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木の美しい木目(きめ)は樹齢を重ねるごとに刻まれる年輪によって作り出され

ます。同じように風や水にもきめがあります。そして人にもそれぞれのきめがあ

り、それぞれが異なる人生を築いていきます。そして一筋の道を長く歩み続けて

きた人にはその道の香りが染み付いています。長い間コーヒーを作ってきた人

からはコーヒーの香りが、詩を書いてきた人からは詩の香りが、土を触ってき

た人からは土の香りがします。長い年月にわたって歩いているうちに道と人が

一つになってしまったからです。一人の人間が人生をどう生きてきたのか、どん

な年輪が刻まれてきたのかで道は変わります。つまり人生の道はその人の年輪 

によって作り出されたきめなのです。そのきめが作り出される人生の途中には、

時に傷を負いそこから新しい肉芽ができ、試行錯誤を重ねて成長するうちに奥

ゆかしく熟成・発酵されたワインのように自分だけの独特で美しい香りがするよ

うになります。だからきめの美しい人からは芳しい香りがします。そしてその香

りはきっと誰かには暖かい慰めになり、誰かにはもう一度立ち上がる勇気にな

り、また誰かには幸せを探しに行く希望の星となることでしょう。

きめの美しい人からは芳しい香りがする
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名士達の歩んできた道を辿って行くと共通点が見えてきます。他の人が行かないような道を進み、歩

み続けるうちに道ができました。自分自身の足跡だけで作ってきた道です。皆が新しい道を切り開い

たパイオニアでした。世間の既成概念にとらわれず、自らの限界を作らず、ただ目標だけを目指してき

ました。人生には無数の疑問符がありますが、自分だけの答えを見つけ出した人は些細なことからも

幸せを発見することができます。だからこそ彼らの人生は美しく輝いています。

Nature

道を作りながら
幸せを見つけ出す
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感動と変化の
瞬間に出会う
出会いは時にたくさんの変化をもたらします。良い師匠との出会いは正しい道に導いてくれたり、良い

友人との出会いは素晴らしい経験を積ませてくれます。生きている文化コンテンツである名士との出

会いにより、率直な人生行路から伝わってくる余韻が心に響きわたり、時には行き詰っていた思考に一

閃の光が差し込んだりもします。地域名士の香りを探しに行く道、我々の中でまるで種がパッという音

を立てながら硬い皮を破るように小さな芽を出し始めるでしょう。

Communication
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Experience

地域名士との出会いは秀麗な自然や楽しい観光施設を訪れるような旅ではありません。名士ならではの

特別な経験と人生のノウハウを知ることは、新しい経験価値に触れることができる、世界でたった一つだ

けの文化的資産です。料理名士の腕前を学んだり、酒名士のノウハウで酒を造ったり、一緒に道を歩きな

がら歴史と文化を振り返る特別な経験をすることができます。地域名士と共感・コミュニケーションする

ことにより、彼らが歩んできた時間と人生の意味まで一緒に経験できる価値ある旅になるでしょう。

新たな価値を
経験する
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Sound

1500年の時を
越えて自然の音を

探し求める金東煥の
伽耶琴の音の旅路

慶
キョンサンブクド

尚北道高霊は大伽耶の楽聖と称される于
ウ ル ク

勒が伽
カ ヤ グ ム

耶琴を作り出した町です。ここで1500年前から于勒の伝統を守
り続けている于勒国楽器研究院の楽器匠・金東煥さんは、雨と風と日差しにさらされ熟成した桐で自然の音を含ん
だ伽耶琴を作っています。作るのではなく探し出していくものという金東煥さんの伽耶琴の音探しの旅路について
見てみます。

于勒の魂と命脈を引き継ぐ伽耶琴作り

「タン～タンタン～タタンタン」

ほのかな木の香り漂う空間に清らかできれいな音色が深い余韻を残して響き

渡ります。慶尚北道高霊郡の琴
クムゴク

谷にある于勒国楽器研究院で伝統の伽耶琴を

製作しながら1500年の時を越えて于勒の命脈を引き継いでいる人は、高霊

郡の工芸名匠に指定された楽器匠・金東煥さんです。 

幼い頃から伽耶琴作りを近くで見ていた彼は、清らかな伽耶琴の音色に惹か

れて1988年に高
コ フ ン ゴ ン

興坤(重要無形文化財第42号)楽器匠の門下に入りました。

鉋刃の研ぎ、絹糸撚り、木挽き、中削りなど道具を整える作業から始めて次の

段階へとどんどん進みました。鋭い鋸やのみで怪我をすることも数えきれな

いほどありましたが、努力と才能によって花を咲かせ、韓国伝承工芸大展の

入選をはじめ、師匠を手伝って25弦・18弦の伽耶琴も開発しました。 

そんな中、2006年に高霊郡の招待を受けて伽耶琴の大衆化と伝統楽器の

命脈を引き継ぐために、于勒博物館の隣に伽耶琴の工房である于勒国楽器研究院を開院しました。 

「はじめて高霊に来た頃は自信もありましたが、最初から最後まで一人でやるのは大変なことでし

た。特にちゃんとした音を探し出すまで6年もかかりました。」

一人立ちしてから、数えきれないほどの挫折を繰り返してはじめて、少しずつ気に入る音を探し出し

たという彼。そうして縁もゆかりもない高霊で伽耶琴作りに心血を注いできました。

千回もの手入れをして探し出す自然の音

「良い音を得るためには良い響胴が不可欠です。材料となる桐を乾燥させるだけで5年かかります

が、これは熟成する過程です。乾燥した木の中でも極一部の木だけポンと叩けば「ドーン」と響きの

良い音がしますが、こういう桐材が良い伽耶琴になります。」

優れた楽器を作るために金東煥さんは、桐の仕入れから乾燥、製作に至る全過程を伝統的なやり

方で行っています。実際に于勒国楽器研究院の裏側には、桐の板が雨と雪、露と霜にさらされ自然

乾燥されています。また弦を作る時に使われる絹糸も弦の太さに合わせて1本１本手で撚って作りま

す。このように一つの伽耶琴が出来上がるまで200以上の工程と千以上の手入れが必要で、伽耶琴

一台を完成するまでになんと7年以上の月日が費やされるのです。

「伽耶琴の音は自然から出る音なので、それを探し出しているんです。そのためには伽耶琴作りに欲を

出してはなりません。私心にとらわれず、専ら音に自分を合わせて着実に行わなければなりません。」

「誰が聞いても良い音」を探し出すために、今日も止まることなく進んでいく彼。良い音を探し求め

る彼の行路は、終わりのない求道の歩みでもあるようです。

人生のパートナ

高
コリョン

霊地域名士　

金
キムドンファン

東煥

慶尚北道高霊郡
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Q  伽耶琴の製作過程を伝統方式で行っていますが、その過程とは？

まず樹齢25～30年以上の桐を響胴の大きさに合わせて切断し、鉋削りしてから日差しなどで乾燥させる基礎過程を経ます。雨と雪、風と

日差しにそのままさらされ、収縮と膨張を繰り返して熟成する間、自然の音を含むようになります。最近は2～3年ほど乾燥させて作る場

合も多くありますが、それはいくら立派に作っても良い音が維持されにくいのです。それだけ乾燥が大事です。このように熟成した木を手斧

と鑿、鉋、彫刻刀などを活用して響胴を作り、丁寧に甲に焼きごてを当てて木材本来の木目を浮き出させます。その後、12弦の太さに合わ

せて琴柱の真ん中に鋸で溝を掘ってからバラの木で関板を、竜頭は牛骨とバラの木で飾ってから、ヤマナシで作った柏葉を付けて松の実や

ツバキ油で仕上げます。その次に、絹糸で弦を作ることも複雑な工程です。僕は韓国産の絹糸を1本1本手で撚り、松やにを染み込ませて糸

の張力が高まるように松棒に巻いて30分ほど蒸して弦を作ります。このように作業した絹糸で12本の太さをそれぞれ合わせて響胴に弦

を張って琴柱を差し込めば伽耶琴の出来上がりです。外観が仕上がれば、最後に音をチェックします。伽耶琴は約200の手作業のうち一

つでも間違ってしまえば音が変わってしまうので、どの工程一つをとっても疎かにすることはできません。

Q   良い伽耶琴の音を探し出す方法をお聞かせください。

良い伽耶琴の基本は音で、その次は寿命です。伽耶琴は自然の音に一番近いです。それが伽耶琴の魅力で、良い伽耶琴の音の目指すところ

です。ですから良い伽耶琴を作るためには基本を守らなければなりません。響胴になる木材をよく乾燥させるだけでもある程度音はよくな

ります。このようによく乾燥した桐が音に生まれ変わり、この音をよく治めてこそ「楽」が完成します。音は職人の手から作られますが、楽

は演奏者の手によって治められます。僕は自分が作る伽耶琴は一生使えると信じていますが、そうするためには演奏者が力を注がなければ

なりません。ですから僕は演奏者が仕上げる音の余地を残しておきます。出発点をいかに作るかによって伽耶琴の寿命も音色も変わりま

す。最初から細い音にしておけばそこから音の質が下がりますが、演奏者の役割を残しておけばそこからが始点になります。もちろん伽耶

琴が出来上がった時も良い音はしますが、それに留まらず潜在している音を探し出すのは演奏者の役目です。演奏者が2年、3年とかけて

熱心に伽耶琴を奏でれば、より深く豊かな響きとなり、それが演奏者の音となるのです。演奏者の性質と性格はそのまま楽器に表れますか

ら、同じ楽器を他の人が奏でれば音が変わるのです。最初から良い音ではなく、パートナーとして一緒に探し出すものだと言えます。

Q  伽耶琴が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

慶尚北道高霊は1500年前にあった大伽耶の500年の都であり、伽耶琴の発祥地です。ですから伽耶琴を作った于勒を賛える博物館をは

じめ、伽耶琴道など伽耶琴に関連した地域コンテンツが多く定着しているほど、伽耶琴は高霊を代表する文化コンテンツとして価値が高い

のです。伽耶琴を基盤として伽耶琴の故郷、国楽都市に生まれ変わるための様々なプロジェクトも行われてきました。また于勒国楽器研究

院では、毎年「伽耶琴の演奏・製作体験プログラム」を実施してから12年になりますが、特別な広報をしなかったにもかからわず全国各地

から1年に60組ずつ家族が訪れ、体験に参加しています。プログラムがうまくいくのかどうか最初は疑問でしたが、遠くからそれだけ訪ね

て来るほど、伽耶琴が文化観光コンテンツとして意義深いことが分かります。伽耶琴一つだけでも魅力的な文化観光コンテンツとして位置

付けられていると思い、于勒国楽器研究院を通して伽耶琴がもっと大衆化すればと思っています。

「良い伽耶琴の基本は音で、その次は寿命です。伽耶琴は自然の音に一番近いで
す。それが伽耶琴の魅力で、良い伽耶琴の音の目指すところです。ですから良い
伽耶琴を作るためには基本を守らなければなりません。」

TIP ⦁ 楽聖于勒
大伽耶の省熱県出身で伽耶琴の創始者・于勒は、伽耶琴曲を韓国の代表音楽に定着させた音楽家。朴堧(1378～1458、朝鮮時代の音楽家)、
王山岳(生没年不詳、高句麗の音楽家)と共に3大楽聖と評価されています。嘉悉王(伽揶末期の王)の命を受けて于勒博物館のある琴谷で伽耶
琴を作って作曲・演奏しましたが、現在は伽耶琴12曲(伽耶12部族連盟体を象徴)の名前が伝わるだけで楽譜はありません。大伽耶が滅亡する
前に新羅に亡命して新羅の音楽文化発展にも多大なる貢献をしました。

于勒博物館の観覧
于勒博物館は楽聖「于勒」に関連する資料を発掘・収集・保存・展示して、于勒と伽耶琴の世界を分
かりやすく説明した「于勒と伽耶琴」のテーマ博物館です。韓国の固有楽器である伽耶琴とその創
始者・于勒について勉強できる、生きた教育の場であり、伽耶琴の製作過程と職人達を紹介して伝
統伽耶琴について深く理解する機会になるでしょう。

 慶尚北道高霊郡大伽耶邑伽耶琴ギル98   054-950-7136
 daegaya.net   09:00～18:00(月曜休館)   2,000ウォン(大伽耶博物館も観覧可能)

于勒国楽器研究院
金東煥楽器匠が伽耶琴を製作して広報する工房。伽耶琴の故郷、琴谷(チョンジョンコル)で国楽器
を研究・製作・普及するために設立されました。韓国固有の文化を広く伝えると同時に、伝統文化
を体験する機会を提供しており、体験場・製作場・乾燥場などが揃っています。 

高霊伽耶琴の家族体験プログラム
毎年5月から10月の間、高霊伽耶琴の家族体験プログラムが行われます。家族連れで60組が参加し、
直接伽耶琴の製作と演奏を体験します。3週間の日程で行われ、プログラムの参加費は30万ウォン。

 伽耶琴製作および演奏体験のお問い合わせ 054-950-6314

PROGRAMS

 于勒国楽器研究院

 慶尚北道高霊郡大伽耶邑伽耶琴ギル98   054-955-4228
  www.wooreuk.kr   10:00～18:00

名士おすすめの名所

大伽耶博物館
大伽耶の王陵が集まっている池

チ サ ン ド ン

山洞古墳の麓にある大伽耶博物館
は、旧石器時代から近代に至る歴史文化、大伽耶の輝かしい遺物
が展示されています。大伽耶博物館は「大伽耶王陵展示館」と
「大伽耶歴史館」で構成されています。大伽耶歴史館では大伽耶
と高霊地域の歴史や文化に対する説明と遺物を見ることができま
す。

  慶尚北道高霊郡大伽耶邑大伽耶路1203
 09:00～18:00(月曜休館)
 054-950-7103
 www.daegaya.net
 2,000ウォン(于勒博物館も観覧可能)

大伽耶生活村
大伽耶生活村は、歴史考証と現代的想像を基に、大伽耶の歴史
と文化の過去・現在・未来の姿を再現した場所です。1500年
前の大伽耶時代へと案内する「イントロ映像館」、大伽耶の生
活風景を再現した「インジュル村」をはじめ、VR勇士体験が楽
しめる「メナリッコル」、瓦ぶき村と藁ぶき村からなる宿泊施設
「旱

ハンギチョン

岐村」など、学習体験と観光・宿泊まで楽しめます。

  慶尚北道高霊郡大伽耶邑古衙里517-23
 09:00～18:00(月曜定休)
 054-950-7180
 www.daegayavillage.com
 5,000ウォン
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Heritage

発酵と保存が基本となる韓国の食文化において伝統甕器の役割は非常に大切です。時代の変化に流されて徐々に消
え行く伝統甕器の命脈を受け継ぐこと40年、ひたすら甕器一筋の人生を歩んできた甕器匠・許鎮奎さん。この時代
に甕器が進むべき方向を伝統甕器から見出し、彼ならではの甕器を守り抜いてきた、素朴だが美しい許鎮奎さんの
甕器スタイルに触れてみました。

伝統の命脈を受け継いできた40年の甕器人生

ろくろの前に座ってひも状に長く伸ばした粘土の塊を肩に背負い、甕器の壁を丸

く積み上げていく甕器匠の額から汗の雫が流れます。水分をなくすために火花を

放つ過程を何度も繰り返す彼は、「蔚山広域市無形文化財第4号」甕器匠の許鎮

奎さん。

「甕器といえば大きな甕のようなものだと思いがちですが、元々韓国の伝統甕

器は小皿や小さい器のような食器から生活の小物や農作業に用いる容器、文房

四宝に至るまですべてに使われていた生活陶器です。」

本来甕器は多彩に用いられ、庶民の生活容器として愛用されてきたという彼は

伝統の命脈を受け継いで韓国の甕器を伝えるために40年の人生をひたすら甕

器に注いできました。

蔚山の外
ウ ェ ゴ サ ン

高山甕器村で生まれ育った彼は父親、故・許
ホソンギョン

成璟さんの後を継いで中

学2年の15歳の時、学校をやめて甕器を学び始めました。

「大甕を作る甕器職人が偉大に見えました。それで学校までやめるというと父

は甕器の道はきつく、生活もできないと止められましたが、甕器をすべて学び終

えてからまた学校に通うと意地を張って甕器を始めることになりました。」

父はもちろんのこと、村中の陶工達が彼の師匠でした。職人達の多彩な技術は

もとより、陶磁器の機能まで学びました。そして40歳の時、中学校から再び通い

始めて大学まですべて終えました。

伝統の甕器から現代的な感覚を醸し出す

許鎮奎さんは時代の流れの中で新しい甕器の道を絶えず摸索していました。

「10数年間、新しいデザイン、新しい何かを探し求めてきました。そんな中、6年前ふとこれまでの

作業を振り返ってみて、なんと最も身近なところで新しいものを発見したんです。例えば壷を半分に

切ると金魚鉢にもなり、壷の模様を活かせば現代的なデザインにもなりうるのです。」

その時から作業のスタイルが変わりました。これまでは甕器を作る際、道具の跡をすべて消してきま

したが、それを活かして模様を作りました。さらに小さい生活小物を作ったり、2mを越える大きな

甕器を作って装飾品として提案したりもしました。こうして伝統甕器を新しい感覚で生まれ変わら

せ、作品性と実用性を兼ね備えた新しい甕器を提案し始めました。また米国や欧州など約300ヶ所

でワークショップを実演し、韓国の伝統甕器を伝えました。その努力と技術が認められて蔚山広域

市無形文化財第4号に指定され、東釜山大学の兼任教授として後進の育成にも努めています。

「伝統を守ることも大切ですが、伝統甕器を現代に合わせる取り組みも必要なんです。現代性を取

り入れてこそ伝統甕器をさらに広く普及させ、甕器伝統を守って行くことができるのです。」

伝統の価値は古いものの基盤の上に未来の目指すべきところを見出していくものではないでしょう

か。今なお伝統土窯に薪を燃やして陶器を焼く彼は、その目指すべきところをはっきりと見据えて進ん

でいます。

慣れ親しんだものから
新しものを見つけ出せ！

伝統から現代的感覚を
見出す許鎮奎の

甕器スタイル

蔚
ウルサン

山地域名士　

許
ホ ジ ン ギ ュ

鎮奎

蔚山広域市

オ ン ギ
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Q  伝統甕器の作り方についてお聞かせください。

伝統甕器は地域ごとに製造技法が多少異なりますが、私は慶
キョンサンド

尚道方式で甕器を作ります。

まず土踏みから始まり、ひも作り(土の塊をひも状に長く伸ばす作業)、手びねり(粘土の塊で甕

器の壁を丸く積み上げる作業)、型起こし(甕器の表面をたたきながら形を作っていく作業)、口

造り(壷の縁の部分を作る作業)、釉薬かけ、絵付け(釉薬を塗った甕器に絵を描く作業)、乾燥

(風通しのよい日陰で乾かす作業)、窯詰め(窯に乾燥した壷を詰める作業)、焼成(窯に火を入れて

1225度の高温で、長時間焼き上げる作業)の流れを踏みます。普通、甕器一つを完成させるま

でには1000回以上も手入れをしなければなりませんが、こうした流れを経て完成するまでに

大甕の場合は大体1ヶ月かかります。

Q   外高山甕器村が甕器の故郷として位置づけられた背景とは？ 

外高山甕器村は韓国最大の甕器村ですが、その歴史はさほど長くありません。1958年に慶尚

北道盈徳で陶器を焼いていた故ホ・トンマンさんが外高山一帯に窯を作って移住したのが村の

始まりでした。この村には土窯作りに格好の土があり、すぐそばの大雲山には薪が豊富で、町に

ある南倉駅から釜山という大きい市場にアクセスできるメリットがありました。その後、ここで

本格的に甕器が製造され、1960年代から1970年代まで全国各地から約350人の甕器職人や

陶工が集まってきました。1970年代には甕器を作る家が150軒を越えるほど外高山甕器村の

全盛期となり、村で作られた甕器が韓国だけでなく海外にまで輸出されました。その後プラス

チック製容器が普及し始めて村は危機を迎え、最近ではその数が大幅に減ってはいるものの、

まだ甕器匠達が黙々と伝統甕器の命脈を保っています。ロハスブームに乗って甕器が再び注目

され始め、甕器保存村に指定されて、現在は甕器体験村となりました。今では、韓国全国におけ

る甕器の5割ほどが外高山甕器村で作られると言われています。

Q  甕器が持つ文化観光コンテンツとしての意義とは？

外高山甕器村は陶器をテーマとする伝統甕器村で、韓国はもとより外国人観光客や体験客も大

勢訪れます。工業都市の蔚山市も外高山甕器村のおかげで文化都市としてのイメージを持つよ

うになったと思います。また2000年から毎年「蔚山甕器祭り｣が村で開かれていますが、韓国

人だけでなく外国人からも関心が高く、2010年には甕器文化エキスポまで開催されました。

村では伝統窯を公開する再現イベントも盛んに開かれ、村には甕器博物館や民俗博物館、アカ

デミー館などもあり、甕器をテーマに無数の観光資源を創り出せることを裏付けています。陶

器は全世界で使われていますので、それだけ大衆的で馴染み深い文化と言えます。伝統甕器が

文化観光コンテンツとして大きな役割を担っていると誇りに思う理由です。

PROGRAMS

甕器ゴル陶芸工房の観覧
許鎮奎さんが直接作った作品を鑑賞し、記念品も購入できる展示販売場です。伝統甕器から現代
的デザインを加えて新たに試みた作品も鑑賞することができます。

