女性の

両親は青龍寺の信者であり､青龍寺に死婚の相手探しを依頼 した｡そのため､青龍寺の住

職は､宗派の会合やサシクジェ (四十九日)の儀礼の場などで､やはり死婚を希望してい

る男性死者が居ないか､他の寺の住職達に尋ね､相手となる男性死者を探し出した｡両者

の相性を慎重に調べ､相性が良かったため､死婚を行った｡

具体的な儀礼過程については､詳 しくは聞けなかったが､大まかな流れのみ紹介してお

こう｡死婚を行う日取 りが選ばれた後､両家では前もって新郎､新婦の写真､位牌を各々

の寺-渡しておく｡結婚式の3目前に､それらの写真､位牌を実家-戻す｡済州では､新

郎による新婦の実家-の嫁迎えが通常の婚姻の場合には行われるが､これと同じく､新郎

の写真､位牌を持った新郎側家族が新婦の実家を訪れ､その場で披露宴を行った後､新婦
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の写真を持った家族と一緒に､結婚式の会場となる男性側の寺へと移動 した｡寺での婚姻

儀礼の後､新郎側の家で披露宴を行い､その後､写真と位牌とを新郎側の一族の墓へと運

び､一族の先祖に夫婦になった事を報告した｡後日､男性の妻となった女性の遺骨を､実

家の墓から､男性側の墓へと移 し､同じ墓域に双境の形で埋葬 した註80

死婚に伴う養子慣行

納邑においては､死婚の後､その夫婦に養子を迎える事もあるという｡ただし､これは

必ず行われるものでもなく､残された遺族の状況にもよるとされる｡死婚は､独身のまま

死んだ死者の魂を慰めるためのもので､その養子になる事は､あまり良い事だとは考えら

れていない｡ある女性話者によると､死婚を行 うのは､遺族が何らかの理由で､その財産

を､養子に迎えられる傍系子孫に残 したい場合が多いとされるO養子をとらない死婚の場

合は､チェサなどの祭紀は､親が存命の間は親が､その死後は兄弟のいずれかが承継 して

行くという｡当地域では兄弟間におけるチェサの分割が行われている｡その詳細は社会構

造についての報告を参照されたいが､通常死者のチェサに関して一番負担が軽い者に､死

婚を行った死者のチェサを引き受けさせる傾向が強いという｡

死婚で迎えられる養子は､多くの場合､新郎の近い親族､例えば､新郎の兄弟の息子な

どから養子を迎えるとされる｡長男､次男は通常死者のチェサを承継するため､彼らが死

婚の養子に迎えられることは少なく､子供が3名以上いる兄弟から､その末子を迎えるこ

とが多いという｡養子に迎える子供の年齢は決まっておらず､赤ん坊でも良いとされる｡

養子になる者には､祭紀財産として遺族が畑などを新たに購入 して与えるのが通例とさ

れる｡これは遺族の財産を分割 して与えるのではなく､生命保険などで得られた死亡保障

金などで土地を購入して与えるものである｡現金のまま与える事はまず無いという｡留意

されるのは､死婚 した夫婦のチェサを行 うための祭紀財産として､その一族の系統に先祖

から受け継がれている不動産が分割されるのではなく､遺族が購入して新たに手に入れた

不動産を与えるとしている点である｡一族の系統の中で受け継がれた祭紀財産を､死婚に

よって生じた養子-と継承させることを忌避 している可能性も考えられる｡

ただし､死婚の新郎､あるいは新婦が一人っ子で､彼 (彼女)以外に親世代のチェサを

引き受け得る者が居なかった場合には､また財産承継の態様は異なる様である｡納邑の女

性話者が語ってくれた事例であるが､納邑で行われたある死婚の新郎は三人兄弟の三男､