甕器の即席焼き
許鎮奎さんが作った素焼きのカップに参加者達が直接文字を書いて釉薬を塗り完成させます。普
通なら2週間かかる体験ですが、その場で焼いて4時間後には完成品を持ち帰ることができるのが
最大の魅力。 

 1人15,000ウォン。

甕器に焼塩を入れる体験
許鎮奎さんが焼いた小さな甕器に焼塩を参加者が直接入れて持ち帰ることができます。事前に土
窯の松の薪に火をつけて800℃で焼いた天日塩を甕器に入れる体験。

 1人15,000ウォン   所要時間1時間

クジラ模様の甕器皿作り
自分で作った甕器を焼いて持ち帰りたいなら、クジラ模様の甕器皿作り体験がおすすめです。事
前に職人が焼いておいたクジラ模様の器に参加者が好きな文字を書いたら、それを焼いて2週間後
に送ってくれます。食器として使えるので人気。

 1人15,000ウォン。

 甕器ゴル陶芸

  蔚山広域市蔚州郡温陽邑外高山ギル18   052-238-8533

名士おすすめの名所

蔚山甕器博物館
蔚山甕器博物館は甕器職人達の痕跡や甕器の歴史、文化がひと目
で分かる場所です。甕器窯の形をした建物の外観と内部が特に目
を引く同博物館は、甕器の製作過程、地域と用途によって異なる
甕器の模様、文様、材料などを比較しながら楽しめます。1階で
はギネス世界記録にも登録された世界最大の甕器を見ることもで
き、甕器の購入や陶芸体験もできます。

 蔚山広域市蔚州郡温陽邑外高山3ギル36
 09:00～18:00(月曜休館)
 052-237-7894
 onggi.ulju.ulsan.kr

艮
カンジョルゴッ

絕岬
韓国で日の出が最も早いことで有名な艮絕岬。ここの観光の目玉
である艮絕岬灯台と巨大な希望郵便ポストは、旅行客が大切な瞬
間を刻む象徴物。艮絕岬一帯が公園になっているので、ゆっくり
と母子像などの彫刻を鑑賞する楽しさもあり、新千年記念碑まで
足を伸ばして日の出の旅をより充実させます。

  蔚山広域市蔚州郡西生面大松里
 052-204-1000
 ganjeolgot.ulju.ulsan.kr/gan2014
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伝統の塗りの技法である漆塗りは、その作業工程の難しさと漆への認識などにより、あまり大衆的なものと思われ
ていません。しかし、主に祭器に用いられてきた漆塗りを日常で使う食器の製作に導入し、新しいカラーや様々な
技法を開発して漆工芸の花を咲かせている人がいます。南原木器の華やかな復活の礎を築いた漆匠・朴康龍さんの
「漆塗り人生」を辿ってみます。

Heritage 時間を遡る奇跡、漆の神秘

木版で作られた八万大蔵経(高麗時代の仏教の経典)が約700年もの間どうして

腐ることもなく保存されていたのでしょうか。

「それは漆塗りを施していたからです。天然塗料の漆は抗菌・防水・防虫・防炎・

絶縁性までも持ち合わせているので、木製食器などに漆塗りを施すことで表面

に頑丈な膜が形成され、長い年月が経っても変質しません。」

漆塗りの命脈を保ち続けている南原市漆工芸館の館長・朴康龍さんは、全羅北

道無形文化財第13号漆匠(精製)保持者です。彼が漆塗りの世界に足を踏み入れ

たのはわずか14歳の時。貧しい家庭で育ったため、学業をあきらめて李
イ ウ ィ シ ク

義植先

生(全羅北道無形文化財第13号漆匠)の門下に入りました。

いつも漆によるかぶれが絶えないながらも黙々と耐え忍んだあげく、漆塗り職人

になって15年で南原に工場を構えました。しかし、コストが高い漆塗りの代わり

に安い化学塗料を塗る仕事しかできませんでした。徹夜で1年に3,000点ずつ

祭器を製作しましたが、そこに疑念を抱くようになって漆塗りを日常で使う食器

に取り入れはじめました。しかし、熱いお湯を入れると内側に白濁現象が起きてしまい、次から次

へと返品が続きました。60度以上の高熱に耐えられない木製漆器の致命的な弱点から漆塗りの

生活木器の行方も不透明なものになってしまいました。

伝統と現代が調和する、漆塗りによる限りなき挑戦

ちょうどその頃、朴康龍さんは鄭
チョンスファ

秀華先生(重要無形文化財第113号漆匠)に出会い、精製技術を

習うことで漆塗り人生のターニングポイントを迎えました。精製とは木から採取して不純物をろ

過した生漆熱処理プロセスを追加し、200度以上の高温に耐えられる高純度の漆を作り出すこ

とです。同技術を採用することで安定した品質の漆の食器を作ることができ、これが南原「生活

木器」の胎動となりました。

それから彼は漆塗りを用いた様々な挑戦を続けました。30点の鉢盂(僧侶が用いる食器)から飯

床器(格式あるお膳立ての時に使われる伝統食器)、小盤(一人用のお膳)をはじめ生活用品や螺鈿

漆器の作品、膠漆技法(土と漆を混ぜ合わせて質感を与える立体的表現技法)と絵画用顔料も作り

ました。その結果、韓国漆工芸大展など数々の大会での受賞はもちろん、2008年には全羅北道

無形文化財第13号漆匠(精製)に選ばれ、海外での展示会も立て続けに開催されました。

「漆塗りの過去が先祖を踏襲することなら、漆塗りの現在は今日を生きる私達のデザインが必要

とされます。これからも新しい挑戦を続け、後学の養成にも力を入れて韓国を輝かせることがで

きるように頑張ります。」

再び漆塗りの作業に戻った職人の爪の下は真っ黒です。その自慢の手を見せながら「菌が一つも

ない最高の手」だと言う彼の笑みは真っ白に輝きます。塵一つない真っ黒の手、その反転の力こそ

彼の人生を代弁する、重みのある響きとして聞こえてくるようです。

千年の神秘を
受け継いでいく

朴康龍の
漆塗り人生

南
ナムウォン

原地域名士　

朴
パ ク ガ ン ヨ ン

康龍

自分がやっていることが
最高だから楽しめ！

全羅北道南原市

1918



Q  漆工芸の工程は非常に複雑に見えますが、どんなプロセスですか？

漆塗りで美しい木器を作るためには忍耐が必要です。まず漆塗りは生漆、精製漆、色漆な

どに区分し、生漆の水分を蒸発させるくろめ、添加剤を入れて透漆、色塗など、用途に合

わせて精製します。そして木製漆器を作るためには、まず漆を塗る前の素材である「白木

地」(韓国では「白骨」という)が必要です。例えば、鉢を作るなら木目がそのまま見える

器を用意します。この白木地をきれいにペーパーで研いで麻布を貼った後、生漆を施し、

その次に地の粉や炭粉などを混ぜて2～3回程度塗ります。これは布目を埋める作業で

す。その後、漆器面を磨きます。砥石で漆器面を平らに、そして柔らかくする作業です。ま

た塗って磨いてまた塗りなおす作業を繰り返します。傷のある部分はペーパーをかけて

塗りなおし、またペーパーをかけて塗りなおします。そうやって「木心漆器」は19回、「螺

鈿漆器」は45回の工程を経てこそ一つの作品が生まれます。無数の工程を経るため、一つ

の作品を仕上げるのに少なくとも6ヶ月程度かかります。

Q   南原で漆工芸の花を咲かせた背景とその歴史についてお聞かせください。

南原は青銅器時代から漆塗りの痕跡が発見されるほど、漆塗りの木工芸が発達した地域

です。漆塗りで作った南原の祭器は1300年の歴史を持っています。本来、南原の木器は新羅時代の古刹「実相寺」で僧侶が

用いる食器である鉢盂を作る技術が受け継がれてきたことで発達しました。南原の漆塗りの命脈が永らく保たれてきた理由

もそこにあります。しかし、時代の変化とともに木器の代替品が現れてから漆の食器は衰退の一途をたどり、漆の祭器のみが

命脈を保つようになりました。その祭器さえも値段が高く、取り扱いが難しかったため、コストの安い合成樹脂製品が使われ

ていますが、質感が乏しく、耐久性や耐薬品性などが漆器より劣ります。だから伝統文化の漆塗りを保存しなければなりませ

ん。南原でも生活食器に漆塗りが採用され始めたのはわずか17年前、私の試みからでした。その後から南原で再び漆の食器

が製作されはじめ、漆塗りの故郷という名声を取り戻すことができました。特に、南原には元々伝統的に強い「木器ネットワー

ク」があったので、より早く漆工芸を発展させることができました。現在、南原市には全国で最も多い漆匠と木器匠がいて、こ

れからも更なる発展を遂げて世界的な漆工芸の都市になれると信じています。

Q  漆工芸が文化観光コンテンツとして持つ可能性とは？

近年、漆塗りは精製技術の開発とアレルギーの発症リスクの低減、様々な飲み物や化粧品などの開発によって、その効能が科

学的に立証され、生活用品と漆を使った建築資材にその生産が拡大されています。さらに薬用、食用、生活用品だけでなく最

先端の科学技術分野にまで産業範囲が広がっています。漆工芸に対する認識が大衆的になりつつあるという証でもあります。

我々の工芸館を訪れる韓国人観光客のみならず、外国人観光客も私の漆工芸作品を見て「ワンダフル！」と言ってくれます。漆

の文化がある中国や日本だけでなく、フランス、ポーランドなどの西欧からも漆の食器注文が入るほど漆工芸に対する世界的

な関心が高いと思われます。これは観光商品として特別な価値を持っている裏付けでもありますので、南原は漆工芸を代表す

る地域として観光客を引き寄せることができると思います。

「我々の工芸館を訪れる韓国人観光客のみならず、外国人観光客
も私の漆工芸作品を見てワンダフル！と言ってくれます。」 南原市漆工芸館の観覧

南原市漆工芸館は、南原の漆工芸の真髄がひと目で分かる漆塗りの専門空間であると同時に、漆工芸
を一般人に広く知らせる展示空間。1階の展示館では「南原市全国漆工芸大展」の受賞作と優れた
技術で完成された様々な漆の木工芸品をはじめ鉢盂、食器、茶器、飯床器セット、祭器など華やか
で上品な木器の魅力を感じることができます。2階には漆作業場、精製室、乾燥室、デザイン室な
どがあります。漆塗りの生活用品の展示・販売とともに体験プログラムを行っており、充実した体
験ができます。

漆塗り体験プログラム
漆工芸館には漆塗り体験および教育のためのスペースがあり、一般訪問客も参加できる漆塗り(１度
塗り)体験プログラムも用意されています。漆塗りをして自分が作った漆器を持ち帰ることができ
ます。ただし、誰でも参加できますが、漆かぶれに対する同意が必要です。参加費は5万ウォン程
度。

PROGRAMS

 南原市漆工芸館

  全羅北道南原市蓼川路1234-5   063-631-5725   09:00～18:00(月曜休館)

名士おすすめの名所

広
クァンハンル

寒楼
南原には古典小説『春香伝』の背景になった広寒楼があります。
韓国の4大楼閣に選ばれるほど、歴史と伝統を保ってきた広寒楼は
1419年に建てられ、1597年に起きた丁酉再乱(慶長の乱)の時に
火事で燃えてしまいましたが、1626年に復元して国宝第281号
に指定されています。広寒楼苑は韓国の独特な造園様式の母体と
されており、伝統芸術の継承・発展における重要な文化財的価値
を持っていると評価されています。夜景も絶景。

  全羅北道南原市蓼天路1447
  4月～10月08:00～21:00(19:00～21:00は無料)/11月～3月
8:00～20:00(18:00～20:00は無料)、土曜日は無料入場なし
 063-625-4861   入場料3,000ウォン

魂
ホ ン プ ル

の火文学館
韓屋(韓国の伝統家屋)で建てられた魂の火文学館は、崔

チェミョンヒ

明姫の大河
小説『魂の火』の背景となった地域に位置しています。内部には
婚礼式、チョンアム夫人の葬式、チュンボギの月見のシーンなど
小説の場面がジオラマで展示されています。また崔明姫作家の執
筆室が再現されており、インウォルテクの機織りも展示されてい
ます。魂の火文学館がある露峰村とその周辺には、宗家やタルマ
ジ(月見)公園、書道駅など小説に登場する場所もあります。

  全羅北道南原市巳梅面露峯アンギル52
 09:00～18:00(11月～2月09:00～17:00)　*月曜休館
 063-620-6788/5744
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全
チョンラブクト

羅北道高敞で千年陶磁器の伝統を引き継いでいる東谷窯3代目窯長の柳春逢職人。高敞古
コ ス

水磁器の伝統を後代に
伝える伝授者の役割を自ら進んで担っている彼は、奥深い青磁色と多彩な伝統文様が引き立って見える、彼ならで
はの作品世界で人々とコミュニケーションしています。多様性を求める時代の変化を反映しつつも伝統を守ってい
く、その中心に東谷窯があります。

Soul 高敞陶磁器の伝統を引き継ぐ東谷窯

支石墓と禅雲寺で有名な全羅北道高敞には、もう一つ自慢があります。それは陶

磁器です。高敞は初期の青磁の窯跡が発見されるほど、陶磁器の伝統が千年に

渡って受け継がれている場所です。その陶磁器の街、高敞で東谷窯の3代目窯長・

柳春逢さんは、古水磁器の伝統を引き継いでいます。「高敞郡古水面一円は、高

麗青磁をはじめ、朝鮮から近代に至るまで陶磁器を作ってきた代表的な陶磁器

の街です。東谷窯は、その古水磁器の伝統を引き継いでいます。」彼は、韓国青

磁釉薬の最後の伝承者である崔
チェナムソン

南星先生から高麗青磁の翡色を教えてもらった

柳
ユ ギ ル サ ン

吉相先生に続き、父親の柳
ユ ハ サ ン

夏相先生から家業を継ぎました。東谷窯初代窯長

の柳吉相先生は、彼の伯父で、2代目は彼の父親である柳夏相先生です。「東谷

窯」とは、父親の号である東谷と窯を組み合わせた言葉で、窯長とは窯元の主人

のことを言います。父親の柳夏相さんは息子の柳春逢さんに家業を継がせない

つもりで、中学の頃ソウルへ留学させました。しかし、彼は運命に逆らえないサケ

のように高校の夏休みの時から戻って陶磁器の勉強を始めました。父親の教え

は厳しいものでしたが、作業場が遊び場だった彼にとって、学んで身につけるの

はごく自然の流れでした。ただし、自分ならではのスタイルを築いていくことが

大事でした。毎日風炉に火をつけて釉薬を塗って乾燥させる作業を繰り返し、雲

鶴文梅瓶、牡丹唐草、四君子などを再現しました。血の滲むような努力の末、第

15回全羅北道工芸品競進大会で金賞を受賞しました。

土と炎そして魂で作り出す陶磁器人生

「東谷窯は青磁、白磁、粉青沙器といった伝統磁器を全て製作しています。全ての伝統磁器の技

を引き継いだからです。」

高麗青磁釉薬における最高権威者であった柳夏相先生は、白磁や粉青沙器においても名声が高

く、東谷窯ではその伝統を引き継いでいます。伝授された釉薬翡色は、代々引き続きデータを蓄

積しており、柳春逢さんも実験を重ねて現代的技法を追加しています。

父親の進む道を歩んでいるうちに、それはいつの間にか自分の道になり、45年の時間が経ちまし

た。そして高敞郡の生涯教育や陶芸講座、高敞文化院での陶芸クラスなど、高敞地域の伝統陶芸

の裾野を広げるために力を注いできました。2018年には韓国芸術文化団体総連合会の伝統磁

器部門で「韓国芸術文化名人」に選ばれました。

「陶磁器はもっと苦労してもっと待つことが必要です。始まりと終わりがありません。最も難しい

ところは、いつも物足りないことでしょう。もしかしたら一生感じるかも知れません。それだけ常

に自分を鍛えなければならない仕事です。」

伝統を引き継がなければならない使命感で肩が重いですが、自分自身の気を引き締めさせるのも

「土と炎と職人の魂が混ざって生まれる陶磁器」であると彼は言っています。

土と炎そして
職人の魂で

千年陶磁器の
伝統を引き継ぐ

高
コチャン

敞地域名士　

柳
ユ チ ュ ン ボ ン

春逢

全羅北道高敞郡

土と炎、その魂への招待
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高敞邑城陶芸体験場の観覧
韓屋(韓国の伝統家屋)で作られた200坪の高敞邑城陶芸体験場は、柳春逢さんから陶芸製作を直接教
えてもらえる体験空間です。窯、ろくろ、土練機、各種道具など、陶磁器を作る施設を備えていま
す。体験場の中には、柳春逢さんが直接作った陶磁器の作品をはじめ、陶芸クラスの会員達の生活
陶磁器の作品も展示されており、楽しく観覧できます。体験せずに陶芸作品だけを見ることもでき
るので高敞を訪問したら一度足を運んでみましょう。

土と炎、魂の混ざった陶磁旅行
柳春逢さんは全国各地の訪問客を対象に運営する、2泊3日の品格ある文化観光体験プログラムを準
備しています。高敞の様々な歴史文化観光資源への訪問と共に陶磁歴史の物語、陶窯址の見学、陶
芸体験プログラムなどを行います。

伝統磁器名人と一緒に楽しむ陶芸体験
一般訪問客が直接体験できる陶芸体験プログラムも豊富に設けられています。まず理論講義を20分
ほど聞いた後、詳細な指導に従って皿やカップなど陶磁器を直接作り、皿、カップ、植木鉢、陶板な
どに文様を描いてみることもできます。完成した作品は、宅配または直接訪問して受け取ることがで
きます。
· 一般体験：手びねり成形/所要時間2時間/15,000ウォン
· ろくろ体験：ろくろ成形/所要時間1時間20分/20,000ウォン
· 文様描き体験：顔料で文様を描き入れる/ 所要時間2時間/15,000ウォン

 09:00～18:00

PROGRAMS

Q  青磁の故郷と呼ばれる高敞の陶磁器歴史と背景をお聞かせください。

一般に青磁と言えば康津を思い浮かべますが、康津で発掘された窯跡と同時代の初期

青磁を作っていた窯跡がここ高敞でも発掘されました。元文化財庁長の兪
ユホンジュン

弘濬さんも

「高敞は青磁の故郷(韓国陶磁史2001年版)」と明示したように、高敞で発掘された龍

渓里青磁窯跡は、匣鉢を使用して水準の高い青磁を焼いたほど、初期青磁において代表

的な場所です。特に高敞郡古水面一円は、高麗時代初期から陶器所と磁器所があって高

麗青磁を作っていたことが分かっています。他にも高麗時代に陶城、徳岩地域でも陶窯

址が発見され、陶磁器を焼いていた跡が今も多く発見されています。また朝鮮時代にも

酒壺や小鉢などの陶磁器を作り、近代に至るまで陶磁器を作り続けて千年間その伝統

が引き継がれています。特に高敞には陶磁器作りに適した良質の土がありました。黄土

でありながらも、その土の層が厚くて良い上、釉薬条件に適した溶媒質が含まれていた

ため、陶磁器の名所として知られていました。日帝強占期には古水面だけで磁器工場が7ヶ

所もあったことからも、この地域は陶磁器工場の立地条件を満たす薪と鉄分含有量が適

した水が充分にあったと思われます。特に日帝強占期、東京に古水焼きという商店が開設されるほど、古水磁器が日本にたくさん流入され

たといいます。また古水面のほかに雅山面、富安面一帯でも窯跡が多く発掘され、今も発掘されています。

Q   東谷窯では青磁と白磁、粉青沙器を全て作っていますが、その理由とは？

高敞では陶窯址がどの地方より多く発掘されていますが、青磁、白磁、粉青沙器どれか一種類ではなく、すべての磁器の窯跡が発掘されて

います。それだけ高敞の陶磁の伝統は、青磁、白磁、粉青沙器を全て扱うものだと言えます。古水磁器の特徴は、青磁、白磁、それぞれ奥深

い趣を持っていることです。明るくて軽い色ではなく、深みのある暗みがかった青磁、乳白色の淡い色ではない青みがかった深い白色の白

磁を作り出しました。粉青沙器においても印花、鉄絵、象嵌などの様々な技法が伝えられています。東谷窯はつい最近まで陶磁器の伝統

が永らく継がれてきた古水面にその窯を構えていました。今は道路ができて窯を移転しましたが、東谷窯は今も古水磁器の伝統と魂を引

き継いでいるので、すべての陶磁器を作っています。現在、僕が作る青磁もその伝統を受け継いでいるので、若干暗みがかった重く深い色

で表現されています。これは消えゆく伝統技法をより多く知らせて伝えるためでもあるのです。

Q  東谷窯陶磁器が文化観光コンテンツとして持つ意義、強みとは？

陶磁器への関心が以前にも増して高まったことで、陶磁器を体験しようとする方々がますます増えています。特に高敞邑城がすぐそばにあ

るので観光客がたくさん訪れますが、僕は体験者に必ず理論教育を徹底させてから体験を始めるようにしています。ほとんどの人々が高敞

が陶磁器の街だということを知らずに来ていますから、高敞青磁の歴史から説明すると、陶磁器への関心がさらに高まることが分かりま

す。実際に子供達を対象にした陶芸教育プログラムを通じて直接昔の窯跡を見学する時は、父兄の方々がもっと関心を持ってくれます。こ

ういう面で東谷窯と陶磁器には文化観光コンテンツとしての可能性が十分あると思います。残念なのは、高敞は経由する観光地なので、陶

磁器の体験にたくさんの時間を費やすことができないことが多い点です。ですから今後は、地方自治体などと共に2泊3日または3泊4日

ほど留まり、品格高い高敞観光と陶磁器体験ができる滞在型観光文化プログラムを作りたいと思っています。地域名士と一緒に行く文化

旅行にしても良いでしょう。これからも地域の文化観光の発展に貢献できるよう、東谷窯を守り成熟させていこうと思います。

 高敞邑城陶芸体験場

  全羅北道高敞郡高敞邑桐里路118   063-562-0188   09:00～18:00(日曜定休)

名士おすすめの名所

高
コチャンウプソン

敞邑城
高敞邑城は朝鮮時代の城郭で、外敵の侵略を防ぐために築いた石
城です。自然石で築いた城壁がよく残っており、邑城としてはほ
とんど完全な形で保存されている高敞の名所です。牟陽城とも呼
ばれ、現在は北門の拱北樓、西門の鎭西樓、東門の登陽樓と官
庁、作庁、客舎、豊和樓など、一部が復元されています。韓国ド
ラマ「緑豆の花」、韓国映画「王の運命-歴史を変えた八日間-」な
ど、色々な作品のロケ地でもあります。

 全羅北道高敞郡高敞邑邑内里126
 063-560-8067
 3,000ウォン

支
コ イ ン ド ル

石墓遺跡地
全羅北道高敞は世界的に有名な支石墓遺跡地で、ユネスコが指定
した世界文化遺産です。高敞の支石墓はなんと約500基が梅山村
のあちこちにあります。この地域の支石墓は南部地方で多く発見
される形で、土の中に石室が作られた碁盤式、または蓋石式の北
方式支石墓が多いです。一方、道山里には卓上型の北方式支石墓
も見られます。

 全羅北道高敞郡高敞邑コインドル公園ギル74
 063-560-8666
 www.gochang.go.kr/dolmen
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30年間、古版画一筋に生きてきた明珠寺・古版画博物館の館長・韓禅学さんは、アジア各国から収集した約6000
点の古版画を紹介し、様々な古版画の展示や博物館教育を行うことで市民とコミュニケーションを図っています。
韓国唯一の古版画博物館としてだけでなく、創造性を育むための教育の場として位置付けられている明珠寺・古版
画博物館と韓禅学さんの古版画人生をご紹介します。

Life 古版画収集から世界的な印刷博物館まで

原州の雉
チ ア ク サ ン

岳山、標高600mの山裾の静かな場所には韓国唯一

の古版画博物館があります。「明珠寺・古版画博物館は約30年

間にわたって中国やインドなどアジア各国から集めた木板を1ヶ

所に集めた、小規模ながらも大きな価値を持つ博物館です。」

博物館の隣にある雉岳山明珠寺の住職でもある韓禅学さんが

古版画に興味を持ち始めたのはずいぶん昔のことでした。東国

大学で仏教美術を専攻していた彼は1978年にチャプレンであ

る軍宗将校の試験に合格し、洛山寺から出向することになりま

した。その後、軍僧将校の座に就き、15年間仏教の僧侶として

奉職しました。1996年に聖地巡礼のために行った中国で購入

した陶器の仏像の価値を後から知って収集に目覚めた彼は、中

国を始めチベット、モンゴル、韓国、日本などへと収集範囲を広

げ、仁寺洞や長安坪、踏十里、清渓川の骨董品店などを探ることになりました。

彼は1998年に除隊した後、雉岳山の明珠寺を創建し、2003年には明珠寺・古版画博物館を開

館しました。現在、アジア各国から収集した古版画遺物約6000点を収蔵しています。これらの収

蔵品の中には、割れてあって日本の囲炉裏の装飾に誤認された朝鮮時代の版画本『五倫行実図』

の木版をはじめ、7点の江原道文化財などの古版画遺物が含まれており、世界的な印刷博物館と

して注目されています。

博物館は創造性とコンテンツの宝庫

「版画は印刷文化の始まりであり、花でもあります。絵本は版画で製作された中国の仏経の本か

ら始まりました。デザイン要素が強いため、現代的に変容できる無限の可能性を持っているコン

テンツの宝庫です。」版画は版を利用して刷った絵で、印刷と絵の複合性を持っています。そのた

め、版画を通して大衆と出会う明珠寺・古版画博物館は、普遍性があり疎通力に優れていると韓

禅学さんは言います。博物館はこれまで考古学と美術史が中心だったが、今や博物館教育や経営

などの分野へ多角化しながら発展しています。彼も50歳にして漢陽大学大学院で博物館教育学

の博士課程に挑戦し、わずか3年で学位を取得しました。彼はこれまで紆余曲折もありましたが、

「ハマるとハマる」という自分の持論通りに「好きだから、そしてハマったからこそやってきたこ

と」だったのでやりがいも大きいと振り返りました。「博物館は創造性を教育できるもう一つの学

校です。だから古版画を活用した博物館教育を通して市民とコミュニケーションすると同時に地

域文化観光の発展にも貢献できるように頑張っています。」彼はこれまで約30回の展示会をはじ

め、様々な教育プログラムを着実に行ってきました。このような取り組みが認められ、2012年に

文化財庁長賞、2018年に文化体育観光部長官賞などを受賞しました。これからも地域基盤の私

立博物館として、引き続きコミュニケーションしながら「生きている博物館」にしたいという韓禅

学さんの歩みが韓国博物館の発展にも有意義な指標になることが期待されます。
江原道原州市

古版画にハマった
人生が作り出した
生きている博物館

原
ウォンジュ

州地域名士　

韓
ハ ン ソ ン ハ ク

禅学

ハマるとハマる
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明珠寺・古版画博物館の観覧
明珠寺・古版画博物館では韓国をはじめ日本、中国、チベット、モンゴル、インドなどアジア各国の
古版画資料を一堂で見物できます。博物館を訪ねると韓禅学館長または専門学術士の説明を聞きな
がら遺物を観覧することができます。また、自分で木版画を作ってみる版画体験館も楽しめます。

地域名士と一緒に楽しむ「森の中の版画旅行」
地域名士と一緒に楽しむ「森の中の版画旅行」は自然と文化、瞑想が組み合わさった文化体験型テン
プルステイ。1泊2日で行われる同プログラムは、入室して着替える修練服から体験者が自分で版画を
刷って着用します。続いて木版画体験をし、解説付きで明珠寺・古版画博物館を観覧します。翌日に
は瞑想体験と渓谷散歩、伝統本作りまで様々な印刷文化を体験できる特別なツアープログラム。

 1人70,000ウォン(20人以上は1人当り60,000ウォン)

「森の中の版画学校」テンプルステイの日帰り体験コース
テンプルステイのプログラムを日帰りで体験できるコースです。また、古版画博物館の展示場の中
には版画を体験できるスペースが用意されており、古版画の木版を自分で刷ってみる版画刷り体験も
できます。
· 木版製作(下絵・彫り・刷り)/所要時間 1時間30分/15,000ウォン
· 伝統本作り/ 所要時間 1時間/15,000ウォン
· 花板の模様刷り(版画刷り体験)/所要時間 30分/大人5,000ウォン

PROGRAMSQ  古版画の魅力と今の時代に再び注目すべき意義とは？

版画は版を利用して刷った絵(絵画)であると同時に印刷物(産業)です。現代のような印刷技術がなかった

昔、版画は最も人気のある芸術であり、大衆娯楽であり、長寿で幸せで平穏無事であることを願うお守りで

した。仏教・儒教など伝統思想の主要内容を絵でまとめて表した原版が大量に刷られて多くの人々に配られ

ました。古書の表紙模様を刷る菱花板、ソンビ(昔の学者)達が便せんとして愛用した詩箋紙、一般庶民が愛

用したお守り版画など、種類も豊富です。『三国志』『水滸誌』などの小説や儒教書籍の『龍飛御天歌』『三

綱行実図』、仏経の内容をまとめた『変相図』にも版画を利用した挿絵が使われました。特に、韓国古版画の

絵は事物の特徴を線で表現するため、デザイン要素も非常に優れています。だから伝統を再現することだけ

でなく、現代的に変容できる普遍性を持っているコンテンツの宝庫だと言えます。ヨーロッパの美術界に大

きな影響を与えた日本の浮世絵のように、現代でも古版画の可能性は無限にあるものと考えられます。

Q   博物館が持つ教育的役割とは？

博物館は創造性を教育できる、もう一つの学校だと思います。すでに他の国では博物館は遺物

の保管や展示機能を越えて教育機能を強調する教育機関に進化しています。したがって我々も

博物館が持っている教育的可能性に注目しなければなりません。さらに博物館が地域の文化芸

術教育機関であり生涯学習施設に位置づけられたら教育がバランスよく発展できると信じま

す。私はよく博物館は創造性発電所だと強調します。創造は模倣から始まると言われますが、博

物館には刺激を与えてくれるたくさんの資源があるからです。だから博物館にたくさん訪れて刺

激を受けたら潜在的資源として積み重なりいつか必ず創造力を発揮できる瞬間が訪れるでしょう。明珠寺・古版画博物館も10万点以上の

コンテンツを保有した宝庫だと言えます。実際、当博物館ではこれまで「森の中の版画学校」をはじめ、毎月最終水曜日に実施される「文

化のある日」の実施機関として様々なプログラムを行い、参加型授業の自由学期制教育プログラムとして学生達に創造性の基盤を教育し

ています。こういった活動から2018年に博物館教育博覧会で博物館教育優秀機関に選ばれ、文化体育観光部長官賞を受賞しました。

Q  古版画博物館が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

韓国唯一の古版画博物館である明珠寺・古版画博物館は雉岳山の山裾、標高600mの高地にあるため、そのとびっきりの自然環境がまず

観光資源として充分だと言えます。そして博物館が持つ教育と創造性発電所としての役割も果たし続けています。また、原州世界古版画文化

祭を10年間開催しており、中国やベトナムなどの職人達を招いて比較実演を行ったり、海外の有名学者達が学術大会に参加するなど、文化

観光コンテンツの創出にも貢献しています。当博物館は原州の中でも都会から離れた所にありますが、保有した遺物の価値を確かめるため

に世界各国から訪ねてくるほど、価値のある文化観光コンテンツとして意義を持っていると自負しています。さらに2019年、韓国観光公社

の地域名士に選ばれたことをきっかけに地域観光資源としても持続可能な発展を遂げるために一層の努力を重ねていきたいです 。

 明珠寺・古版画博物館

 江原道原州市神林面ムランギル62   033-761-7885    www.gopanhwa.com
 夏期10:00～18:00、冬期10:00～17:00(月曜休館)   観覧料5,000ウォン

名士おすすめの名所

江
カンウォンガミョン

原監営
韓禅学さんは原州で印刷文化が発達した理由が江原監営にあると
言います。地方の監営(官庁)では本を印刷して郷校(朝鮮時代の官
立学校)などに配っていましたが、原州では朝鮮時代に江原道の行
政業務を担当していた江原監営がその役割を果たしていたからで
す。朝鮮の500年の歴史をそのまま守っている江原監営は、都心
にある史跡地としては珍しく原形を保っており、官衙(役所)の建物
研究においても重要な価値が認められています。

   江原道原州市園一路85
 033-737-4767

ミュージアムSAN
ミュージアムSANは広大で豊かな自然の中にあり、ミニマル建築
の巨匠「安藤忠雄」の設計と、光と空間の芸術家「ジェームズ・
タレル」の作品を中心に構成されています。自然の中で建築と芸
術が調和するこのミュージアムでは、紙とアナログによって出会
える様々な展示物を観覧でき、原州の印刷文化観光としてもその
意義を見出すことができます。

  江原道原州市地正面オークバレー2ギル260
 10:00～18:00(最終発券時間17:00)
 033-730-9000
 www.museumsan.org
 大人18,000ウォン
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火に燃やされてこそ、自然な色彩と美しい絵が出来上がる烙画(焼き絵)。この47年間、火と材料で作り出す烙画一
筋で生きてきた烙画職人・金栄祚さんは忍耐の時間を経て韓国で初めて烙画を国家無形文化財へと格上げさせまし
た。烙画と苦楽を共にしてきた彼が炎から咲かせる美しい絵の世界へご案内します。

Burning
燃やされてこそ出来上がる絵

炭火で赤く熱した焼きごてを韓
ハ ン ジ

紙の上に走らせると自然な茶色トーンの山水

画が出来上がります。筆も染料もなく、火と焼きごてそして韓紙だけで絵を完

成させた彼は、国家無形文化財烙画匠・金栄祚職人です。

「烙画は紙や絹、木材など燃える材料に火で熱した金属で焼き跡をつけるこ

とで文字を書いたり絵や模様を描く芸術です。」

彼が烙画に入門した動機は「好きだから」でした。画家になりたかったが、高

校を卒業する頃、父親が亡くなり学業を中断せざるを得ませんでした。1972年

の春に偶然見つけた新聞広告が彼の人生を変えました。

「烙画受講生募集」。烙画のことは知らなくても絵の一種のように見えた上

に、「就職保障」という言葉もあったので田
チョンチャンジン

昌鎮さんが営んでいた烙画研究所

を訪れました。

諦めかけていた夢を取り戻した彼は、研究所内で生活しながら休まず作業した結果、他の人より2

倍も3倍も早く実力が伸びました。しかし、受講生減少で研究所は廃所となり、独立を余儀なくさ

れました。彼は3年間習った烙画の技術で記念品を作り観光地で販売しました。1979年には報

恩に定住し、俗離山の前で記念品ショップを4店舗も営むほど生活が安定してきたところで、自分

だけの作品作りに励むことになりました。

記念品から国家無形文化財に格上げ

彼は文献調査や多数の東洋画の模写によって山水画・花鳥画など伝統烙画の熟練度を上げまし

た。同じ絵を100枚、1000枚と描き続けながら7年もの間邁進し続けました。烙画を観光地の記

念品としか見ない世間の認識も彼を刺激しました。展示会に出品すると芸術ではないと拒まれる

時もありました。そのような視線を感じる度に烙画を世界的な芸術に格上げしてみせようと覚悟

を決めました。

2007年「伝承工芸大展」で特選を受賞して以来、公募展で複数回受賞した彼は自信を持つこと

になりました。2010年には忠清北道の無形文化財に指定され、海外各国の展示会にも参加し、

イタリアのアゾロビエンナーレ(Biennale D’arte di asolo)の開幕式に招待されて烙画の単独

実演会もしました。そして2019年1月に韓国初の国家無形文化財・烙画匠に指定されました。

「私が自慢できるのは才能ではなく、500年間低迷していた烙画という偉大なる芸術を伝統芸

術という軌道にのせたことです。」

彼が歩いてきたのは希望のない道でした。それでも烙画の美しさを広く伝えたい一念で歩み続け

てきた金栄祚職人。一日もやけどの消える日がなかった彼の手には、今日もまた焼きごてが握ら

れています。そんな彼はいつの間にか、自らを燃やして美しい色を作り出す烙画によく似てきたよ

うです。

炎から咲かせる忍耐の芸術！
烙画と苦楽を共にする

金栄祚職人

報
ポ ウ ン

恩地域名士　

金
キ ム ヨ ン ジ ョ

栄祚

忠清北道報恩郡

伝統烙画のグローバル化
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PROGRAMS

報恩伝統工芸体験学校の展示室観覧
2017年に開校した報恩伝統工芸体験学校は烙画匠をはじめ、木仏彫刻匠や刻字匠、冶匠(冶工)、
烙竹匠など報恩郡の無形文化財保持者達が中心となって運営しています。工芸分野無形文化財の
体験・展示はもちろん同地域の他の伝統工芸(韓紙、閨房(縫い工芸)、天然染色、写経など)も体験
できる特別な空間。展示室では烙画作品をはじめ、工芸職人達の様々な作品を鑑賞することがで
きます。

青
チョンモク

木画廊の観覧
黄土を利用して建てた、きのこの形をした建物「青木画廊」は烙画匠・金栄祚さんの個人作業室
と展示場で構成。事前予約すると約100点の烙画作品を鑑賞できます。

 忠清北道報恩郡報恩邑報青大路1471   070-7795-3989

報恩センセン文化財体験
文化財庁と一緒に実施する忠清北道報恩郡のセンセン文化財体験「正二品松に出かけよう」プロ
グラムは、一般の家族連れが参加できる「五感満足！正二品松」、団体体験教育プログラム「正
二品松、伝統工芸に出会う」、報恩郡内の地域訪問教育プログラム「村に出かけた松の木」など
が用意されています。インターネットで事前予約すると参加できます。

烙画匠と一緒に楽しむ報恩旅行
現在、正規体験プログラムはありませんが、事前申込すると金栄祚職人から直接教えてもらいな
がら、烙画体験をすることができます。報恩でしか体験できない烙画との出会いは特別な思い出
になるでしょう。

Q  烙画は歴史が長いですが、どのように受け継がれてきましたか？

韓国烙画の歴史について明確な文献記録はありません。学界では500年程度と見ていて、発祥地は中国とさ

れています。700年前に明の武恬(号：武風子)という人物が烙画で名を馳せたという記録があります。韓国

には明の末期に伝来してきたとみられますが、呉世昌の『槿域書画澂』によると「貞夫人・張氏(本名：張桂

香、朝鮮中期の女性書画家)が烙画に長けていた」という記録があります。恐らく中国から烙画が入ってきた後、主に家

庭内の婦女子達を中心に伝えられてきたとみられます。また、紙・筆・墨が要らないため、庶民の間で広がった可能性もありま

す。烙画は約200年間、歴史から消えましたが、1820年に朴
パクチャンギュ

昌珪という人物の登場によって再び知られることになりました。

韓国烙画を絵画として認識させた人物です。当時、首都の士大夫(貴族)なら一家に烙画屏風を一点ずつ持つほど烙画の人気

は高いものでした。朴昌珪と親しかった書画家・金
キムジョンヒ

正喜(号：秋史)が書いた手紙によると、朴昌珪が烙画に秀でた才能を持っ

ていて中国の武風子という達人と競っても絶対負けないくらい朝鮮の名人だと絶賛しました。朴昌珪は宮廷にも招かれ、王様

の前で御前実演をしたという記録もあります。以降、烙画は密陽朴氏の一族にのみ継承され、大衆から遠ざかることになりま

した。密陽朴氏の傍系に継がれてきた後、私の師匠である田昌鎮先生に辛うじて命脈が保たれました。

Q   烙画の技法とその一番の魅力とは？

烙画の技法は伝統的な水墨画のそれと似ていますが、筆の代わりに焼きごてを使って表現するという点が異

なります。墨の濃淡を焼きごてで表現するのが肝心で、焼きごてと火を扱う手つきと濃淡を表現する技が大

事です。熱の強弱と焼きごての力によって色が黒や茶色に変わったり、焼きごてを面で押すか立てるかなどに

よって線を引いたり色付けしたりするなど様々な技法を使うことができます。烙画は伝統的な山水、花鳥な

ど東洋画の素材を全部扱い、西洋画と水墨画の長所も併せ持っています。西洋画は染料を重ね塗りすること

で表にある色は中に入っていき、中にある色が表に表れるようにする技法を使います。烙画も20～30回ほど

焼きごてを当てることで豊富な質感を表現できるのが最大の魅力です。また、東洋画の魅力は墨の滲みの美

しさと言えますが、烙画は木を焦がすことで質感が広がりまるで墨画のような効果が出ます。このように西洋

画と東洋画の特徴を両方とも表現できるため、表現の幅が広いことも烙画の大きな魅力です。何より烙画は

一色だけで描かれますが、その一色が与える純粋で淡泊な魅力があります。

Q  烙画が持つ文化観光コンテンツとしての意義とは？

報恩郡では烙画匠が唯一の国家無形文化財です。しかも烙画匠は国家無形文化財の中でも新しく指定された

分野で、私が唯一の保持者です。報恩郡にとってはこのような国家無形文化財を持っているだけでも大きな資

産になります。地域特有の芸術とも考えられます。さらに烙画は絵画分野なので限りない活用分野があると思

います。地域を代表する文化商品を作ったり、特徴ある文化芸術としての活用もできるでしょう。特に、烙画は

珍しい芸術であることだけでも注目されやすいし、報恩地域にある従来の観光資源との接点を見出すことで

相乗効果が大きいと思います。烙画匠がこの地域にしかいないという点を広報し、観光に結び付ける必要が

あると考えています。今、自治体と協力して報恩でしか楽しめない烙画を無形文化財・烙画匠と共に体験し、自

分だけのオリジナル小物も作ることができる「炎から咲かせる伝統芸術文化旅行」プログラムも準備していま

す。今後、地域を代表する様々なプログラムや文化観光コンテンツを開発できると信じています。

「何より烙画は一色だけで描かれますが、
その一色が与える純粋で淡泊な魅力があります。」

 報恩伝統工芸体験学校

 忠清北道報恩郡報恩邑俗離山路34   070-7795-3989
  www.gojeongipumsong.co.kr   10:00～17:00

名士おすすめの名所

法
ポ プ チ ュ サ

住寺
「御法が宿る」という意味を持つ法住寺は、新羅の第24代王・真
興王14年(553年)に義信大師がインドから仏教を取り入れて建て
た寺院。法住寺は統一新羅から高麗、朝鮮時代など各時代の重要
仏教文化遺産が伝わってきた大刹で、国宝3点・宝物13点などの
重要仏教文化遺産と多くの忠清北道の有形文化財が保存されてい
ます。法住寺はユネスコの世界文化遺産にも登録されています。