新婦は一人娘で､仏教式に死婚を行った｡死婚の後､新郎兄弟の次男の三人の子供の内､

その末子を養子として迎えた｡この場合､その養子は､新婦の親夫婦のチェサも将来的に

-65-



は引き受ける条件で､新婦側の財産を承継する予定だという｡

カマゲモルンチェサ

独身死者であり､いまだ死婚を行っていない者のチェサでは､通常のチェサでその最後

に行われる供え物の一部を屋根に投げ上げ､烏に食べさせる儀礼が行われないという.こ

のため､独身死者のチェサは､カマグモルンチェサ (｢カマギ (烏)に知られぬチェサ｣の

意)とも称される｡死婚は､独身で死んだ者に対して､｢人としてのつとめを完成させ､人

として認められる様にするための｣儀礼とされている｡故に､死婚を行った後には､その

チェサは通常死者のチェサと同様に行われる事になる｡ただし､死婚を行った者のチェサ

は､通常のチェサと区別され､サフォンチェサ (死婚のチェサ)とも称される場合もある｡

その儀礼過程は､通常死者の場合とほぼ同様である｡

おわりに

以上､短い報告であるが､納邑における死後婚姻の概況を述べた｡納邑における死後婚

姻は､竹田の分類に従えば､基本的には､男女双方死で遺骨の移葬､入蓑を伴 う済州型に

一致している｡留意されるのは､ムーダンなどシャーマンが死後婚姻に中心的に関与する

のではなく､むしろ､相手の選定や婚姻儀礼そのものに成立宗教である仏教寺院 (あるい

は基督教教会)の強い関与が見られる点である｡死後婚姻の儀礼は､祖先の列に加わる事

ができない独身死者霊を祖先霊の列に加え､儒教式祖先祭紀の体系に組み込んで行くため

の､一種の境界移行のための儀礼であるといえるoその儀礼に仏教寺院が積極的に関与す

る様になった契機を､韓国仏教の布教展開過程の考察と併せて､今後明確にして行く必要

があろうo
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註

註 1 竹田旦 ｢東アジアにおける死霊結婚一韓国習俗を中心に-｣松崎健三編 『東アジ

アの死霊結婚』1993年 岩田書院｡

註 2 集落の北側に位置する樹林に覆われた段丘に共同体の儒教祭礼である輔祭が行わ

れる壇がある｡段丘中腹の樹林に石垣に囲まれた 100平方メー トル程の広場があり､西神

壇､土神壇､鮪神壇の石柱が建てられている｡献祭は､陰暦正月および 7月の上丁目に郷

会により行われるO

註 3 納邑には､堂が一ヶ所ある｡集落内の石垣で囲われた蜜柑畑の角に､榎木の倒木

と若木があり､周囲とは石垣で区画されている｡榎木の根本には､多数の蝋燭や瓶が奉納

され､枝には白い糸束､五色の布などが結びつけられ､地面には儀礼で用いられたと思わ

れる紙片が散乱し､現在でも集落の信仰の対象となっている事が伺われる｡この堂は､本

郷堂､本堂､ハルマンダンなどと称されるが､話者によっては ｢豚の堂｣と呼ぶとする｡

豚を紀る故というが､具体的な伝承は確認できなかった｡この集落でも､堂の柔和は基本

的には女性を中心としている｡かつては陰暦正月に集落各戸の婦人連が堂に集まり､シン

パンを中心として儀礼を行った｡集落の女性が､この堂に集まる際には､途中の道筋で知

り合いに会っても挨拶を交わしてはならないとされる｡また､堂に行くには個人の敷地と

畑を通らねばならないが､その通行を妨害する事も禁忌とされているO以前､敷地の所有

者が参拝者の通行を断ったところ､その家族に災いが生じたと伝えられているO祭紀に用

いる供物は､餅､甘酒､モヤシ､豚肉を串に刺 したもの､米､麦､布､紙､糸などである｡

シンパンの祈願の後､紙を焼き､布や糸を枝に結びつける｡

註4 集落の各姓には､かつては各 1名のシンパンがいたとされるが､詳細は不明であ

る｡現在では､70歳のシンパンが在住 している｡彼女は､前述のシンパンには直接関わり

はなく､シンパンとしての修行も本格的には行っていない｡約 30年前､体調を崩 し､病

院でも原因がはっきりしなかった際に､周囲の者に本郷堂-詣でることを勧められ､それ

から熱心に参拝 して祈願を続けた｡専属のシンパンが居なくなった後､儀礼や祝願のや り

方を覚えていたため､シンパンの役割を引き継いだ｡現在は､通院のため､済州市に住ん

でお り､儀礼を行 う際に納邑に戻って来る｡彼女が行 う儀礼は､陰暦正月､8月の集落の

安寧を祈る祈願が主なもので､この他に､集落で子供が産まれた際に､その母親と子供と
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共に堂で祈願を行 う｡堂の神は戸籍簿を持っており､集落で生まれた子供はすべてこの戸

籍に載るのだと伝えている｡また､それらの子供が病気になった際にも､堂で快癒を祈願

するよう母親から依頼される｡この様に､この堂は､集落の女性が信仰する氏神型の神で

あり､また産神としての性格を強く示している｡

註 5 大韓基督教納邑教会は集落のほぼ中央に位置し､現在信徒数は 110名程度である

が､その内 60名は集落外部の信徒である｡常駐の牧師の話では､小学生の段階から子供

達を教会行事に招いて布教に努めているが､その親は､チェサなど祖先祭紀儀礼を息子に

継がせる必要があるため､教会-の入信は認めようとしないという｡洗礼を受けた入信者

には､人生に対する目的を見失い入信によりそれを兄いだそうとした者や､子供が重病で

神に救いを求めた者､あるいは､集落外から転入し､知 り合いも少なく人との繋がりを求

めた者などが居るが､集落内で生まれた男性で洗礼まで進んだ者は少ないという｡基督教

に対する集落住民の理解を求めるため､教会では様々な社会的活動を行っている｡学校行

事に積極的に参加 し､また基督教信徒である医者を招いて､無料で健康診断や歯科治療を

行ってもらったりしている｡

註 6 大韓仏教曹渓宗の寺であり信者は､集落外部の者も含めて約 100名である｡建立

の年度は不明である｡本堂の大雄殿には釈迦牟尼の仏像が二座紀られているが､この他に

山神壇､七星壇､濁聖壇､神衆壇､上壇､中壇の画も紀られ､また庫裡の台所には竜王壇

の画も紀られている｡住職は女性の尼寺であり､現在23歳の女性が､この寺で尼僧とな

るための修行を行っている｡月印寺における仏教行事は以下のものがあげられる (すべて

陰暦)0

1月 15日 小正月の祭 り

2月 15日 釈迦入滅忌

3月 14日 山神祈祷

4月 8日 釈迦生誕忌

7月 7日 七星祈祷

(北斗七星を紀る儀礼であ り､盛式､仏教式､儀式それぞれで行われる0

水を撒いて清められた祭場に､七日間物忌みの生活を行った祭官が､七つの器

に供物を供え七星を経る)

7月 15日 百中祈祷
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(納邑では､蜜柑栽培の他､牧場における牛馬飼育も盛んである｡百中は牛馬の

安寧を祈る祈願祭であり､かつては牛馬の水場が近く､墓などが無い場所に､

牛馬の手綱を供え､果物､野菜､甘酒､芹などを捧げて祈願を行った｡月印寺

では､この日に信者の家の死者供養を行 う)