  忠清北道報恩郡俗離山面法住寺路379
 043-543-3615
 beopjusa.org

三
サムニョン

年山城
烏項山にある三年山城は石築山城で、新羅の第20代王・慈悲麻立
干13年(470年)に、たった3年で完成したと伝えられています。
三年山城は新羅が三国を統一する橋頭堡の役割を果たし、三国時
代にたった一度も占領されたことのない難攻不落の要塞でした。
1500年の歳月を強硬に守ってきた、韓国を代表する石築山城で
あり、城郭を散歩しながら見晴らしの良い眺望を楽しめる癒しス
ポットです。

  忠清北道報恩郡報恩邑城舟1ギル104
 043-542-3384
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伝統の中で未来を描く
500年宗家の当主ご夫妻

奉
ポンファ

化地域名士

権
クォンヨンチョル

容轍

Tradition

伝統とは昔のことにこだわるのではなく、時代の変化に合わせて改善・発展させていくものだという信念の下に宗
家を守っている若きご夫妻がいます。慶

キョンサンブクト

尚北道奉化のタルシル村にある冲
チュンジェ

斎宗家の当主・権容轍さんと女主人・権
在浄さんです。500年の歴史を持つ宗家を守りながらも、さらに明るい未来のために様々な試みをする若き当主ご
夫妻の伝統にまつわる物語をご紹介します。

500年の歴史を守っている当主と女主人 

慶尚北道奉化には500年間続いてきた安東権氏の同姓集落があります。朝

鮮の中宗(第11代王)時代に礼曹判書(教育大臣に当たる)を務めた権
クォンボル

橃(号：冲

斎)の宗宅を中心に作られたタルシル村です。現在、500年の歴史を持つ冲

斎宗宅を継いでいるのは40代半ばの当主ご夫妻・権容轍さんと権在浄さん

です。

「子供の頃から両親が祖父を尊敬する姿を見て育ちましたので宗家として

の自覚を持ち、中学生の頃に建たれた遺物展示場を見て大人になったら私が

守らなければならないと自然に思うようになりました。」

権橃の19代目の子孫である権容轍さんは、自然に宗家の当主としての責務

を自覚したと言います。小学校から大学までソウルに上京し学びながらも、

いつも自分の帰る場所はここだということを忘れませんでした。夫人の権在

浄さんとの縁は両親が決めてくれた許婚でしたが、お互いに深い信頼と愛情

で結ばれています。

「女主人として感じる責任の重さはありますが、多くの行事を通じて自分が

生きているという充実感があり、常に感謝の気持ちでいっぱいです。」醴泉

権氏家で育った権在浄さんも、小さい頃からお客様を迎えることや家法など

を自然に身につけていたお陰でためらう事なく女主人になれたお似合いの

ご夫婦です。

時代に合わせて継承・発展させる伝統

しかし、1年に10回を越える祭祀や多くの行事、村の文化と遺跡を守るという全ての責務を負ってい

るだけに当面の課題も相当なものです。

「時代の変化に合わせて宗家も変わるべきだという課題が生じました。自分の責務は伝統をそのま

ま伝えるのではなく、より分かりやすくどう伝えていくかということにあると思います。」

権容轍さんは時代と共に伝統と礼儀作法も変わるべきだと強調します。そこでご夫妻ともに宗家文

化に基づいて文化と遺跡をより効率的に保存・継承するべく、数々の試みを続けています。特に、博

物館などの宗家文化を地域の観光資源とし、様々な体験プログラムを通じ伝統を現代でも価値ある

ものとして生まれ変わらせています。

文化遺跡で大声を出したり、遺跡を壊す人々もいて大変ですが、祭礼体験により祭祀の本当の意味

が分かったという声を聞くとやりがいを感じると言います。

「伝統とはすなわち未来です。礼儀作法も時代に合わせて改善・継承してこそ未来に繋がるものな

のです。」

オープンマインドで頑張ってきた人々の気持ちを土台に有機的に変化し続けて今日に至ったように、

これからもタルシル村の伝統と文化はより良い形で伝わっていくでしょう。

慶尚北道奉化郡

伝統の継承と正しい伝承
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Q  伝統を改善しながら守ることの境界線が時には決めにくいのでは？

最も根本的な趣旨は我々の伝統を受け継ぐことにあります。ただ、誤ったことまで継承するものではあ

りません。誤りは直し、守るべきことは継承するということです。もちろん、昔のことが全く分からなくな

るほど直すのではありません。先祖から500年も受け継がれてきましたから、私達の手でさらに300年

は守り伝えていくべきではないでしょうか。ここで東屋や家を守りながら受けた感動を子孫にも感じさ

せるには、もう少し原形に近い方が良いとも思っています。だから、できるだけ守りながら「昔はこうい

うのがあったが、直す必要があるならば直してもいい」と伝えたいです。

Q   伝統体験の中で最も代表的なのが祭礼体験ですが、祭礼の儀式を正しく学び、守るべき理由とは？

現代社会から敬遠され、段々と消えゆくものの一つが祭祀です。やり方を間違っている家庭も多くあり

ます。もともと祭祀は故人一人が食べる分さえあれば良かったのですが、いつからか参加する人々の分

まで作ることになり虚礼虚儀に変わってしまいました。また、左脯右醯(干物は左、甘酒は右)や紅東白

西(赤い果物は東、白い果物は西)のような礼儀作法も韓国伝統のものではありません。何より祭祀とい

うのは亡くなったご先祖様にお会いする日です。故人を敬遠するのも良くないですが、幸せを祈ることも

間違ったやり方です。また、祭祀は厳粛でなければならないとか、やり方を誤れば罰が当たるといった

のも間違った考えです。儒教における祭祀は、霊も死後の世界も認めておりません。では、なぜ祭祀を祭

るのでしょうか。それはご両親が生きていた時と同じく、亡くなった後も食事を差し上げること、それが

「孝」というものです。毎日するわけにはいかないから亡くなった日にするだけで、生きていた頃と同じ

く先祖様を思い続けていくのです。このような文化について正しく理解すれば、負担感や宗教・文化の

違いから生じる誤解も消えてなくなると思います。

Q  宗家の伝統が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

冲斎宗家は、今も子孫達が宗家を中心にして生活していることが一番の強みです。また伝統文化を今

まで守ってきたことにも意義があります。目上の人には丁寧に振る舞い、例えまだ幼くてもハルベ(お

じいさん)、アゼ(おじさん)などの称呼をしっかり付けるなど伝統文化を正しく受け継いでいることが

大きな美徳だと思います。さらに、我が一族と村の人々が守ってきた文化財は大事な文化コンテンツ

です。特に、冲斎宗家や石
ソクチョンジョン

泉亭などは文化財に指定されており、その半径500メートルは文化財保

護地区となっているため、村を開発することなどはできません。韓屋は維持・保守が大変ですが、新

しく建て直すこともできないので村の人々は大変な苦労をしています。しかし大変な思いをしていて

も、伝統を保存することができるというのは幸いなことでもあるのです。これらの文化的資産は、観

光コンテンツとしても脚光を浴びており、これからその価値はさらに高まっていくでしょう。

冲斎博物館
冲斎博物館には冲斎宗家の遺物や文書などが展示・保存されています。冲斎日記(宝物第261
号)、近思録(宝物第262号)など宝物482点の他、古書や古文書など約5,000点の遺物が所蔵さ
れている儒教において重要な博物館です。

 慶尚北道奉化郡奉化邑冲斎ギル60   054-674-0963
 10:00～17:00(冬期16:00) *月曜休館

祭礼体験
祠堂で祭る権橃先生の祭礼を500年も続けてきた安東権氏一族の伝統祭祀を体験することができ
ます。服装を整えて祭祀の意味と手続きを学び、その礼儀作法を体験します。祭礼体験は1泊2日
コースと日帰りコースがあり、コースごとに内容も異なります。団体のみ体験できます 。 

茶道と民画体験
伝統茶道と民画体験も用意されています。タルシル村の名所である青

チョンアムジョン

巖亭で女主人と一緒に楽し
む伝統体験プログラムです。美味しいお茶の入れ方や飲み方などを学び、伝統文化としての茶道
の意味を振り返ることができます。子供と一緒にうちわやハンカチの下絵に色塗りをする民画体
験もあります。 

解説付きのタルシル村巡り
タルシル村は村全体が史跡及び名勝第3号に指定されています。500年の伝統の味が感じられ
る五色韓菓を村の人々が手作りしている韓菓体験場をはじめ、韓国ドラマ「トンイ」や「風の絵
師」のロケ地としても有名な青

チョンアムジョン

巖亭、権橃先生を敬慕して儒学者らが建てた三
サムゲソウォン

渓書院、祭祀を行っ
た追

チュウォンジェ

遠斎とともに、石
ソクチョン

泉渓谷と石泉亭も見逃せないコースです。事前に予約すると文化解説士の
解説付きで巡ることができます。

名士おすすめの名所

海底パレミ村
村全体が海より低い場所にあったため、海底を意味するパレミと
呼ばれる村です。朝鮮の粛宗(第19代王)時代に観察使(自治体の副
知事に当たる)を務めた金声久(号：八吾軒、1641～1707年)が
300年前に定住してから義城金氏の同姓集落になりました。下の
村には南湖古宅、映奎軒、開巖宗宅が、上の村には晩悔古宅と明
月楼など古民家がたくさんあります。パレミ村は慶尚北道の指定
により伝統村として保存されており、数多い独立運動家の出身地
としても有名です。

  慶尚北道奉化郡奉化邑海底里

晩
マンフェ

悔古宅
  慶尚北道奉化郡奉化邑パレミ1ギル51   054-673-7939

陶
トアムジョン

巖亭
朝鮮の孝宗(第17代王)時代の文臣・金宗傑(1628～1708年)が
建てた東屋で、当時の儒学者達が交遊し、時事・公論と詩詠みを
していた場所です。正面3間・側面1.5間の入母屋造りであり、慶
尚北道の民俗資料第54号に指定されています。東屋の前には池を
作り、造園がより美しいです。

 慶尚北道奉化郡奉化邑巨村里502

 奉化冲斎宗家

  慶尚北道奉化郡奉化邑冲斎ギル44   054-674-0963    darsil.alltheway.kr

プログラム
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Community

共同体の価値を
成功に導いた

おばあさん達の
希望に満ちた農作業

唐
タンジン

津地域名士　

金
キ ム グ ム ス ン

錦順

おばあさん達の反乱、優秀村の成功物語

平凡な農村から2012年に全国最優秀村企業に選ばれ、2014年には韓国政

府による第6次産業コンテストで大賞を受賞するほど、優れた成果をもたら

した忠
チュンチョンナムド

清南道唐津のオルミウォン。平均年齢70歳のおばあさん達の成功物

語、その中心には白石オルミ営農組合オルミウォンの代表取締役・金錦順さん

がいました。

「以前は稲作3,000坪と畑作まで合わせても年収1,000万ウォン足らずで

した。今は村のおばあさん達の年収が2,000万ウォンです。貧しい農村から

裕福な村になりました。」

金錦順さんは元々は都市生活を送る平凡な主婦でした。帰村することに気が

進まなかったのですが、ご主人の健康のため唐津に引っ越し、2009年には

白
ペ ク ソ ン ニ

石里に定住することになりました。そして、わずか1年で婦人会の会長を務

めると、村の仕事に深く係わるようになりました。

「村の状況は婦人会の会費さえ集めるのが困難なほどでした。そこでおばあさん達の副業として韓

菓を作り、それを販売したお金を会費に充て、その基金で老人ホームへの支援も行いました。」

その頃、農林畜産食品部が支援する「村圏域所得事業」に参加することになり、2011年には政府支

援と組合員の共同出資により白石オルミ営農組合を設立しました。

「一緒」が持つ「価値」で希望を耕作する村

最初の事業は村の梅の木を活用した「梅韓菓」作りでした。しかしそのためには韓菓職人教育の受

講や加工技能士の資格取得など課題がたくさんありました。

「韓菓の販売収益で他の商品も作り、成長を続けてきました。そして当時、支援を受けていた781

の村の中からオルミ村が最優秀村企業に選ばれたのです。」

梅韓菓の次は梅の漬物や梅コチュジャンなど商品が増えていき、様々な体験プログラムの運営も始

めました。商品の増加とともに受けるべき教育や必要な資格も増えた結果、修了証や資格証明書な

どがオフィスと講堂の壁いっぱいに貼られました。

体験プログラムの運営により静かだった田舎の村には数千人の観光客が押し寄せるようになりまし

た。全国各地から成功物語を聞くために見学団体が訪れるようになり、共同体運営のモデルケース

として紹介されてからはベトナムやガーナなど海外からも数百人が訪れました。

「『一緒』には最も大きな『価値』が潜んでいます。皆が一つになって努力した結果です。」

オルミ村で第二の人生を始めた金錦順さんは、帰村してわずか4年でこの村を全国最優秀村企業に

変身させ、共同体の価値実現によって農村の希望のシンボルとなりました。

農村固有の文化である共同体を立て直したことで、平凡な農村から希望に満ちた優秀村に生まれ変わった村があり
ます。平均年齢70歳を超えるおばあさん達と一緒に村に大きな変化をもたらしたのは白

ペクソク

石オルミ営農組合オルミ 
ウォンの代表取締役・金錦順さんです。「一緒」が持つ「価値」を通じて見事に希望と幸せを生み出した彼女の成
功の秘訣をご紹介します。

忠清南道唐津市

おばあさん達の反乱
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Q  最大の成功要因である共同体の価値実現を可能にした理由は？

本来、農村の最も大切な美徳は「トゥレ(小さな集落や自治単位における共同作業の制度)」でし

た。その共同体精神を活かしてお互いに助け合って生きていく共同体文化を継承・発展させたの

がオルミ村の組合の成功要因と言えます。組合員は最初200万ウォンずつ出資したので、収益分

配も同等に行われています。82歳の最高齢者を含めた16人の組合職員の給料もみんな同じで

す。一日中韓菓を作っていると不良品も出ますが絶対に持ち帰ることはなく、栽培したサツマイモ

も個人では使いません。韓菓の製造・販売においても、組合員だけでなくその家族、上京した子供

達まで力になってくれました。そのような皆の努力と協力によって村には仕事が増え、地域の夢と

希望を生み出したのです。農村は高齢化が進んでおり、さらに生き残る道を模索しなければなり

ません。これからはおばあさん達が皆で一緒に暮らせる空間も設けていく計画です。

Q  共同体文化の他に、優秀村に生まれ変われた秘訣とは？

我々が共同体から可能性を見付けたとすれば、地元の食材からは農村の持つ力を発見したの

です。全ての食材は地元の農産物を利用して加工・生産することで、地域農産物の付加価値向

上に繋げようと努力してきました。基本的に唐津地域のブランド米や村で育った梅の実を使

い、他の食材も全部地元の農産物を使っています。今年は唐辛子の価格が急騰してコチュジャン

などの生産コストが高くなったにもかかわらず、身土不二(地元の旬の食品や伝統食が身体に

良い)の原則を守り地元の農産物を仕入れました。我々の目標は村で生産した農産物を適正な

価格で供給し、村の人々に還元できるようにすることにあります。販路を繋ぎ、切り開いていく

ことによって安定した生活を保障すると同時に、皆で楽しく働くこと、そして国産農産物を栽

培・購入する全ての人々が幸せになることです。

Q  白石オルミ村が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

時代に取り残され貧しかった農村が全国最優秀村に選ばれたことで村の地位が格上げされ、今

は国内のみならず海外からも訪問客が訪れる地域名所になりました。何もない平凡な田舎の村

にもかかわらず、昨年だけで8,000人の人々が訪れました。また、成功事例をベンチマークした

り見学や体験のために訪れる観光客も多いです。田舎の農村をそのまま感じることができる体

験村として、都市からの訪問者が多く、昨年からは都市農村交流にも前向きに取り組んでいま

す。最初、韓菓作りに来た人が、次はコチュジャンを、さらに冬には越冬用のキムチを作りに来

るなど、一度だけでなく何度も訪れます。今では白石オルミ村が唐津の自

慢になったと言われるほどです。農村も文化観光コンテンツとして十分な

可能性と価値があるということを再発見した事例になったと思います。

我々の目標は村で生産した農産物を適正な価格で供給し、
村の人々に還元できるようにすることにあります。

梅韓菓作りとグルメ体験
オルミ村を代表する商品である梅韓菓を作ることができます。講義を聞き、餅と梅の水飴を使っ
て梅韓菓を作って食べたり、一定の量は包装して持ち帰ることもできます。韓菓の他にも薬菓、
らくがん、おこし、ようかん、チョコレートなどオルミ村の特色のあるお菓子を作って試食する
など、伝統的な食べ物の大切さを感じて勉強する体験プログラムに参加することができます。

季節ごとの農村体験
農村では季節の変化を間近で感じることができます。季節ごとに育つ農産物とそれらを利用した食
べ物も様々です。季節ごとに異なる色んな農村の日常をおばあさん達と一緒に体験してみません
か。春にはヨモギ餅・ナムルの漬物を作り、夏には梅狩りをして梅の漬物・梅エキスを作り、
豆やトウモロコシの収穫体験もできます。秋になると栗・ナツメ狩り、サツマイモ堀りやソン 
ピョン(松の葉を敷いて蒸したお餅)作りを、冬には越冬用のキムチ・カクトゥギ(大根のキムチ)作
りなど、多くの体験プログラムがあります。他にもわら工芸、植木鉢を利用した菜園作り、春の
山菜採り、稲マスター体験などがあり、農作業と伝統的な農村生活を体験することができます。

工芸体験
食べ物や農作業体験の他に、工芸体験もあります。子供と一緒に体験できる天然石けん作り、マ
イカップ作り、ペーパートイ作りなど約10種類が用意されています。体験時間は30～60分程
で、料金は3,000～10,000ウォン台。体験は要予約。

名士おすすめの名所

新
シ ン リ

里聖地
1784年に李存昌(カトリック殉教者)が洗礼を受けた後、新里地域
にカトリックが伝わり、村人全員が信者である「交友村」が作ら
れました。カトリック宣教師の宣教活動の中心地として、朝鮮時
代のカトリックの伝播においてとても重要な場所でした。地下に
殉教美術館があり、朝鮮最初のカトリック司祭・金大健アンドレ
ア神父の出生地であるソルメ聖地まで巡ることができる聖地巡礼
コースです。

  忠清南道唐津市合徳邑平野6路135
 041-363-1359
 sinri.or.kr

ウェモク村
村の地形が海に向ってアオサギ(ウェ)の首(モク)のように細長く伸
びていることから名付けられました。地理的にウェモク村の海岸
が東側へ突き出して水平線が東海岸と同じ方向です。だから西海
岸であるにもかかわらず、この村では日の出が見られます。菊花
島と長鼓港の間から昇る日の出と、大蘭芝島と小蘭芝島の間へ沈
む日没両方とも見ることができ、さらに魅力的です。