10月 15日 出家忌

12月 8日 還俗

12月 22日 冬至

前述のごとく､月印寺には修行中の女性が一名居 る｡彼女は済州市の出身で､兄

1名､姉3名の5人兄弟の末子である｡小学校 5年生から5年間程この寺で生活 した経験

を有してお り､その後 3年間の済州市における両親 との同居､2年間のソウルでの生活を

経た後､尼僧になるために生活に入っている｡入信動機は､済州における家庭内の女性労

働のきつさや社会的立場の低さに疑問を感 じ､結婚すると否応なくそ うした立場に組み込

まれるのが耐えられなかったためと語る｡

註 7 集落の外れに円形の貯水池があるが､その近くに青龍寺は位置する｡大韓仏教能

筆宗の寺であり､弥勘像を本尊とし､現在､納邑では 20家族が信徒 となっている｡ 19

69年に成立した比較的新 しい寺院である｡現住職の父親は本来､カソリックの信者であ

ったが､ある時､その夢に仏様が現れ､それ以来､依頼者の血脈を見て､その病の原因や､

前世の行いを知ることができる様になった｡また､ゼンソクであったその妻の夢にも仏様

が現れ､その手から蓮の実を受けとって飲み込んで目覚めたところ､病が治 り､他にも神

秘的な体験を幾つか経て仏教に帰依 したとい う｡父親は､患者の患部に手を当ててその痛

みを止めたり､あるいは針を足に打って呪文を唱えて治療を行 う事ができ､これを寺の信

徒に施していた｡現住職は､そのような霊的な能力は持っていないが､鍍灸の技術を学び､

信徒に施 し､それを布教の手段としている｡

註 8 この事例では遺族に何らかの問題が生 じその解決手段として死婚を行ったか､死

婚の後に養子を迎えたか､儀礼過程における洗祭-のムーダンが関与 したか､などの点に

ついては確認できなかった｡
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済州道の口承説話に関する予備的考察

鈴 木 寛 之

1.はじめに

筆者は､今回の日韓共同調査では ｢口碑文学｣担当という形で､済州道内三箇所 (南済

州郡安徳面徳修里､北済州郡牛島面､北済州郡涯月邑納邑里)の口承説話について聞き取

り調査を行なった｡いずれも通訳を介しての聞き取 りであり､本稿で紹介 している ｢話例｣

はいずれも個々の話の梗概となっている点を先に記しておく｡

2.徳修里の トッチェビ

1998年度の南済州郡安徳面徳修里での調査では､地域に伝わる伝説として ｢広静堂と馬

の墓｣｢山房山の話｣｢山房窟寺の薬水｣｢龍の頭｣｢子守唄の丘｣などに関する話例の資料

を得ることができた｡徳修里の口承説話として特に興味を覚えたものは､家ごとに紀られ

る守護神が トッチェビとも称されている点であった｡

韓国の代表的な ｢妖怪｣として知られるトッケビは､済州島では トッチェビと呼ばれて

いるo金宗大 『韓国の トッケビ研究』によれば､一般に韓国説話のなかの トッケビは､剰

軽な性質で､いたずらを好み､人の及ばない非常な能力をもつ超自然的存在として描かれ

ることが多い｡また､韓国の ｢半島｣部においては､ トッケビが豊漁祈願 ･疾病退治の機

能神として紀られる例も多いとある｡

徳修里の トッチェビは､吉事も凶事も司る神秘的な存在で､時には人を死に至らしめる

こともある｡特に女性に対していたずらを働くことが多いともいう｡また正体不明の火は

一般に トッチェどの仕業とされる｡一説には､生きているトッチェビが人型で出現し､死

んだ トッチェビが火だけを見せるのだともいう｡また トッチェビは幕にやどるとされ､古

い第を棄てる時には出来るだけ家の遠くに棄てるものとされる｡

徳修里は済州島内で､もともと鍛冶業の集落として知られていた｡その鍛冶業の職能神
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が､近隣の地域からトッチェビという名で呼ばれていたのである｡本稿では､この徳修里

におけるトッチェビについて報告を行ないたい｡

かつて徳修里では､餅などを蒸すシル (甑)の上に石を載せたものを神体とする､家の

神を紀っていた｡これは台所の隅や屋敷地の後方の角などに把られていたものだが､多く

は 1948年の四 ･三事件後に姿を消したといわれる (一説には 1960年代頃､宋氏の ｢門中

会議｣によって祭紀の中止が決議されたともいう)｡

この神は､ トウイタルパン (後ろのお爺さん)と呼ばれるが､別称として､徳修里で鍛

冶業を始めた宋氏に因んでソンヨンガム (宋令監)､またヨンガムシン (令監神)の名もあ

る｡鍛冶業をしていた家､また､宋氏の家では必ず配っていたという｡また以下の話例に

示すように､ソントッチェビ (宋 トッチェビ)という呼び名もあった｡

かつて近隣の地域から､徳修里は ｢トッチェビを配る村｣だと認識されており､徳修里

の女性が結婚 して他所-嫁ぐと､その家の トッチェどもその女性に一緒に付いて行くのだ

と言われ､徳修里の女性とはあまり結婚したくない､と噂されたこともあったという｡以

下は､現在徳修里に住んでおられる方々からの聞き取り内容である｡

[話例 1]

トッチェビ神は､昔､家の裏に置いて紀ったもの0年に一度餅や酒を供える祭紀をした

が､詳細は記憶 していない｡徳修里は鍛冶の村で大型の窯があったので､電気のない昔は､

夜にふいごの火がつくと､それが近隣の村々からも点々と大きく見えた｡それが何 日も続

くのが常だったので､近隣の人々は､｢徳修里のあの火は､人間がつくった火ではない｡ ト

ツチェどの仕業だ｡ トッチェビ･プル (火)だ｣と噂したものである｡この辺 りでは､正

体不明の怪光を トッチェどの仕業と考えるのが一般的である｡

(1931年生､男性)

[話例2]

自分の家にはなかったが､徳修里には トウイタルパンを紀る家は多かった｡特に鍛冶の

神というわけではなく家の神である｡旧暦の毎月 5日や､先祖の法事の際などに､酒と食

物をシルの穴に注いで供えた｡自分には9人の子供がいる｡最近､末娘が嫁いで行ったが､

結婚前､新郎の母親が ｢この家には トッチェビがいるのではないか?｣と様子を見に来た

ことがあった｡癖に触ったので､｢うちには十の トチェビがいたのだが､まだ二つ残ってい

る｡一つ 2,000万ウォンで買ってくれないか｣とうそぶいてやった.

35年ほど前､徳修里で トウイタルパンを紀っていたある人が､祭紀を続けるのを好まず
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にシルを潰したところ､間もなく彼の次男が急死したことがあった｡

自分自身､内心では､この家にもトッチェビがいるのではないか､と思ってもいるが､

言わない｡ トッチェビについて口にするのは一種のタブーだと考えている｡

(1922年生､男性)

[話例3]

トウイタルパンは､ソントッチェビとも呼んだ｡自分が30代の頃には､台所の隅にシル

を絶っていたが､そのシルを崩して､もう30年ぐらいになる｡家の守護神みたいなもので､

吉事も凶事もこの神のお陰だと言われていたが､今では信 じていない0｢徳修里の女性に ト

ッチェビが付いていく｣というのも､迷信にすぎない｡

トッチェビ･プル (怪火)の話は､父からも聞いたし､実際自分も山房山の周囲で見た

ことがある｡これは気が弱い人がよく見るもので､見ると病気になると言われた｡

(1926年生､女性)

[話例4]

家で配る神のことを､家内ではヨンガム､チルソンなどと呼んだ｡シルの上に藁を帽子

のように被せたものを神体としていた｡家に起こる吉事も凶事もこのチルソンのおかげだ

と言われた｡今でも､何軒かは紀っている家もあると思うが､見せて欲 しいと頼んでも､

容易には見せてくれないだろう｡20年程前､酒に酔って自家のシルに火を点けた人がいた

が､ひと月後に亡くなってしまった事があった｡

トッチェビ･プルは気の弱い人が見ると､魅入られてその後を付いて行ってしまう｡こ

の火は火薬の匂いを嫌 うと聞く｡

(1925年生､男性)