  忠清南道唐津市石門面ウェモクギル26
 www.waemok.kr

 白石オルミ村

  忠清南道唐津市順城面梅実路246   041-353-7541   www.allmeone.com

プログラム
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正しい伝統の
酒文化を先導する

李鍾玘玘の酒文化物語

忠
チュンジュ

州地域名士

李
イ ジ ョ ン ギ

鍾玘

Culture

忠清北道忠州市

酒を知れば人生は楽しい

「郷飲酒礼」の正しい酒文化を知らせる 

韓国では酒を飲む時の礼儀作法や酒道があり、それを目上の人から教わる

べきだと言われています。そこで注目されているのが、酒の悠久な伝統と文

化を紹介する世界酒文化博物館「リクアリウム(Liquorium)」です。

「お酒は正しく飲めば楽しいですが、飲み方を間違えれば大きな害悪をもた

らします。だから子供から大人まで皆に酒の持つ文化的意味と礼儀作法の

教育が必要です。」

李鍾玘さんは酒に対する誤った認識の転換と正しい酒文化の伝播のため、

2005年に忠州の弾
タ ン グ ム ホ

琴湖のほとりにリクアリウムを建てました。「韓国の酒

文化は礼儀の象徴であり、郷飲酒礼(その年に会えなかった人々などを招い

て、礼を尽くしてお酒や食べ物でもてなした郷村儀礼)を通じて正しい酒の礼

儀作法が伝えられてきました。品格ある飲酒マナーがあった先祖の伝統を取り戻して、正しい飲酒

文化を広めたいと思っています。」

彼は韓国の伝統的な礼儀作法の中でも重要な徳目であった飲酒マナーを知らせることで、グローバ

ルマナーとしての正しい酒文化を配信することが課題だと述べました。

世界レベルの名酒を作る

李鍾玘さんは韓国の食材を原料にした韓国名酒の開発にも力を入れています。彼は「PASSPORT」

「Something Special」「WINDSOR」「Golden Blue」など韓国を代表するウイスキーをブレン

ドした酒の名人です。「1990年にスコットランドに留学した時、世界各国の学生達と勉強しました。

ある日、自国を代表する酒を紹介する授業があって高麗人参酒を持っていきました。しかし『酒か薬

か分からない』という酷評を受けてしまい、それから世界に出しても恥ずかしくない韓国の名酒を必

ず作ろうと決心しました。」

彼は帰国した後、1993年から名酒の開発に取り組みました。米・麦・トウモロコシ・柿・梨・ナツメ

など約40種の食材を研究し、5つの性質を持った五味子こそ世界の名酒にふさ わしいと思い、15年

間研究し続けた結果、韓国ワインの開発に成功しました。3年の熟成期間を経て2011年に五味子

ロゼワイン「オミロゼ(OmyRose)」と五味子蒸留酒「コウンダル(美しき月)」を発売しました。

酒の名人が渾身の力で醸し出した世界唯一の五味子ワイン「オミロゼ」は、2012年3月に58ヶ国

の首脳が集まった核セキュリティ・サミットの晩餐酒と、2018年2月に平
ピョンチャン

昌パラリンピックの晩餐会

の乾杯酒に選ばれ、世界の人々を魅了する名酒として認められました。

名酒によって人々がコミュニケーションし、酒文化を教え楽しい世界を広めたいという彼の酒文化物

語は、もっと奥ゆかしい香りを出すためにまだ熟成・発酵中です。

酒は昔から天に届く道であり、人と人の間では橋の役割も果たしてくれました。しかし、酒の本来の役割と礼儀作
法を正しく身につけた上で楽しむ人はごく稀です。正しい伝統の酒文化と礼儀作法を広めている世界酒文化博物館
「リクアリウム」の館長・李鍾玘さんから甘くて苦い酒文化物語を聞いてみました。
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Q  韓国伝統の酒文化を学ぶことで伝統文化を反芻するという意味もありますか？ 

韓国伝統の酒文化は冠婚葬祭からその基本を探ることができます。元服・婚礼・葬式・祖先の祭礼

の際に天に届く道として酒を捧げるほど酒に対して礼を尽くし、伝統的に酒に関する厳しい教育が

行われました。中国宋代の修身・作法書「小学」では飲酒作法を教わり、酒による失態・失言を戒め

ました。このように家伝としても節制の美徳が伺える酒文化が伝わってきたのです。しかし、伝統の

酒文化は日本統治時代を経て消え去ったため、これを復元するのが先祖の精神文化を生き返らせる

ことだと思っています。特に、伝統の酒文化と正しい礼儀作法により、酒を飲む時の行いを慎み、節制の美徳を実践することで先祖の品格

ある酒文化を繰り返し考え、より理解できる、非常に意味深いことだと思います。

Q  韓国の名酒を作る理由とその名酒の条件とは？

韓国の名酒を作るのは「良い酒」が「良い酒文化」を作り、さらに韓国の農産物で作った酒が農村経済を支える最も高付加価値の商品だと

思うからです。これからは世界の人々が韓国の名酒を探し求めて韓国を訪れるようになると期待しています。私が考える名酒の条件は、第

一に優れた官能美がなければなりません。まず色と香りと味が魅力的で、喉越しが良くて飲んだ後の余韻が魅力的な、いわゆる酒としての

魅力がなければなりません。第二に、積み重ねてきた文化とストーリーがなければなりません。「オミロゼ」は40年もの時間を酒のために

過ごしてきた人の手で丁寧に醸し出され、韓国が産地である五味子はその味と香りが独特なことなどから色んなストーリーを持ち合わせ

ています。

Q   酒文化博物館の文化観光コンテンツとしての肯定的な役割とは？

酒文化博物館は、韓国で物流と風流の中心地という忠州に建てました。今ではリクアリウムが忠州を代表する文化コンテンツとして位置づ

けられています。1年に2～3万人がリクアリウムを訪れるほど認知度が高まり、忠州の地位向上に貢献していると思います。また、博物館

は展示機能だけではなく教育機能も要求されますが、リクアリウムでは酒造り体験をはじめ教育、文化、芸術プログラムを実施するなど教

育機能も充実しています。これからも韓国固有の酒文化を広めていくと同時に、世界の名酒と肩を並べる伝統酒の開発と健全な酒文化作り

に力を入れていく考えです。

韓国の名酒を作るのは「良い酒」が「良い酒文化」を作り、さらに韓国の農産物で
作った酒が農村経済を支える最も高付加価値の商品だと思うからです。

リクアリウム博物館の観覧
世界各国の酒に関する遺物を収集・展示している博物館「リクアリウム」とは、「リクォ
(LIQUOR：酒)」と「リウム(RIUM：展示館)」の造語です。1800年代にスコットランドで使わ
れた巨大な蒸留器や各国のオーク樽をはじめ、李鍾玘さんが収集した世界各地の酒に係る展示物を
通じて酒の発酵と蒸留プロセス、世界の酒の歴史と文化などが一目で分かります。

面白い酒物語
ワインに興味がある人は博物館の観覧後、弾琴湖が見えるカフェでワインの飲み方マナーを学ぶこ
ともできます。レッド＆ホワイトワインとオミロゼなど、ワインの試飲やマナーを学んだ後、リン
ゴ蒸留体験とオー・ド・ヴィー(Eau-de-vie、果実などからつくる蒸留酒)の試飲もできます。
⦁  ワインの飲み方マナー   約150分   30,000ウォン/10名以上

酒造り体験
自分でワインとカクテルを作り、その製造方法と楽しみ方を学ぶことができます。「カクテル作
り」はシェイカーに計量した材料を入れてカクテルを作る体験プログラムで、季節に合った自
分のオリジナルカクテルを作って試飲することができます。旬の酒造りも事前予約すれば体験可
能です。ワインの製造プロセスを理解し、世界に一つだけのオリジナルワインを造ってみましょ
う。
⦁  カクテル作り   約30分   9,000ウォン/10名以上

楽しいお酒教育
親子で一緒に健全な飲酒マナーについて学べるプログラムです。正しく学ぶ韓国の酒、美味しく
て健全な酒文化に関する講義などを聞き、ワインやノンアルコール飲料の試飲もできます。衣冠
を整えて郷飲酒礼の儀式を試演する「郷飲酒礼体験」も用意されています。
⦁   親子で一緒に学ぶ楽しいお酒教育   約100分   10,000ウォン

名士おすすめの名所

弾
タ ン グ ム デ

琴台
弾琴台は新羅時代の楽聖・于

ウ ル ク

勒が伽耶琴を弾いた場所として知ら
れています。彼はもともと伽耶の人でしたが、伽耶が新羅に服属
された後、忠州へ移住しました。彼の演奏を聞くために人々が集
まって村になったのが今の弾琴台という名前の由来です。南漢江
と達川が合流する地点に位置した弾琴台は、景観が美しいためそ
の一帯が公園として造成されました。ここには弾琴亭と于勒先生
追慕碑などもあります。

 忠清北道忠州市弾琴台アンギル105
 043-848-2246

中
チュンウォンタッピョンリ

原塔坪里七層石塔
統一新羅時代(676～936年)の唯一の七層石塔である中原塔坪里
七層石塔(国宝第6号)は、弾琴湖を背景に高い土壇の上に建てられ
ています。昔の名前は塔のある場所という意味の「タッドゥル」
であり、統一新羅時代にここが国の中央であることを示すために
塔を建てたという由来から「中央塔」という名でも知られていま
す。花崗岩で作られており、高さは14.5mです。

  忠清北道忠州市中央塔面塔坪里11

 世界酒文化博物館「リクアリウム」

 忠清北道忠州市中央塔面塔亭アンギル12   043-855-7333    www.liquorium.com
 10:00～18:00 *月曜休館   大人 5,000ウォン(試飲は別料金)

プログラム

4544



南
ナミャンジュ

楊州地域名士　

李
イ ハ ヨ ン

河然

キムチ文化を
世界の人々に伝える

李河然の美味しいキムチ人生

Nature
韓国人のソウルフード「キムチ」 

食生活の西欧化が進み、私達の食卓にも西欧料理が並ぶのが当たり前のようにな

りましたが、韓国人の食卓ではキムチが一番大事であることに変わりありません。

李河然さんは、そのキムチの価値と魅力を大衆にもっと伝えるために東奔西走

の日々を送っています。

「キムチは韓国人のソウルフードです。キムチは食卓の主役であるより脇役であ

ることの方が多いですが、それでも食卓に欠かすことのできない存在です。」

全
チ ョ ン ラ ブ ク ド

羅北道の益
イクサン

山で生まれた彼女は、小さい頃から客を招くことの多かった母親

を手伝いながら肩越しにのぞいては料理を覚えました。それを基に約30年間一

生懸命に飲食店を営んできました。餃子の屋台販売から始めた商売も、韓国の

人気漫画「食客」で紹介されるほど有名な韓定食店「逢
ポ ン ウ リ

友里」へと成長しまし

た。

「母のキムチは美味しいことで有名でした。手作りの塩辛と石臼で作った薬味を

使ってキムチを漬けました。良い食材をたっぷり入れてキムチが美味しく出来上

がると近所の人々と分け合いました。」

母親から受け継いだ味を顧客にも伝えたかったという彼女のキムチが美味しい

のは当たり前のことで、キムチを購入したいという問い合わせが相次ぎました。

キムチのような人生

2003年、美味しいキムチを作りたいという情熱からキムチ工場を建てましたが、失敗に終わってし

まいました。しかし、李河然さんは挫折することなく、さらにキムチの研究に没頭して伝統のキムチ

を発掘・再現することに成功しました。

「キムチ工場は失敗したけどキムチは諦めたくなかったんです。諦めることは失敗することですか

ら。キムチを諦めたことがない私は失敗したこともないと思っています。」

そんな努力が報われ2014年に「大韓民国食品名人第58号・キムチ名人」に選ばれました。それ以

前にも2007年のキムチ・エキスポ大賞、2010年の新知識人大賞、2012年の大統領表彰を受賞

するなど多くの功績を残しました。2018年には韓国キムチ協会長に就任してさらに多忙な日々を

送っています。キムチ文化を正しく伝えるためのキムチ文化館の設立は彼女の長い間の夢で、さら

にキムチのグローバル化に向けて海外で開かれるキムチ展示会やイベントにも参加して広報活動に

励んでいます。「キムチは私の人生そのものです。キムチがなかったら人生がつまらなかったでしょ

う。今の人生が楽しいので、これからもキムチと付き合いながらキムチのように熟成していきたいで

す。」食卓の上のキムチのように謙虚で、白菜の葉のように包容力のある人生が幸せだという彼女は

「キムチのような人生」を目指しています。

韓国人のソウルフードといえば何と言ってもキムチです。食卓の上では脇役ですが、存在感の強いキムチを主役に
するために研究している人がいます。キムチ一筋で食品名人になった李河然さんです。キムチは韓国を越えて世界
を魅了することができると言い、キムチ文化を広めることに夢中な彼女の美味しいキムチ人生をご紹介します。

京畿道南楊州市

キムチのように
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特にキムチは自然から生まれる全ての食材を漬けることができ、
世界のどこでもローカル化されたキムチを作ることができます。
グローバル化への可能性が無限にあるということです。

Q  健康食のキムチをグローバル化するための世界の人々へ向けた紹介方法は？

スローフードであるキムチは世界五大健康食の一つに選ばれるほど素晴らしい

食べ物として知られています。ヒラリー・クリントンさんもキムチをマジックフー

ドといったほどです。キムチは中毒性の強いニンニク、ショウガをはじめ他の食

材がバランスよく調和しています。肉や魚とはもちろん、サツマイモや餅、パンな

どとも相性がいいです。だから、洋食の基本であるパンと韓国人のソウルフード

のキムチが調和して日常的に食べられることになるのがキムチのグローバル化だ

と思います。特にキムチは自然から生まれる全ての食材を漬けることができ、世

界のどこでもローカル化されたキムチを作ることができます。グローバル化への

可能性が無限にあるということです。粉唐辛子を入れた辛くてしょっぱい白菜キ

ムチやカクトゥギをご飯と一緒に食べる韓国の食習慣だけでなく、パンが主食の

国には水キムチを、辛くてしょっぱい味が不慣れな国には浅漬けキムチを紹介す

ればよいでしょう。各地域の好みに合わせてキムチを普及していくことがキムチのグローバル化戦略です。誰にとっても美味しいキムチが

食べられるようになった時こそ、キムチは世界の食べ物だといえるのではないかと思います。

Q  キムチ名人の美味しいキムチの秘訣を教えてください。

美味しいキムチを作るためには良い食材と真心が最も大切です。旬の食材や良い塩辛を使うことが大事であり、また人工の食材より天然食

材を使った方が良いです。薬味はニンニク、ネギ、塩辛、粉唐辛子、ショウガの5種が基本となります。白菜と薬味の割合は7：3、6.5：3.5が

一番美味しいです。薬味をたくさん入れると美味しいと思いがちですが、入れ過ぎてもダメです。また、キムチは空気に

弱いため密閉保存がおすすめです。さらに、カラシナやわけぎ、大根の葉、イヌヤクシ草など濃い色の野菜で作るキ

ムチには濃い目の塩辛を、カクトゥギなど大根類のキムチにはアミの塩辛がおすすめです。

Q  キムチが文化観光コンテンツとして持つ可能性や意義とは？

文化コンテンツとしてのキムチの可能性は無限にあると思います。韓国料理を代表するのは何よりもキムチです。ユネ

スコ無形文化遺産に登録されたキムチはロハスフードとしても有名で、海外でもキムチ好きな人が増えています。これは韓国の

食文化を知らせるためには大事なことです。実際に南楊州市の鳥
チョアンミョン

安面がスローシティに選ばれた時、審査のために訪れたスローフ

ードの調査団向けにキムチ体験を行い、晩餐も直接用意しました。キムチで南楊州を知らせることができたと思います。このようにキムチ

をテーマにした様々な文化イベントも開かれています。代表例として毎年、ソウルキムジャン文化祭りが開かれ、韓国人だけでなく外国人も

興味を持って参加しています。だからソウル市はキムチ作りと試食体験ができるキムチ文化空間を設け、文化観光コンテンツとしてキムチの

価値を具現化して、さらに広めていかなければなりません。

キムチ作り体験
李河然さんのキムチを自分で作って食べたいなら、キムチ作り体験に参加してみましょう。キム
チの漬け方を最初から試演するので、名人のノウハウを学ぶことができます。キムチを作って試
食し、持ち帰ることもできます。名人のノウハウを学ぶ料理教室の定期プログラムもあります。
事前にお問い合わせください 。

健康食卓体験
キムチ作りや料理教室などの体験の後は、李河然さんと一緒に旬の食材で作られた健康食卓を囲ん
で食事しながら談笑できる時間です。新鮮な自然の食材を使ったキムチの優秀性と健康食卓のノ
ウハウが分かるプログラムです。体験は要予約。

ソウルキムジャン(越冬用のキムチ)文化祭り
2014年から始まったソウルキムジャン文化祭りは毎年11月に行われます。昔、越冬用のキム
チを作る日は祭りのような雰囲気だった思い出を再現することで分かち合いの文化を継承し、グ
ローバル文化祭りとして行っています。2018年には李河然さんが総括・運営した「韓国キムチ
100選の特別展」が開かれ、多彩な食材を使った100種の特別なキムチを紹介しました。他にも
キムチ作り体験をはじめ、名人のキムジャンガン、キムチマーケット、キムチ想像遊び場など固
有のキムジャン文化を体験し、味わい、楽しめる様々なプログラムが行われました。

  ソウル広場、武橋路   02-3337-9894
 www.seoulkimchifestival.com/2018_temp

名士おすすめの名所

茶
タ サ ン

山遺跡地
朝鮮後期を代表する思想家であり実学者の丁若鏞(号：茶山)の生家
がある場所です。彼はここで生まれ、18年間もの長い流刑生活を
終えこの地に戻ってから最期を迎えた75歳までをこの家で過ごし
ました。遺跡地内には生家「与猶堂」や墓、茶山文化館、茶山記
念館などがあります。川沿いに続く散策路でゆっくり散歩を楽し
むこともおすすめです。

  京畿道南楊州市鳥安面茶山路747番ギル11 
 09:00～17:00 *月曜定休
 031-590-2837

南楊州有機農テーマパーク
韓国有機農業の歴史と現状、ビジョンが分かる世界唯一のオーガ
ニック専門テーマパーク。有機農博物館を中心に周辺の利便施設
があるセンターゾーン、ファーマーズマーケットを中心にしたイ
ベントゾーン、有機農業教育を受けて体験できる体験ゾーン、果
樹園とエコハーブ園など野外空間で自然に触れることができるウェ
ルビーイングゾーンがあります。

  京畿道南楊州市鳥安面北漢江路881
 平日09:00～18:00(入場は17:00まで)

 週末09:00～19:00(入場は18:00まで) 
 031-560-1471   www.organicmuseum.or.kr
 大人 2,000ウォン

 逢友里チャンキムチ

  京畿道南楊州市瓦阜邑コレサン路215-30   031-521-9052

プログラム
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価値の再発見によって
切り開いた許皓の

幸せなシルクロード

尚
サンジュ

州地域名士

許
ホ ホ

皓

Rediscovery 価値の再発見、不良繭から生まれた高級絹織物 

咸昌は絹織物を伝統方式で生産している韓国唯一の地域です。

咸昌産絹織物の地位を受け継いでいる許氏絹織物の代表取締

役・許皓さんは、伝統の絹織物の隠れた価値を見つけるために

努力してきた人物です。

「咸昌は養蚕を営む農家が多く、絹市が立った町です。母の実

家は代々蚕業と絹織物を営んできたので、母親を手伝いながら

5代目として家業を継ぐことになりました。」

絹織物は絹糸を伝統方式で製織した高級織物で昔からその価

値が高かったのですが、1980年頃からナイロン繊維の流行を

受け絹織物の市場は大幅な縮小を余儀なくされました。そこで

彼は不良とみなされた「玉繭」に注目しました。一つの繭の中に

二匹の蚕が入っているため、玉繭から繰り出される玉糸は糸が

もつれ合い小さな玉のような節ができたもので、安価な商品でした。

「新しい道を探っていた時に、玉糸の節を結び目の模様に見立てようと発想の転換をしたことで、

絹織物の世界へと導かれていきました。」

試作品を作ったら大成功でした。半額以下だった不良品が一般の絹糸より高く売れ始めました。従

来になかった新鮮さが予想外の反応を起こし、まさに価値の再発見が生み出した奇跡でした。

無になり手放してから大きく満たされた幸福

玉糸の成功により多くのものを得ました。しかし、許皓さんは最高潮に達したところで仕事を止める

ことにしました。結婚当時、元手ができたら楽な仕事をしようと夫人と約束していたからでした。「3ヶ

月間楽な仕事を探し回りましたが、皆から幸せな仕事をしているのにと言われ、考え直し妻に話しま

した。一生、蚕業を続けようと、代わりにこれからはお金のことは考えずにいいものを作ろうと約束

しました。」

視線を変えたら、それまで見えなかったことが目に入ってきました。捨てられた織機や品物が新しく

見え、ゴミのように思われた昔のものを集めたら小さな博物館ができました。横糸と縦糸の様々な

組み合わせや実験によって、これまでなかった新しい絹織物が100種類以上も誕生し、7年にわたる

挑戦の結果、柿渋染めにも成功しました。伝統を継承・発展させた功績が認められ、2013年には慶

尚北道最高職人(繊維加工分野)、2018年には慶尚北道文化賞(文化部門)を受賞しました。「絹織

物は私の全てで、始めであり終わりであります。仕事を捨てて考えを改めたら、全てが違うように見

えてきて本当の幸せを見つけることができました。絹織物のお陰で見つけた幸せな人生です。」

ふと風に揺れる絹地が、人生を絹織物とともに歩んできた彼のシルクロードに見えてきます。

慶
キョンサンブクド

尚北道尚州にある咸
ハムチャン

昌は、昔から伝統の絹織物で有名な地域です。蚕の繭と絹は時代の流れとともに忘れ去られ
ましたが、新たな旋風を巻き起こして伝統の絹織物を広めた絹職人・許皓さん。他人が行かない道を自分だけのや
り方で進み、幸せなシルクロードを切り開いた彼の物語をご紹介します。