トッチェビ神にまつわる婚姻忌避に関して､『韓国の民俗大系』第5巻 87頁には以下の

ような記述がある｡

｢昔は､兎山鬼神 (蛇神)が娘から娘-と受け継がれるのだといって､結婚相手として

は嫌われたoところが､今では トチェビ鬼神をもっと恐れているO手厚く稚れば繁盛する

けれども､そうでないと滅亡したり､恐ろしいことが起こるO少しでも良いことがあれば､

トチェビ鬼神を紀ったからだといわれるけれども､結婚相手もトチェビを紀る家系は敬遠

される｡ トチェビ鬼神､クスル婆さんなど､それぞれの家によって大切に絶っている鬼神

がある｡これは､その家で行われる祭 りの時に見ればわかる｡また､部落内ではたがいに
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よく知っていることである｡

トチェビはプル ミ鬼神すなわちふいごの神で鍛冶屋神だという人もいるけれども､プル

ムを最初に使った人はカルメ婆さんとカルメ爺さんである｡そこで､自動車屋､精米所､

プルミカン (鍛冶屋)は同じく､カルメ婆さんとカルメ爺さんを紀っている (話者 :旧左

面細花里､男盛)｡｣

以上みてきたように､済州道における口承説話のうえでは､ トッチェビは ｢家の盛衰｣

を司る超自然的存在と観念されている一面がある｡済州道内において､こうした ｢家の盛

衰｣観念をどのような形で他の説話一般のなかから読み取れるのか､今後の課題として追

究してゆきたい｡

3.牛島の口承説話

北済州郡牛島面の口承説話を収載した文献として､管見の範囲では以下の三点が量的に

まとまったものであり､いずれも比較的近年の刊行のものである｡

まずは､1987年に刊行された 『演坪郷土誌』が挙げられる｡この本には ｢遺跡と伝説｣

の項目に<遺跡>2話､<地形､地名に関する伝説>14話､<村落の名称について>8話､

それに加えて<説話>が掲載されている｡この<説話>の項には ｢牛島と演坪という名称

の由来｣｢島の開拓者 ･金進士｣｢釜山の長｣｢地のお婆さん｣などがある｡

第二に､1990年刊行の 『済州島部落誌 (Ⅲ)』の ｢説話｣の項目立てをみると､｢牛島の

島名由来｣｢人物に関する伝説｣｢部落名に関する伝説｣｢地形 ･地名に関する伝説｣｢飲料

水に関する話｣となっている｡

第三に､1996年に刊行された大冊の 『牛島誌』においては ｢第8篇 :口頭伝承｣の項が

設けられており､この項は第-章 ｢口碑伝承｣､第二章 ｢地名由来｣から構成されている｡

この第-章はさらに細かく ｢伝説｣｢民謡｣｢俗談｣｢俗信談｣に分類されている｡

以上の三文献の項目立てをみると､牛島における口承説話の主要なものは ｢伝説｣､それ

も主として島内の地名由来に関するものであり､それに加えて､島の開発に功績を残した

先人の話､離島の生活における飲料水の確保に関する話､用水や溜め池の話が多い｡

以下､1999年度の牛島での現地調査で得た話例を紹介する｡

[話例 1]倭人墓

海岸を見下ろす丘上にある｡昔 (｢植民地時代｣以前)､海から日本人の遺体があがった

のを牛島の人たちが合葬した墓所だと伝えられている｡｢昔､牛島に攻め入って死んだ日本

-74-



人の死体を埋めた墓｣と説く人もあれば､｢日本の商船が難破 してその遺体を埋めた場所｣

とする人もあり､伝承の内容は一定しない｡

[話例2] トッチェビ

島内に トッチェビが出現する場所は多々ある｡｢トッチェどの丘｣という場所の近くを豚

肉を持って歩くと､ トッチェビが付いてくる｡大きな人の姿､または女性､子供の場合も

あり形状は不定｡ トッチェビにたぶらかされて夜間に山中をさまよい､死体となって発見

された人もある｡

曇 りや雨の日に見える原因不明の怪火もトッチェどの仕業である｡古木などで青い光を

放つ｡埋葬した人骨から出る燐光が正体とも言われる｡二人で歩いていても､気が弱い人

だけに見える､また病気の人にも見えるという｡風で多くの漂着死体が打ち上げられた海

岸では トッチェどの火がよく見られる｡

(1934年生､男性)

[話例 3]下牛目洞の孫さんの話

下牛目洞に住んでいた穀物商の孫さんが､米を仕入れに全羅南道の康津に出掛けた｡そ

の土地で知り合った女性の父親が孫さんを気に入って､牛島に､娘を一緒に連れて戻って

欲しい､そうしたら帆船に一杯の米をあげようと約束をしたO娘は一緒に行くことになっ

たが､乗船の際､まず孫さんが先に船に乗って､次に娘が乗ろうとしたら､船内に渡る足

掛かりの板を孫さんが取り外してしまった｡娘は悲 しみのあまり海に身を投げた｡やがて

孫さんの乗った船は無事に牛島まで帰着 したが､みると船と一緒に娘の遺体も着いて来て

いた｡孫さんは､驚いて密かに遺体を引き上げて埋め､法事も行なったが､後に家運も傾

いてしまい､子孫は今は牛島には残っていない｡

(1927年生､男性)

4.納邑里のヤン･サンウ氏の語り

2000年度の北済州郡涯月邑納邑里調査では､話者をヤン ･サンウ氏 (1922年生､男性)

一名に絞って口承説話の聞き取 り調査を行なったO氏は､同じく納邑出身の奥さんと二人

暮し､子供は7人いる｡｢学校には行っていない｣のだが､近所の人たちからも ｢記憶力が

いい｣と評判が高く､｢正式に教育を受けたら文章家になれる｣と言われている程である｡
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氏の話の語 り方にはいくつかの特徴がある｡話を語り出す前には､必ず煙草を-服して