慶尚北道尚州市

伝統産業を文化として解釈する
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Q  機械化時代において伝統方式を基盤にする許氏絹織物の競争力とは？

時代の流れとともに多くの部分が機械化されましたが、私達はまだ伝統的な紡錘を使って絹織物を作っています。その

理由は水に濡れた絹糸で横糸を、乾いた糸で縦糸を交差して製織するからです。このようにすれば横糸と縦糸が密着し

て堅固な組織と柔らかい質感を得ることができます。また、絹織物を引っ張った時に横糸と縦糸が偏ることもほとん

どなく、濡れた横糸と縦糸の交差点が曲がって水に濡れても変形などがありません。これが許氏絹織物の最大の競争

力です。紡錘を使うことは不便でもありますが、そこに莫大な価値があるので、どんなに先端機械が優れていると言っ

ても使うことはありません。伝統方式にこだわることがむしろ優れた高品質の絹織物を作り出す競争力になっているの

ですから。

Q  柿渋染めの成功までに長い時間がかかりましたが、最後まで天然染色を諦めなかった理由は？

7年にわたる挑戦の末に柿渋染めにやっと成功しました。絹織物は動物性なので植物性の柿渋では染

めることができないというのが通説でした。実は柿渋染めに挑戦して2年経った頃には諦めようとも思

いました。しかし、自分が今、尚州の特産物である「三白(干し柿・蚕の繭・米)」のうち、二つを組み合わ

せようとしていたことに気づきました。それからは何が何でも成功するまでやり遂げようと決心しまし

た。尚州「三白」の二つをどうしても融合させたい気持ちでいっぱいでした。失敗を繰り返すうちに、あ

る瞬間から柿渋の変化や発色過程に気候の影響を受けることが分かり、ノウハウを習得するようになり

ました。それからは染色だけではなく、色々なやり方で模様を作ったり、玉ネギの皮など様々な材料を

使うようになりました。

Q   絹織物が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

咸昌産絹織物の最大の価値は、伝統が受け継がれてきた地域である咸昌を代表する唯一の伝統素材

ということです。特に、スローシティや咸昌絹フェスティバルなどは尚州の咸昌地域を代表する商品と

して地域の広報に大いに貢献しています。「尚州スローシティ」に指定される前に国際スローシティ連

盟の調査団が訪ねてきた時も、伝統の絹織物が生きている街であることを強調しました。また、2013年

の大韓民国シルクロード探検隊の訪問や2014年の咸昌村美術プロジェクトによる絹芸術村作りなど

から伝統の絹織物産業が文化的に解釈できることを十分確認しました。このように絹織物は産業の枠

を超えてファッション、文化、芸術などと融合して新たな価値に発展しており、これを通じた文化観光コ 

ンテンツとしての意義も一層大きくなっています。現在、大韓民国韓服振興院を咸昌に建てています

が、これもまた伝統の絹織物が生きている町だからこそ可能なことです。絹博物館を中心に絹テーマパー

ク、咸昌絹フェスティバルなど関連の文化観光コンテンツも増えています。自分がよく

知っている職業が地域を変えていくと思うととても嬉しいです。

伝統方式にこだわることがむしろ優れた高品質の
絹織物を作り出す競争力になっているのですから。

織物工場と展示場の解説付き観覧
許氏絹織物の建物の1階には糸車、糸枠、玉巻き、座繰り、自転車を改造した糸車、織機など絹織
物の製作機械や関連する品物がたくさん展示されています。職人の手あかで磨かれてきた道具を
直接手で触れることができ、許皓さんの説明を聞きながら観覧することができます。現在、絹織
物を生産している工場に行って伝統の絹織物生産工程を見学してみましょう。

絹の機織り体験
一匹の絹織物は蚕の繭から糸を紡ぎ、糸枠に巻く、糸巻き、織機で織る、1次乾燥して蒸す、脱
水・乾燥、染色、アイロンの過程を経て仕上がります。このうち、昔ながらのやり方で糸車を使っ
て蚕の繭から糸を紡ぐ体験や織機で絹織物を作る体験ができます。  

絹織物の天然染色体験
許皓さんが数年間の実験の末に成功した、絹織物の柿渋染め体験も用意されています。彼が開発
したオリジナル技術で絹織物を柿渋染めし、世界に1つだけのオリジナルスカーフを作り自分だけ
の個性を生かしたコーディネートを楽しんでみましょう。  
⦁   �染色体験   小サイズ 20,000ウォン、大サイズ 40,000ウォン

名士おすすめの名所

咸
ハムチャンミョンジュ

昌絹博物館
咸昌絹博物館には繰糸から織機で製織する全ての過程を人形を使っ
て演出・展示されており、絹織物の歴史や咸昌産絹織物の特徴、
製織などが一目で分かります。すぐ隣には絹テーマパーク、慶尚
北道蚕糸昆虫事業場で運営する蚕昆虫体験学習館と蝶の生態園、
天然染色を体験できる工房などもあります。

  慶尚北道尚州市咸昌邑ムウン路1593
 054-541-9260

咸昌アートロード
咸昌で行われた村美術プロジェクト「咸昌イェゴウル(昔の村)：錦
上添画」から生まれた芸術作品が咸昌の4つのエリアの道端に展示
されているため、これらのアートロード探訪を楽しめます。絹を
テーマにした咸昌駅が「錦」、伝

チョンゴリョンガヤ

古寧伽倻王陵のあるチングレミ
村が「上」、咸昌伝統市場の一帯を「添」、昔の造り酒屋があっ
た跡地を「画」に決め、それぞれのテーマで作品が展示されてい
ます。

  慶尚北道尚州市咸昌邑伽倻路31
 054-5410-7814

 許
ホシビダンジンムル

氏絹織物
  慶尚北道尚州市咸昌邑御風路19   054-541-3730    www.함창명주.kr

プログラム
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白蓮の香りを抱いて
熟して行く

伝統酒造り職人の
マッコリ人生

唐
タンジン

津地域名士　

金
キ ム ヨ ン セ

容世

Life
伝統酒の名家で造った白蓮マッコリ

熟すほどに香りが一層奥ゆかしくなるものがあります。それは酒も人も同じで

す。そして両方に会える場所が忠清南道唐津にあります。海風が吹く平野と水

が豊富な金
クムチョンリ

川里にある新平醸造場は、80年を越える歴史にふさわしい濃い

味の酒で愛酒家から愛されてきました。

「1933年に父(故金順植)が新平マッコリとして始めました。今は韓国最古の

醸造場の一つになりました。」

1933年から酒造りを始め、変わることなくその場を守っている新平醸造場

の約80年の歴史のうち、約50年間、責任を負ってきた人が白蓮醸造文化院

の院長・金容世さんです。ソウルで行政学修士まで取得しましたが、家業を継

ぐために造り酒屋に入りました。

マッコリは大衆に永らく愛されていますが、他の酒に押されて苦戦を強いられ

る時もありました。悩みの末に彼が見出したのが、伝統マッコリに蓮の葉を加

味した白蓮マッコリでした。白蓮マッコリが紹介されると、その反応は熱かった

です。2009年に大統領府の晩餐酒に選ばれ、サムスングループの新年の祝い

酒で有名になり、世界的な酒の品評会に招待され度々、受賞もしました。

完成された味に向かって進む醸造場

「今は泡を見ただけでも寒くなるなとか暑くなるなとかがすぐ分かります。

幼い子を世話するように酒も世話しなければなりません。」

金容世さんは酒の味を守るために、父が作った醸造場の建物から酒甕まで全て伝統方式にこだわっ

ています。彼にとってマッコリは、伝統が盛り込まれた文化であり、手触りによって味が変わる芸術

であるからです。このような哲学を守ってきた新平マッコリは、人気番組「1泊2日」で「全国5大マッ

コリ」として注目を集め、2013年に農林畜産食品部の近代文化遺産復元プロジェクトの一環である

「訪ねてゆく醸造場」にも選ばれました。また2015年には伝統酒文化体験場「白蓮醸造文化院」を

オープンし、最近では国内だけでなく外国からも観光客が訪れてマッコリを直接作って試飲するな

ど高い関心を寄せています。

「いつも基本に忠実であるために努力しています。世界の誰もが『そう！この味！』と言いながら満

足できるようにすることが目標です。これから息子がさらに発展させて世界的に認められる醸造場

になればと思います。」

父の後を継いで彼が守ってきた醸造場を、今は息子である新平醸造場代表取締役・金
キムドンギョ

烔敎さんが運

営しています。代を引き継いでさらに発展している新平マッコリは、奥ゆかしい酒と名人の人生の香

りを込めてより一層完成された味に向かって進んでいます。

約80年間、3代に渡りマッコリを造りながら伝統と文化を伝えている場所があります。それは忠
チュンチョンナムド

清南道唐津にある
新
シンピョン

平醸造場です。先代からの伝統方式に白蓮の香りを加えて開発した白蓮マッコリで伝統の味をさらに一歩発展さ
せている白

ペンニョン

蓮醸造文化院の院長・金容世さん。彼が歩いてきた歩みごとに伝統マッコリの歴史と人生の香りが深く
染み付いています

忠清南道唐津市

伝統酒は文化であり、哲学であり、科学であり、芸術である
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Q  白蓮マッコリを開発する上で大変なことは何でしたか？

最初は蓮の葉を粉砕して直接入れてみました。色も味も良いが、浮遊物が問題でした。酒に製造できるか

どうかを評価する国税庁の技術研究所からは、とても良いが浮遊物のため消費者が好まない可能性がある

ので他の方法を探すようにすすめられました。様々な方法を試みて研究し続けた結果、酒を熟す過程で切っ

て炒めた蓮の葉を入れて一緒に発酵させることで、特有のほのかな香りと蓮の葉の良い成分が染み出るよ

うにしました。そうしたら他のマッコリよりずっとすっきりした味になりました。最適の配合比率と味を

見出すのに約1年がかかりました。こうして完成された白蓮マッコリは、蓮の葉の香りがマッコリの苦さを

取り除き後味がすっきりしているので、女性や若者、外国人からも反応が良いです。

Q   伝統を守る事も重要ですが、時代変化の中で新しい方向を摸索する必要もある
のではないでしょうか？

新平醸造場は約80年間伝統方式にこだわっており、それは新しい未来を開く資産

になると思います。しかし伝統とはそのまま立ち止まって守るだけではなく、現在

を生きている人々にインスピレーションを与えてコミュニケーションしなければな

りません。そういった面で私が伝統的な方式のマッコリ製造を守り続けてきたとす

れば、今度は息子がマッコリに若いイメージをプラスして様々な試みを行っていま

す。高級化戦略でマッコリの容器をガラスに変え、パッケージデザインも新しくし

て若者に好まれる酒に生まれ変わっています。またソウルの江南にも「シェマク

(Chez Maak)」という直営マッコリ専門店をオープンし、大衆とコミュニケーション

しています。このような試みと努力に基づき韓国伝統酒の過去と現在、未来的価値

を顧客と共有し、尊敬される100年企業に成長したいと思います。

Q  新平マッコリが文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

マッコリは韓国の伝統酒で、新平醸造場も長い歴史を持つ伝統文化のアイテムで

す。また近年の旅行は食べる・飲むなど体験が中心で、飲みながら体験もできるマッ

コリは観光コンテンツとしての要素が揃っています。弊社はマッコリをただ販売す

ることだけに止まらず、文化商品として開発しているのです。何よりも80年を越え

る歴史と遺産は簡単に持てるものではなく、その意味でもう一つの文化的資産にな

りつつあります。また新平醸造場に訪れたら、マッコリについて知るだけでなく、

唐津の由緒ある遺跡地ときれいな海も楽しむことができ、体験のみならず旅行とし

ても楽しい時間を過ごすことができます。他にも新平マッコリは唐津米で

作り、年間70トン程使うので、唐津米の広報と地域社会にも貢

献していると思います。今後新しく建物が建てられたら、現在

は団体のみ可能な体験プログラムも個人で楽しむことができ、 

もっと多くの人々が休んでいくことができる憩いの場を作る計

画です。

新平醸造場は約80年間伝統方式にこだわっており、
それは新しい未来を開く資産になると思います。

白蓮醸造文化院展示館の観覧
倉庫を改造した展示館には大きな酒甕から一斗枡、麹を一定の大きさに形成する枠まで酒に関連す
る道具でいっぱいです。また朝鮮総督府の時代に受けた賞をはじめ免許証、税金帳簿、60年代の
健康診断書など時代変遷の歴史も見ることができます。観覧後、簡単なマッコリ試飲も可能です。

 10:00～16:00   無料

マッコリ(単醸酒)作り体験
伝統酒に関する基本教育の後、伝統マッコリを作ることもできます。水が入ったガラスの壷に蒸米
と麹、酵母を一緒に入れてよく混ぜ合わせてマッコリを作ります。家に持ち帰り1週間ほど熟成さ
せてから濾過して飲むとおいしいです。

 2時間   25,000ウォン

名誉マッコリソムリエクラス
マッコリが好きならマッコリソムリエに挑戦してみましょう。その場で色々な味で配合する方法を
習って、自分だけのオリジナルマッコリカクテルを作って楽しむこともできます。韓国マッコリ協
会長が認める名誉マッコリソムリエ資格証をもらえます。

 2時間   25,000ウォン

麹のチヂミ、クッキー作り
子供向けの体験プログラムも実施しています。新平醸造場だけで味わうことができる、米麹とナッ
ツ類、蜂蜜を入れた麹のチヂミを作って楽しむことができます。

 1時間30分   25,000ウォン

名士おすすめの名所

筆
ピルギョンサ

耕舎
筆耕舎は、「常緑樹」を書いた小説家・沈熏が1932年にソウ
ル生活を片付けて唐津に引越してから、自ら設計して建てた家で
す。筆耕舎は「筆で畑を耕作する」という意味で、彼の詩の題名
から取って付けた名前です。ここで1935年に「常緑樹」を執筆
しました。筆耕舎の隣には彼の原稿や写真、各種資料を集めた沈
熏記念館もあり、一緒に回るのもおすすめです。

   忠清南道唐津市松嶽邑常緑樹ギル97 沈熏常緑樹記念事業会
 041-360-6883
 djsangnok.org/sub3

機
キ ジ

池市綱引博物館
500年の伝統を誇る機池市綱引きは、ユネスコ無形文化遺産であ
り国家無形文化財第75号です。近くの村の人々が共同の井戸を中
心に水の下と上に分かれて、長さ約200メートル・重さ約40トン
の巨大な綱を引く祭りです。国内外の綱引きに関連する資料や各
種体験施設を備え、長い歴史を広報して保存・伝承する韓国唯一
の綱引きテーマ博物館です。

  忠清南道唐津市松嶽邑アントゥルモシギル11
 041-350-4929   10:00～18:00 *月曜休館
 www.gijisi.com

 新平醸造場

  忠清南道唐津市新平面新平路809   041-362-6080
 koreansul.co.kr   平日10:00～16:00 

*体験15名以上のみ可能/15名未満は土曜日13:00の常設プログラムをご利用ください。

プログラム
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幸せを育てる農夫
花より香しい李鎬淳の

ハーブライフ

平
ピョンチャン

昌地域名士

李
イ ホ ス ン

鎬淳

Nature
都市を離れて農夫になる 

ハーブを通して幸せを分かち合う人がいます。江原道・平昌

の深い渓谷にある「ハーブナラ農園」の園長・李鎬淳さんで

す。1993年にオープンしたハーブナラ農園は、韓国初の

ハーブ農園です。もともと大手企業の役員と系列企業の

CEOを務めていた彼がここに来たのは、夫人の李
イ ド ゥ イ

斗伊さん

との結婚当時の「農村で暮らそう」という約束を守るため

でした。それでやっと都心を離れたのが夫人が49歳、彼

が51歳で2人の年齢を合わせて100歳になった時のこと

でした。「農業をしながら自分も楽しめるアイテムを見つ

けるために大変苦労しました。そんな中、ハーブに興味を

持つようになりました。育てる楽しさもあってお茶にもで

きるし、加工品も作れるなど色々と活用できるところが魅

力的でした。」

平昌で山や水のきれいなちょうど良い場所を見つけましたが、実際は苦難の連続でした。土地が石

だらけだったので、まず石を取り除き、100台のトラックで大量の土を運んできて30センチ以上敷

いてからやっとハーブを植えることができました。しかし、ラベンダーの種だと思って植えたらヒソッ

プが咲いたり、3月に種をまいたら春が遅い平昌の気候のせいで全てのハーブが凍死してしまったこ

ともありました。

ハーブが教えてくれた幸せ、一緒に生きること

困難はそれだけではありませんでした。定住するために来ましたが、地元民にとって都市から来た人

は不審なよそ者でしかありませんでした。釈然としない思いを抱き過ごすうちに、自ら彼らの中に入

り込まなければならないことに気づきました。それから住民達とコミュニケーションし、地域発展の

ために努力した結果、誕生した「蕎麦の花咲くころ 孝石文化祭り」は、韓国の最優秀祭りに選ばれ

ました。また「孫達が住みたい故郷」作りのために日本の地域・団体と姉妹都市協定を結んで地元

民の見学も実施しました。それらの努力が認められ2014年には平昌郡民大賞も受賞しました。こ

のように忍耐と努力の結果、村に根付くことになり、300坪で始めた農園は現在1万坪に達していま

す。1年に約50万人の観光客が訪れるハーブナラ農園は平昌を代表する観光スポットになりました。

「私達は皆自然の一部です。自然の中で一緒に生きていくことが幸せだということをハーブが教え

てくれました。今までは農場を丁寧に手入れをしてお客様が楽しめるようにしましたが、これからは

訪問客が幸せを見つけられるような場所にしたいです。」

自然と人、人と人が共存して皆が幸せになる空間作りが、ハーブのように香しい人生を生きている

李鎬淳さんの目標です。

道端の野花が香しいハーブになり、平凡な農夫を夢見ていた暮らしが香しいハーブライフになりました。江
カンウォンド

原道平
昌の深い渓谷にあるハーブナラ農園の園長・李鎬淳さんは「一緒に生きていく」ことがハーブが教えてくれた幸せ
の秘訣だと言います。その教え通り、彼は自然の中で一緒に暮らして皆が幸せになるために、今日も香しいハーブ
を育てています。

江原道平昌郡

自然は愛である
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Q    ハーブナラ農園は農業の新しいコンセプトを取り入れた景観農業・観光農園のモデル

として有名です。見て楽しむ農業とは何ですか？ 
ハーブナラ農園は農地と農作物を活用して見どころを提供したり、ハーブや花を媒介にして

癒しの時を提供する農業をしています。私達は最初から見せる農業、一休みできる農場を研

究してきました。そのために自らハーブを育てて農園に展示し、ハーブを使った商品を作る

体験もできます。また、博物館やギャラリーなど文化スペースを設けることで文化も楽しめ

るようにしました。このように見て楽しむ農業が低迷した農村に新しい風を吹き込むことに

になりました。

Q  ハーブナラ農園を通して伝えたい究極的な意義とは？

私が夢見る暮らしは「HERB」です。ハーブの頭 文字を取って、働いて元気な暮らし

(Healthy life)、香辛料のハーブによって美味しい暮らし(Enjoy the tasty life)、一緒に生

き生きとした暮らし(Refresh life)、分かち合って美しい暮らし(Beautiful life)を実践する

ことです。皆が農業と共同体の根源である農村の価値を大切に思い、自然が与えてくれる限

りない恵みに感謝する暮らし、これがハーブを通して伝えたい幸せな暮らしです。

Q   ハーブ農業が文化観光コンテンツになると思いますか？

ほとんどの人は農業といえば食べ物や食料資源を思い浮かべますが、実際に農業をしてみ

ると癒しの機能を持ち合わせていることが分かりました。毎年こんな山奥まで何十万人が

訪れてくるのは、単純に「見る」ためだけではありません。見て楽しんで体験して休みながら

癒されるそのものが文化観光となるのです。特にハーブナラ農園はハーブだけでなく色ん

な花と木、文化施設まで揃っており、文化と自然が共存する場所です。他の農業からも文化

観光コンテンツとしての意味を十分探せると思います。

TIP ⦁ トルコギャラリー「ハントウル」
1999年8月にイズミット地震が起こった時、韓国での募金活動で集まった寄付金を渡すために李鎬淳さんは韓国トルコ親善協会長・李時烔博
士と一緒にトルコを訪問しました。これをきっかけにトルコを紹介する様々な民俗工芸品や伝統小物などを収集して2002年7月にトルコギャ
ラリーをオープンしました。小さいながらも充実した、世界で一番小さいトルコギャラリーで特別な感動を味わってみましょう。

ハーブナラ探訪
ハーブナラでは約1万坪の畑に100種以上のハーブと花を栽培しており、様々なストーリーとテー
マで作られた10余りのテーマガーデンがあります。ヨーロッパ風のオブジェや木で作られた鳥の
巣、蝶々など色んなテーマを基に作られたテーマガーデンにはそれぞれのストーリーがあって巡
るだけでも楽しいです。他にも、野外音楽堂やハーブ博物館、トルコギャラリー、漫画ギャラリー
など自然の中で文化体験も楽しめます。

ハーブ体験
ハーブを使った工芸品や香水などを作る体験を通じてさらに長くハーブの香りを楽しんでみましょ
う。また、ほのかな香りのハーブティーとハーブで作った料理もハーブのもうひとつの魅力を味
わえる特別な体験になるでしょう。
⦁  手作り体験 : 押し花工芸、ハーブ香水、ハーブ石鹸、ハーブ植木鉢、ハーブ酢、ハーブキャンドル 
⦁   グルメ体験 : ハーブティー、ハーブビビンバ、キムチ作り、花畑でのファームパーティー
* キムチ作り体験：外国観光客の場合は事前予約するとキムチ作り体験ができます。自分で作った
キムチ(1玉)を持ち帰ることもでき、韓国の食文化に対する特別な時間を過ごせます。

ハーブナラの秋祭り
毎年、秋になるとハーブナラでは約10日間秋祭りが開かれます。興

フンジョン

亭溪谷の色とりどりの紅葉と
ミュージシャンの様々な公演、風変わりなハーブグルメ市場、ハーブを用いた各種体験教室、秋
の運動会など多彩なプログラムを楽しめます。

名士おすすめの名所

武
ム イ

夷芸術館
2001年に廃校を改造して作られた芸術空間で、展示室・作業室・
体験場・彫刻公園などがあります。すぐそばには広いソバ畑を作
り、地域特徴も生かしました。彫刻・陶芸・絵画・書道作家が共
同で使う作業室であるオープンスタジオでは自然の中で芸術の香
りを体験することができます。毎年8月初めには「武夷アートフェ
スティバル」も開催しています。

  江原道平昌郡蓬坪面沙里坪ギル233
 033-335-6700
 mooee.kr

五
オデサンウォルジョンサ

台山月精寺
新羅善徳女王12年(643年)に創建された千年の古寺・五台山月精
寺は、寺院そのものだけでも美しい空間です。月精寺の境内を巡
りながら伝統建物の美しい曲線、エンタシスの柱の科学的原理、
棟と隅棟など韓国の建築についても学ぶことができます。仏舎利
が奉納されている八角九層石塔と4,000点の文化財が所蔵された
聖
ソ ン ボ

宝博物館など見どころが多いです。

  江原道平昌郡珍富面五台山路374-8 
 033-339-6800
 woljeongsa.org

プログラム

 ハーブナラ農園

  江原道平昌郡蓬坪面興亭渓谷ギル225   033-335-2902    www.herbnara.com
*休業日や運営時間などの詳細は訪問前にホームページにて要確認
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飲食知味方で
韓食の世界化、

350年の
腕前を伝える

宗家女主人

英
ヨンヤン

陽地域名士　

曺
チ ョ グ ィ ブ ン

貴粉

Flavor

最初のハングル料理本「飲食知味方」を再現 

由緒深い宗家には家ごとに伝統の味が代々引き継がれてきます。その中でも

目立つのが慶尚北道英陽郡トゥドゥル村にある石渓宗宅です。その理由は、

1600年代の朝鮮中期に慶尚道に住んでいた両班(昔の貴族)家の調理法が記

録された最初のハングル料理本「飲食知味方」が伝えられてるからです。そし

て現代的解釈を加え「飲食知味方」を再現した石渓宗宅の第13代女主人・曺

貴粉さんが伝統の味を伝えることで韓食の世界化を先頭を切って進めていま

す。「張桂香が書いた『飲食知味方』は最初のハングル料理本であり、女性が

書いたアジア最古の料理本です。1999年11月に彼女が今月の文化人物として

選ばれたことで、それまで世間に知られていなかったこの料理本が再評価され

ました。」

「飲食知味方」が再評価されてから曺貴粉さんは代々伝わる調理法を伝授・伝

播する活動に乗り出すことになりました。本来高等学校の家庭科の先生だった

履歴に、宗家女主人として身につけてきた腕前も基盤になりました。また子孫

として責任を全うするために「飲食知味方」を現代に合わせて再解釈すること

に多くの時間と手間をかけました。何よりも古い料理本のままでは一般人がまねしにくいだろうと

思い、現代に合うレシピを作るために多くの調理と研究の末、再現することに成功しました。

女主人の腕前、世界を魅了する

本来宗家の重要な仕事として先祖の祭祀とお客様を迎えることがあります。曺貴粉さんも接客に多

くの努力を傾けました。「飲食知味方」はその土台になり、大きな行事も行いました。2015年4月

に大
テ グ

邱で開かれた第7回世界水フォーラムが代表的です。当時9ヶ国の首脳や国際機関の人々の歓

迎昼食会に「飲食知味方」のメニューを提供し、韓国の味を世界に伝えました。

「お客様の中にはお米が嫌いな方がいました。そのためドングリのお粥を出す予定のところを、急

遽米粉の代わりにさつまいもを蒸してお粥を作りました。また七日酒で乾杯する予定でしたが、お

酒を飲まない方がいたので、皮むきゴマを粉にして混ぜた水を濾してマッコリのように白い色の飲

み物を作りました。」

その後も彼女は飲食知味方に紹介されている伝統料理の中から約40種を現代的な韓定食メニュー

に開発・定着させ、甘香酒・ユファ酒・百花酒など数十種の酒を復元して商品化することに力を注

ぎ、世界の人々に韓国伝統の味を代表する料理として昇華させています。

「子孫として祖先が残した文化的遺産を広めることができ光栄に存じます。もちろん大変ですが、

避けられないのなら楽しむべきだと思います。」周りの人々から「曺将軍」と呼ばれる彼女は、張桂

香の腕前だけでなく「女中君子」と呼ばれた程大人の風貌を持ったその品性までもいつの間にか似

てきたようです。350年の時を越えて腕前に受け継がれた絆が一層特別に見えます。

慶
キョンサンブクト

尚北道英陽にある石
ソ ッ ケ

渓宗宅には、韓国最初のハングル料理本「飲
ウムシクディミバン

食知味方」が代々伝えられています。350年
前の張

チャンゲヒャン

桂香の調理法を石渓宗宅の女主人・曺貴粉さんが現代的に再現し、韓食の世界化を先頭を切って進めていま
す。そして先祖の調理法を再現した曺貴粉さんの腕前に今世界が感心しています。

慶尚北道英陽郡

避けられないのなら楽しめ
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Q  張桂香氏はどんな方かもっと詳しく紹介してください。

張桂香(1598～1680)はスーパーウーマンをも凌駕するほどの人だったと思います。主人・李
イ シ ミ ョ ン

時明

(号：石渓)を内助の功で支え、10人の息子達を立派に育てた良妻賢母です。さらに書く字も美し

く書道家と言われ、優れた詩を残した詩人でもあり、猛々しい虎を繊細に描いた「猛虎図」や山

水画などを残した画家でもありました。また70代初めに料理本を残し、女性であるにもかかわら

ず丁卯胡乱(1627年に後金が朝鮮に侵攻した事件)の際には義兵を起こして国を守るために乗り

出しました。愛民思想が強くて避難民にドングリのお粥を提供したり、避難民の中に妊娠してい

る女性がいれば我が家で出産しなさいと言いました。その優れた姿を見ると、私達がいくら頑張っ

ても彼女の足元にも及ばないと思います。

Q  飲食知味方を再現する過程において大変なことはなかったですか？

張桂香が文化人物として紹介された後、テレビ局などマスコミがたくさん訪ねてきました。最初はも

しミスでもしたら迷惑をかけそうで全て断っていました。しかし断り続けることも子孫の道理ではな

いような気がし、遅くなり過ぎる前に伝えなければと思い、心ならずも乗り出すことになりました。

ところが昔の料理本ですから文章自体が古語のため、そのままでは料理しにくいだろうと思い、大学

の先生達と長い間、料理の勉強をしました。本にある料理の全てを伝えられるのではなく、現代に合

わせにくい材料もあり、たくさん研究をしました。また現代人に合うレシピを作るため、1つの料理

を何度も作り直し研究を重ねました。それでも料理本があるから、口承で伝えられた料理よりも、石

渓宗宅ならではの味を正しく再現するのに、大きな助けになりました。

Q  飲食知味方が文化観光コンテンツとして持つ強みとは？

飲食知味方体験館を訪れる人の中には外国人も多いです。特に飲食知味方の調理法で作った料理の

ほとんどは天然材料を使い、淡泊で刺激がないので非常に好まれます。2015年3月にソウルのコ

リアハウスで在韓の外国大使達を接待した席でもイギリスの大使に味はどうかと尋ねると親指を上

げました。彼らは「このような韓国料理をなぜ今まで食べられなかったのか」と聞き返し、「この頃は

フュージョン料理が多いので正統韓食を味わうのが難しい」ともおっしゃいました。しかし私達は飲

食知味方に伝わる方式の通り再現するために努力しています。それが世界化に繋がる道だと思いま

す。我々のもの、我々の伝統を守ることが世界化だと思い、それが最大の強みだと思います。

TIP ⦁ 飲食知味方
「良い料理の味を出す処方」という意味を持つ現存最古のハングル料理本。1670年頃、女中君子と
呼ばれた張桂香が子孫のために70歳を超えて書きました。朝鮮の中期・後期に慶尚道の両班家で
実際作っていた計146種の調理法と貯蔵・発酵食品、食品の保存方法などを紹介しています。調理
法は3つに分かれ、麺餅類に餅・らくがんなど18種の特別料理、魚肉類に各種魚・キジ・鶏などの料
理法と麺類・餅菓類・野菜類など74種の調理法、酒51種と酢3種の計54種の調理法が紹介されて
います。

飲食知味方と張桂香遺物展示館の観覧
張桂香体験文化教育院1階には飲食知味方に紹介されている料理のうち、51種を実物大模型にし
て現代的に再解釈した詳しい調理法と一緒に展示しており、4ヶ国語(日本語、韓国語、中国語、
英語)に翻訳された「飲食知味方映像資料」を見ることができます。また張桂香遺物展示館も設け
られており、彼女の一代記や詩・書画、手作りの衣服まで見ることができます。

飲食知味方の料理作り体験
曺貴粉さんとともに飲食知味方に紹介されている料理を直接作って試食し、朝鮮時代の両班家の
伝統料理を体験することができます。タラ皮ヌルミ(キジ肉とキノコの具をタラの皮で巻いて蒸し
たもの)、スギョイ(野菜とイワタケの餃子)、ザクロスープ、貧者餅(ピンデトク)、ソプサンサム
(蔓人蔘の天ぷら)など名前も聞いたことのない料理を直接作って楽しむことができます。

 054-682-6441～2   11:00、14:00(15名以上のみ可能)
 1名1メニュー 10,000ウォン

伝統料理の食膳体験
伝統韓屋で現代人の口に合うように再現した飲食知味方の食膳を体験することができます。飲食
知味方の料理は長時間かけて作られ、化学調味料を一切使わないので淡泊でさっぱりした味わい
が絶品です。要予約。

 054-682-7764
 小婦膳(33,000ウォン)、貞夫人膳(55,000ウォン)、10名以上のみ可能

名士おすすめの名所

トゥドゥル村
「丘の上にある村」という意味で、載寧李氏の同姓集落です。
1640年に李時明が丙子胡乱(1636年に清が朝鮮を侵略した事件)
の国辱を恥ずかしく思い、官職を捨ててこの村に入り、学問研究
と後進養成に専念しました。この村には石川書堂(寺子屋に当る)
と石渓古宅をはじめとする伝統家屋約30軒と張桂香文化体験教
育院、飲食知味方伝統酒体験館などがあり、小説家・李文烈の家
「匡山文学研究所」も巡ることができます。

  慶尚北道英陽郡石保面トゥドゥルマウルギル62
 054-680-6440～3

チュシル村
趙光祖の己卯士禍(朝鮮中期に保守的な勲旧派により急進的な若手
官僚が失脚された事件)をきっかけに1629年に趙佺(号：壷隠公)
が漢陽(現ソウル)を離れてこの村に定住してから「漢陽趙氏」の同
姓集落になりました。趙佺が梅坊山に登って鷹を飛ばし、鷹が座っ
た場所を敷地に決めて建てた家が「壷隠宗宅」です。この家で青
鹿派の一詩人・趙芝薫が生まれました。チュシル村には趙芝薫生
家をはじめ、芝薫文学館、趙芝薫詩公園、玉川宗宅、晩谷精舎な
ど見どころも多いです。

   慶尚北道英陽郡日月面注谷里
 054-680-6062

 張桂香文化体験教育院

  慶尚北道英陽郡石保面トゥドゥルマウル1ギル42   054-680-6440～3
 www.yyg.go.kr/jghcenter   09:00～18:00
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旌
チョンソン

善地域名士

秦
チ ン ヨ ン ソ ン

庸瑄

アリランの花を辿って
星の峠を越える

秦庸瑄の
アリランロード

Arirang
曲がりくねった峠を越えてアリランを探して歩く道 

アリランの故郷である江
カンウォンド

原道・旌善にはアリランのメロディーのように曲がりく

ねった山道と水の流れに沿って「アリラン博物館」があります。2016年にオー

プンしたこの博物館には約30年間アリランの研究に邁進してきた秦庸瑄さん

の足跡と息遣いが感じられます。「アリランは長い年月にわたって韓国の情緒を

込めて歌われてきた歌です。アリラン博物館にはこれまで集めてきたレコード、

楽譜、パンフレット、映像などの関連資料が約5000点整理されています。」

彼のアリラン研究はドイツ文学を勉強していた大学時代、アリランを翻訳する

途中「足が痛む」という歌詞の意味を伝えることに力不足を感じたことがきっ

かけとなりました。そして1989年に故郷の旌善に戻ってアリラン研究に没頭

しました。レコーダーとノート、カメラを持ってアリランが聞けるなら、どこに

でも駆けつけました。海外にも目を向け、延辺、サハリン、日本、ハワイなど苦

難の歴史の中で韓国人が移住した経路を辿りました。そうやって約30年間、彼

は110ヶ所に行き2,000人を越える在外韓国人を取材・収録して、アリラン関

連書籍を約30冊出版しました。「アリランを探しに出かけた道を地図に書き出

してみたら、シルクロードの2.5倍の距離でした。」アリランのメロディーを探

して国境を越えて歩き続けた、その道こそが「アリランロード」でした。

民族の足跡に沿って世界中に咲いたアリランの花

「アリランは花の種です。韓国人が海外へ移住した時、コバノセンダングサのように衣服に付いて

移動し、そこで咲いてタンポポの綿毛のように広がりました。」その種は世界各地で新しいアリラン

の花を咲かせました。土壌や気候などの環境が異なるため、韓国とは違った花を咲かせました。実

際に、秦庸瑄さんが見つけたアリランの中には在外韓国人とその子孫達によって変奏されたものも

多いです。韓国戦争(朝鮮戦争)以後、外国人がアリランを歌った事実も発見しました。アメリカのジャ

ズ演奏家、オスカー・ペティフォードは「Ah Dee Dong Blues」というアルバムを出し、女性歌手

のエリー・ウィリアムズが歌った「アリラン」は劇化されたこともあります。ベルギーの女性歌手La 

Esterellaがオランダ語で歌った「コム・ベイ・メイ(Kom Bij Mij)」によってヨーロッパにアリランが

知られ、ポールモーリア・グランドオーケストラは「イースタン・ラブソング」を演奏しました。

「私にとってアリラン峠は星の峠です。星を見ながら越えても星は遠ざかっていくので、歩き続けな

ければなりません。アリラン峠に終わりはありませんが、北極星のように導いてくれる目標になった

りもします。」アリランロードを彼よりたくさん訪ねた人はいないでしょう。アリランロードの開拓者

である彼は今でもなおアリラン峠を、いや、星の峠を越えていきます。

アリランは昔から口伝えで歌われ、韓国の苦難の歴史を一緒に乗り越えてきた歌です。人生の苦しい瞬間にも異国
で花のように咲き出したアリランは、民族のDNAでありアイデンティティの中心であったと語るアリラン博物館の
館長・秦庸瑄さん。約30年間、険しい峠を越えながらも諦めず、アリランを探し求めた彼のアリランロードをご紹
介します。

江原道旌善郡

アリラン峠は星の峠、アリランの道を歩く
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Q  韓国を代表する歌のアリランが特別な理由とは？

アリランは「ハン(恨)」と「悲しみ」の歌といいます。アリランは「トラジ(桔梗)打令」など他の

歌と異なり、歌うと胸騒ぎがします。その理由を考えてみたら「アリラン峠を越えていく」とい

う歌詞に民族の思想、感情などが込められていることに気づきました。「トラジ打令」は叙情的

な歌ですが、アリランは叙事的な歌ということになります。また、アリランは常に現在進行形で

す。歌詞に「峠を越える」はあっても「越えた」はありません。アリラン峠がさらに特別に感じら

れるのは歌の中だけでなく、皆それぞれの胸の中に自分だけのアリラン峠があるからです。人生

の中で経験する摩擦と忍耐、挫折と克服を同時に含蓄した言葉が「アリラン峠」ではないかと

思います。それを乗り越えるために日々努力するのが人生というものです。その峠が個人の場合

は自分や家庭の歴史になり、国の場合は民俗が一緒に乗り越えるべき問題になるわけです。だ

からアリランは私達を一つの民族として繋げてくれると同時に叙事的な要素を完結する歌でも

あります。つまり、韓国人の粘り強さと根性が現れていると言えます。

Q  約30年間アリラン資料をどのように収集してきましたか？

最初は旌善にきて旌善アリランから採録し始めました。アリランが聞けるならどこにでも駆け

つけました。そして1993年に初めて中国に行った時、朝鮮族からアリランを聞いたのがきっか

けになって海外にも目を向けるようになりました。そこで出会った人達は最初はとても楽しく歌

い出しても後半になると必ず涙を流しました。その姿を見て国の事情によって他国へ移住する

ことになった彼らに対する切なさをアリランを通じて表現しようと思いました。一度採録に出

ると短時間で多くの場所を回らなければなりません。「また今度きて録音します」と言ってもそ

の次に尋ねた時には亡くなってしまった場合もあるからです。昨年の夏は咸
ハンベク

白中学校の生徒達

と一緒に「アリランロード沿海州歴史探訪団」を結成してウラジオストクを訪ねたてみたりと、

アリランとその歴史を知らせるために努力もしています。これからもキューバやメキシコをはじ

め、日本によって韓国人が徴用された南太平洋の島など、訪ねるべきアリランロードがまだま

だあります。

Q  アリランが文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

アリランはユネスコ無形文化遺産に登録された世界的文化遺産です。それ自体も文化的コンテン

ツとして力を持っています。また、旌善は旌善アリランの故郷であるため、アリラン博物館を観

光資源の中心にすることもできます。しかし、旌善など一部の地域だけに焦点を合わせるのでは

なく、「韓国の歌」という枠を越えて世界の人々が楽しめる歌であることを知らせたかったので、

博物館の名前を旌善アリラン博物館ではなく、アリラン博物館にするように皆を説得しました。

アリランは私達が楽しんで愛すべき文化遺産であることを認識し、それを守るために取り組め

ば、韓国の文化コンテンツや文化の枠を越えて文明になることもできると思います。

人生の中で経験する摩擦と忍耐、挫折と克服を同時に含蓄した言葉が
「アリラン峠」ではないかと思います。それを乗り越えるために日々
努力するのが人生というものです。

アリラン博物館の観覧
アリランの歴史をはじめ、その価値と文化を知らせるために設立された博物館です。中には約
2,000点のアリラン関連資料が展示されています。2階の常設展示場にはアリランの歴史からア
リランを商標とした商品、北朝鮮や海外のアリランアルバムと関連資料まで興味深い展示品でいっ
ぱいです。2階にあるタッチスクリーンでは展示されていない他の資料を検索することもできま
す。1階の企画展示室ではアリランをテーマにした様々な企画展が開かれます。