問をもたせたり､物語のクライマックス部分でわざと話を停め､再度間をおき､煙草を一

服して聞き手の気をもたせるのである｡

氏の伝承する話の多くは､風水にまつわる話や､儒教思想を説く教訓的な話が多いが､

総 じてその語 り口調がきめ細かく､語 りの途中で休憩をはさんで､約 1時間程に渡る話も

あった｡

今回の調査では､のべ4日間で､約 20話の資料を得た｡以下に内容を例示 してみる｡

[話例 1]どちらの子供か

子供がいないことだけが悩みの､ある財産家があった｡その隣家には子供がたくさんい

た｡財産家は隣家の主人に､自分の妻に子種を分けてくれと頼み､妻にも言い含めて､一

夜､二人を一緒に過ごさせたO間もなく妻は妊娠､男の子が産まれたO夫は最初は喜んだ

が､本当の自分の子供ではないので､複雑な思いだった｡それでも､近隣もうらやむよう

な立派な息子に育てた｡それをみて隣家に住んでいる､息子の ｢本当の父親｣は欲が出て､

｢息子を自分のもとに返してくれ｣と申し出たため､財産家は､悩んで病気になってしま

った｡息子はこの時､母親から自身の出生の経緯について初めて知らされた｡隣家の主人

は､自分の頼みがなかなか聞き入れてもらえないので､官家に告訴に出た｡官家では事情

を聞くために息子を呼び出した｡約束の日､息子はわざと定刻に遅れてやって来た｡そし

て､遅刻の理由を問われた際に､以下のように答えた｡｢自分がここまで歩いて来る途中に

喧嘩があって､その様子を見ていて遅刻をしてしまいました｡ある人が作物の種を畑にた

くさん蒔いたのですが､そのうちのひと粒が隣の畑に落ちてしまい､生長した作物がどち

らの所有になるかで争っていたのです｡｣その話を聞いた官家長が ｢それは実際に育てた人

のものだろう｣と言うと､｢自分もその作物と一緒で､私を今まで育ててくれた現在の両親

の息子です｣と述べた｡

[話例2]米人は韓国人の外孫

昔､国が豊かだった頃､国内に盗賊がはびこったことがあった｡国王が､盗賊を捕まえ

た者には自分の娘を嫁にやる､と告知したが､なかなか捕まえられる者がいなかった｡と

ころがある日､一匹の犬が盗賊の首をくわえてやって来た｡狩猛な犬で､恐くて誰も側に

近付けず､餌を与えれば帰るかと思ったが､それもない｡仕方なく､王が娘に事情を話す

と ｢国のために､私はこの犬に嫁ぎます｣と答え､共に出ていった｡何年かの後､この娘

が ｢犬でも人間でもないような､妙な人間たち｣と一緒にやって来た｡そのころは米人と
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いう言葉がなくて､西人と呼んだ｡西人は犬の子孫なので髪が黄色で目も青色である｡

[話例3]実在した ｢名医｣の話

実在した名医の話｡昔ある女性が､退屈で茄子で遊んでいたら､女性器から取れなくな

ってしまい､困ってこの名医の所にやって来た｡医者は､この女性が家の玄関の前にやっ

て来た姿を見ただけで､なぜ来訪したのかがすぐに判り､家の中から ｢そこにある大きな

岩を抱えてこちら-運びなさい｣と命 じた｡女性が大きな岩を抱えるため足をふんばって

力んだ途端､茄子はぶじ外に落ちて出て来た｡

これらの話は､氏が幼少の頃に､祭紀の夜､深夜 12時を過ぎて眠くなった時に､当時

70才ぐらいだった祖父から眠気ざまLに聞いたものが多いという｡話上手だった祖父が語

ってくれた内容を､氏は記憶力がよいので ｢一度聞いただけで忘れない｣でいるのだとい

う｡ただ､今回の聞き取り調査までにこうした話を外部者に語る機会は ｢ほとんどなかっ

た｣とのこと｡氏の表現を借 りれば､幼少の頃に聞き覚えた話だが､｢今までイヤギ･ポッ

タリ (話し袋)を使ったことは一度もなかった｡自分が死んで､そのまま一緒に持ってい

けると思っていた｣ということになる｡

以下に､話が一段落する箇所や､物語のヤマ場で休憩する時に氏がよく用いる口癖を挙

げてみる｡

･｢(調査者が顔を見せると)もう来ないで｣

･｢話の辻複が合わないと､文章にならないよ｣

･｢(話の間をもたせて)全部話 してしまうと面白くないのになあ-･｣

･｢(同上)イヤギ ･ポッタリ (話し袋)は､全部開けてしまうと

面白くないのになあ-･｣

･｢(調査者が話の続きを早く･聞きたそうな様子を見せると)疲れるじゃないですか｡

さっさと話してしまったらおもしろくないよ｣

･｢(話を途中で停め､煙草を一服しながら)話の充電をするのは､結構時間がかか

るよ｣

･｢話は､長いのも短いのもあるのが､面白さ｣

･｢(独り言のように)[自分は]教育不足なんだけど､話はよく話せるよなあ｣

･｢(話の登場人物が寝るとき)-○○が寝た｡私もちょっと休もう (と言って煙草を

-服する)｣
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･｢ちょっと休んでから話した方が､もっと面白いよ｣

･｢私の話す内容って､もっともでしょう?｣

5.おわりに

今回の調査報告では､3年度にわたる聞き取 り調査内容の概略のみを記 した｡これらの

資料をもとに済,州道口承説話の現状についての追究を今後の課題としたい｡また､納邑里

のヤン ･サンウ氏の語 りからは､口承説話を伝承する際の場の問題についても､さらに調

査を継続 したいと考える次第である｡
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