人文学講座
アリラン博物館では色々な人文学講座も開かれます。毎月1～2回行われる秦庸瑄さんの人文学講
座「アリランロード」では、アリラン資料の収集過程や国内外のアリランに纏わる話などを聞く
ことができます。また、毎月第2土曜日には映画や民俗学分野の専門家による人文学講座も行われ
ます。講座は事前予約制で運営されています。

ハガキ書き体験
アリラン博物館には非定期的に体験コーナーが設けられているので、観覧後に参加することがで
きます。企画展示室のコーナーに置いてあるハガキに自分の思いを書いてみれば、アリランと人
生について振り返る時間となるでしょう。他にもイベントの際に旌善アリランのミニ公演が行わ
れます。事前に日程を確認して公演も観覧し、アリランを一緒に歌ってみるのもおすすめです。

名士おすすめの名所

アラリ村
アリラン博物館の隣にあるアラリ村には、旌善の気候特徴を踏ま
えて建てられたクルピチプ(クヌギ樹皮ぶきの家)、ノワチプ(板ぶ
きの家)、チョルプチプ(麻ぶきの家)、トルジプ(板石ぶきの家)、
キトゥルチプ(丸太の家)など独特な旌善の伝統家屋があります。添
水唐臼・ヨンジャバンア(牛馬に引かせる臼)、水車など昔の道具を
見物したり、朴趾源(号：燕巖)が旌善を背景にして書いた小説「両
班伝」をテーマとした展示施設の観覧や両班(昔の貴族)証書体験な
どもおすすめです。

  江原道旌善郡旌善邑愛山路37
 09:00～18:00   033-560-3435   www.jsimc.or.kr
 入場料 3,000ウォン(旌善アリラン商品券に交換可能)

旌善レールバイク
旌善レールバイクは旌善の九切里駅からアウラジ駅まで7.2kmも
ある韓国最長のレールバイクコースですが、下り坂なのでこぎや
すいです。鉄道沿いに続く美しい自然景観を眺めながらアウラジ
まで走るこの道にもアリランの花の種が落ちていると想像して楽
しんでみましょう。

   江原道旌善郡余糧面魯鄒山路745
 08:40～16:40(1日5回運営、冬期は14:50まで)
 033-563-8787
 www.railbike.co.kr
 2人乗り 25,000ウォン

 アリラン博物館

  江原道旌善郡旌善邑愛山路51   033-3560-3031   arirangmuseum.or.kr
 10:00～18:00 *月曜休館   観覧料 2,000ウォン(旌善アリラン商品券に交換可能)
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光
クァンヤン

陽地域名士

洪
ホ ン サ ン ニ

双理

梅の花の香りで
幸せを分かち合う

美しき農夫、洪双理

Beauty
辛かった嫁いびりを慰めてくれた梅の花 

毎年、春になると全
チ ョ ン ラ ナ ム ド

羅南道光陽には山裾を覆う数万輪の梅の花

を見にたくさんの人々が集まってきます。その花を咲かせたのが

「梅の母」と呼ばれる青
チョンメシル

梅農園の代表取締役・洪双理さんです。

「5,000本余りの梅の木に咲く花は自分の娘であり梅の実は息子

です。涙を流しながらこの手で育てました。」

慶
キョンサンナムドミリャン

尚南道密陽の裕福な家で三女として生まれた彼女は、16歳で

釜山の叔父の家に預けられ、国際市場で商売をしながら育ちまし

た。23歳になって嫁いだのは山奥の一軒家で、そこには45万坪の

農地と病弱な夫、そして姑の過酷な嫁いびりが待っていました。さ

らに、しばらくすると鉱山事業の失敗で莫大な借金まで抱え込む

ことになりました。「泣きながら働いていたある日、一輪の梅の花

が私に『ママ、泣かないで私と一緒に暮らそう』と話しかけてくる

ような気がしました。その時、花のパラダイスを作って人々を呼び寄せようと心に決めたのです。」

それから舅(故・金午千)が山に植えた栗の木を切り始めました。梅の木を植えるためにお金になる

栗の木を切り出したことで、村の人々から非難が相次ぎましたが、舅は泣きながらも梅の木をその

ままにしてくれました。そうやって植えた梅が今日の彼女を作りました。

食膳を薬膳に変える農業の作品

梅を栽培し始めた彼女は、薬草や伝統発酵食品に関する研究書や論文を手当たりしだいに読み漁

り、梅の実を使った製品開発の研究に邁進しました。

「舅は梅エキスを万能薬だと思っていました。ある日、梅を入れていたブリキバケツがキレイになっ

たのを見て、私は梅の実で人の体の中をキレイにする清掃員になろうと決心しました。」

現代人は口に合うものばかり求めるから体に毒素が溜まるという彼女は「食膳が薬膳」になるべき

だという考えから有機栽培にこだわりました。健康に良い食べ物を生産する農業は、作品を作るよ

うに丁寧に取り組むべきだという哲学を守り続けています。1994年から梅の実を使った商品の製

造・販売を本格化した後、伝統食品名人をはじめ錫塔産業勲章、大統領賞などを受賞しました。これ

らの成果は全て彼女が50代になってから現れました。30年間梅の木を植え続け、病魔と戦いなが

らも諦めず、周りと分かち合ってきたからこそ、成功を手に入れることができました。

「梅は私の人生そのものです。梅のお陰で健康を取り戻し、自分の人生を変えることができました。

皆さんも梅の実をたくさん食べてお腹の中をきれいにして元気になれば良いと思います。」

彼女はまた違う幸せを分かち合うために石垣を積み上げています。そのきれいな心が梅の香りのよ

うに山中に満ちています。

全羅南道光陽市

娘盛りのお嬢さんが都市から田舎の山奥へ嫁いで、寂しくて辛い日々に耐えられたのは梅の花のお陰でした。その
きれいな姿に心を奪われ、山々を覆っていた栗の木を切り出してありとあらゆる反対と試練に打ち勝って梅の木を
植えました。涙ながらにやっていた農業が今では幸せを分かち合う農業になったという洪双理さんの梅への愛は香
しい伝説となっています。

人の体の中をキレイにする清掃のおばさん
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Q  全国の梅農園を代表する青梅農園の強みとは？

嫁いできた翌年から梅を栽培し始めたので、30年間の準備期間を経て青梅農園を始めたこ

とになります。また、20年以上、毎年作っておいた梅エキスが熟成されて品質も良いです。

長い年月と心のこもった製品で、他のところにはない品質と価値が競争力の基盤になってい

ると思います。特に、青梅農園は農業と製造業を並行しており、私達が育てた梅の実で製品

を作るということが強みです。私は経営者である前に農夫であるため、今の青梅農園がある

と思っています。青梅農園の未来は、自然をいかによく育て守るかにかかっていると信じて

います。農園がこの先100年続くことを願う気持ちで今日も梅を栽培しています。

Q  商品の作り方において差別化したところは？

高品質の商品を作るためには、まず梅の実をよく育てること、その次はそれらをよく保存して

成分と効能をより高めることです。3日間煎じて水分を飛ばすのも、塩分と糖分を加えるのも

保存するためです。一番の人気商品は梅エキスですが、梅の実とほぼ同じ量の糖分を加えな

ければなりません。なので、値段が高くても酵素の発酵過程などが加わったフラクトオリゴ

糖を使うので、甘すぎずほのかな甘味がします。また、梅の実は甕に保管するのが一番良い

ので、甕を利用した伝統的な方法で熟成させています。このため、全国を回りながら甕を買

い集めました。特に、新しい甕ではなく1930年以前に作られた甕のみ使用します。昔の甕は

呼吸をしますが、使われた土や釉薬も異なるため最近作られたものは呼吸をしません。今は

約2,500の甕がありますが、これらは今となっては青梅農園を代表する風景となりました。

Q   30年前に人々を呼び寄せるために梅の木を植えられましたが、

 梅が持つ文化観光コンテンツとしての意義とは？
梅祭りが開かれると、全国各地から100万人もの訪問客が訪れます。日本のNHKなどマスコミも撮影

にきて、個人が営む農園としては規模が大きく、100万人も訪ねてくるということに驚かれます。しか

し、ここには梅の花が咲く春だけでなく一年中観光客が訪れます。梅の農夫としての私の物語を聞きた

がる方もいれば、団体見学も多いです。梅は光陽を代表する観光商品になり、梅のお陰で青梅農園はも

ちろん光陽も有名になれたので、文化観光コンテンツとして大きな意義を持っていると思います。

私は経営者である前に農夫であるため、
今の青梅農園があると思っています。

青梅農園のストーリーツアー
約2,500の甕と裏山の竹の森と尾根を覆っている梅の木、蟾

ソンジンカン

津江と智
チ リ サ ン

異山の裾が一望できる展望
台など青梅農園の美しい風景は癒しコースとしてもおすすめです。韓国映画「千年鶴」のロケ地
だった藁ぶきの家をはじめ梅の実博物館、青梅農園の設立過程と梅の様々な効能、梅をテーマに
した芸術作品なども解説付きで観覧することができます。

梅料理作り＆梅狩り体験
梅が実る5月末から6月初めには青梅農園で梅狩り体験ができます。収穫時期以外には梅の漬物や
梅テンジャンと梅コチュジャンなどの手作り体験ができます。他にも青梅農園の色々な梅料理や
梅ゼリー、梅飴、甘露梅などを味わうこともできます。

光陽梅花祭り
光陽地域を代表する文化コンテンツである光陽梅花祭りは、1995年から始まり20回目を越えて
います。毎年3月になると開花時期に合わせて1週間にわたって開かれる梅祭りを見に全国から約
100万人の観光客が訪れます。蟾津川辺の趣きと山いっぱいに咲いた梅の花が作り出す美しい風
景の中を、花の香りと一緒に散歩する癒しの祭りです。

名士おすすめの名所

玉
オンニョンサジ

龍寺址
光陽の玉龍寺址(椿林)は、統一新羅時代に創建されて道詵国師が
35年間過ごした玉龍寺のあった場所。空き地だけが残っているこ
こを訪ねる理由は、その周りを取り囲んでいる天然記念物第489号
の椿林があるからです。道詵国師が植えたと伝わるここの椿は千
年の時間が流れる間7,000本近く増え、韓国最大の群生地となっ
ています。

  全羅南道光陽市玉龍面白鶏1ギル71

崔
チェチャムパンデク

参 判 宅
朴景利の小説「土地」の舞台である崔参判宅とその周辺人物の生
活空間を再現した場所。小説の舞台を見て色んな場面を思い浮か
べる楽しさがあります。サランチェ(別棟)に立ってみると、河東を
代表する風景となった夫婦松が立っている野原と蟾津江の流れを
一望することができます。

  慶尚南道河東郡岳陽面平沙里
 09:00～18:00
 055-880-2960
 大人 2,000ウォン

プログラム

 光陽青梅農園

  全羅南道光陽市多鴨面チマク1ギル55   061-772-4066    www.maesil.co.kr 
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永遠のボヘミアン
朴利秋の幸せ珈琲

江
カンヌン

陵地域名士

朴
パ ク イ チ ュ

利秋

Companion
コーヒーの伝説、江陵に定住する 

コーヒーの都市・江陵を語る時に必ず出てくる名前があります。インスタントコー

ヒーが主流だった時代に焙煎文化を紹介した朴利秋さんです。韓国のコーヒー

文化に大いに貢献した初代バリスタです。「海が好きで江陵に来ました。ここ

でコーヒー祭りが開かれた時、文化面でのアドバイザー役を務めました。エス

プレッソコーヒーが大衆に知られた時期と重なったことでもっと有名になった

と思います。」ボヘミアンロースターズ・パクイチュコーヒー工場を営んでいる

彼はもともと在日韓国人です。1970年代初期に集団農場を営むために韓国に

きて抱
ポチョン

川、文
ムンマク

幕などの地域で約10年間農場を営みましたが、都市生活が懐か

しくて日本に帰りました。当時、ドリップコーヒー文化が発達していた東京でコー

ヒー豆の焙煎方法や繊細なハンドドリップ技術を身につけ、1988年に再び韓

国に戻って恵
ヘ フ ァ ド ン

化洞に「珈琲ボヘミアン」をオープンしました。見慣れないハンド

ドリップコーヒーを紹介して好評を得ました。そして2000年には江陵へ移り

住むことになりました。

「1998年に梨花女子大学の近くにスターバックスができ、2000年には檀国

大学にコーヒー専門課程が開設され、2000年代半ばに江陵でコーヒー祭りが

開かれたことで濃いドリップコーヒー文化が広がる背景になったと思います。」

大学の講義をはじめコーヒーの歴史にはいつも彼がいました。たまたま有名になれたと謙遜します

が、彼がコーヒー文化の発展の起爆剤となったのは否定できません。

コーヒーは運命でありパートナー

朴利秋さんは今も夜明けから焙煎をしてオーダーが入るとドリップポットを持ってコーヒーを淹れま

す。ところが彼はコーヒーを飲みにくる人が増えたのが嬉しい反面、寂しくもあると言います。

「一杯の幸せこそ、コーヒーが与えられる最大の価値だと思います。その香りと味に夢中になれば幸

せになれるのに、それ以上を求めてコーヒーをビジネスとして見ようとするから幸せを感じられない

と思います。」弟子の養成にも力を入れていますが、コーヒーのことを少し知ったからとカフェを開

店するのには反対だと言います。コーヒーをビジネスの手段や方法として利用するのではなく、コー

ヒーで良いことができるように人が努力すべきだと強く言います。

「私はコーヒーを抽出する時、人のためでなくコーヒーのためにやっています。コーヒーを作る過程

と真心をコーヒーに認めてもらいたいです。コーヒーは自分にとって人生のパートナーですから。」

旅立たないと新しい海を発見することができないという自由な思考の持ち主である彼は、ラオスに

作ったコーヒー農場の3年後の収穫を楽しみにしています。そしてまた新しい海を探しに行きます

が、それでもコーヒーは絶対に手放すことはないでしょう。それが彼の運命なのだから。

コーヒーを語る時に真っ先に思い浮かぶ人物は「朴利秋」です。ハンドドリップコーヒーの代名詞的存在である彼
は、韓国コーヒー界の初代バリスタであり、コーヒーの名人です。江陵のコーヒーブームの主役である彼の指先か
らは依然として香ばしいコーヒーが生まれています。彼が淹れる一杯のコーヒーの幸せな世界へご案内します。

江原道江陵市

コーヒーたかがコーヒー、コーヒーされどコーヒー
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Q  主にハンドドリップで抽出していますが、どんなコーヒーがおいしいですか？

日本でコーヒーを勉強した時、イブリック(Ibrik)を使うトルコ式、エスプレッソ、ハン

ドドリップの3つの選択肢がありました。もちろん全て把握しなければなりません

が、3つともマスターすることはできないので、エスプレッソから始めて途中でハン

ドドリップの方に転向しました。素質を持っていたのか、ハンドドリップが私に一番

よく合っていたのでノウハウも積み重なりました。流行を無視する訳にはいかないで

すが、あえて追う必要もないと思います。普通コーヒーは酸味・苦味・甘味の3つの

味を持っています。おいしいコーヒーの基準は様々ですが、上手に抽出されたコー

ヒーは酸味が強くなく、苦いながらも柔らかくてさっぱりした味がします。そうでは

ないコーヒーは舌ざわりが悪るくてさっぱりしません。コーヒーの良い成分だけを抽出し、雑味はフィルターの上に残すべきですが、抽出を

間違えればそれはコーヒーではなく不純物になるのです。この時、消費者は「コーヒーがおいしくない」といいますが、それはコーヒーを作っ

た人のせいです。良いコーヒーになるか悪いコーヒーになるかは全て抽出する人の手にかかっているのです。

Q  コーヒーを勉強したい人達に役立つアドバイスをお願いします。

私はコーヒー講座の際に、コーヒーについて教えながらもお店は出さない方が良いと話しま

す。カフェを開店する環境や条件などをよく聞かれますが、まず人間として出来ていないとお

店をやっても長続きしないとアドバイスします。単純にコーヒーの技術だけでなく、コーヒーや

お客様への深い思いやりの心がなければ難しいと思います。そのような心構えができていな

い人は決して長続きしません。コーヒーをビジネスの手段や方法として利用しようとすれば成

功できないと思います。100杯のコーヒーを売るより価値のある一杯のコーヒーを作ることが

大事だと私は思いますが、コーヒーをビジネスで考える人も多いです。だから授業ではいつも

コーヒーはコーヒーで、ビジネスではないと強調しています。「コーヒーには人生を変える力が

ある」という言葉があります。コーヒーは運命的な出会いだと思います。カフェを営む人は本当

にそうだと思います。

Q  コーヒーが文化コンテンツとして持つ意義とは？

コーヒーは既に日常的な文化となり、コーヒーについてよく知らないと時代遅れだと思われが

ちです。コーヒーが文化的基準のように思われています。もちろんその面からコーヒーは文化

コンテンツとして十分に価値があります。江陵のコーヒー祭りもコーヒーをコンテンツとして行

われており、コーヒーのお陰で江陵もコーヒーの都市として知られていますから。私は「コーヒー、

たかがコーヒー」「コーヒー、されどコーヒー」という言葉が好きです。コーヒーそのものには

力がありませんが、「たかがコーヒー、されどコーヒー」には力があると思います。人々はコー

ヒーを好んでいますが、ある面ではコーヒーを一つの手段や方法としか見ていないかも知れま

せん。できるだけ文化的にもコーヒーが良い方向に力を使うように人間がちゃんとしなければ

なりません。

単純にコーヒーの技術だけでなく、コーヒーやお客様への深い思い
やりの心がなければ難しいと思います。そのような心構えができて
いない人は決して長続きしません。

ハンドドリップコーヒーの淹れ方体験
コーヒー名人・朴利秋さんのノウハウをそのまま学ぶことができる意味深い時間です。彼と一緒
にコーヒーを淹れてみることで、同じコーヒー豆でも人によって異なる味になるハンドドリップ
の不思議な世界を体験できます。おいしいハンドドリップコーヒーを淹れる名人のノウハウを学
ぶ、またとないチャンスです。

名士とのトークショー
コーヒー名人・朴利秋さんにコーヒーとコーヒー人生、そしてコーヒーの哲学などの話を伺うイ
ベントがボヘミアンロースターズ・パクイチュコーヒー工場で行われます。彼の話を聞いたら自
分だけの幸せなコーヒーを探す哲学的思索の端緒を見つけられるかも知れません。トークショー
は団体予約のみ参加することができます。奥ゆかしい香りとともに香ばしい時間が過ごせること
でしょう。  

コーヒー工場の焙煎見学
ボヘミアンロースターズ・パクイチュコーヒー工場には、カフェのすぐそばに焙煎をする所があ
ります。同コーヒー工場で実施する講座や事前予約してイベントに参加するとコーヒーが作られ
る過程を見学することができます。大型焙煎機でコーヒー豆を焙煎する繊細な過程を観覧した
後、見学中に焙煎したてのコーヒーを試飲することもできます。見学が難しい場合には、1階の通
路で観覧したり2階のカフェから内部の様子を覗くこともできます。

名士おすすめの名所

コーヒーカッパー・ミュージアム
世界各地のユニークなコーヒーの歴史と文化を紹介する博物館
で、コーヒーカッパーとは「コーヒーのカッピングを行う人」を
意味します。コーヒーの焙煎、グラインダー、エスプレッソマシン
など世界の珍しい様々なコーヒー関連用品を展示しており、コー
ヒーの木の栽培から一杯のコーヒーが生まれる全過程を観覧する
ことができます。

   江原道江陵市旺山面旺山路2171-19   10:00～19:00
 070-8888-0077   www.coffeemuseum.kr
 8,000ウォン

江陵コーヒー通り
海を眺めながら香ばしいコーヒーを楽しめる、安

アンモク

木海辺にある江
陵コーヒー通りは、韓国で最も有名なコーヒー通りです。過去に
は自販機コーヒーで有名だったこの海辺は、有名なバリスタ達が
定住してからコーヒーの名所として生まれ変わりました。直接焙
煎して作るコーヒーからドリップコーヒー、ダッチコーヒーなど
カフェごとにユニークな個性があってさらに楽しいです。

   江原道江陵市滄海路17

 ボヘミアンロースターズ・パクイチュコーヒー工場

  江原道江陵市沙川面海岸路1107   033-642-6688
 www.bohemian.coffee   09:00～22:00 *年中無休

プログラム
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全
チョンジュ

州地域名士

李
イ ソ ク

錫

21世紀の
「宮殿」を夢見る

大韓帝国の皇孫

History
皇室の子孫、歴史の裏街道に立つ 

全州・韓屋村のある通りに「承
スングァンジェ

光斎」と書かれた韓屋には朝鮮王朝の最後の皇

孫が住んでいます。亡国の皇孫だった彼は生まれた瞬間から映画のような波瀾

万丈な人生を生きてきました。このドラマのような話が現実であることを裏付

ける人物が皇室文化財団の総裁・李錫さんです。

「父は当時、日本に対する鬱憤を抑えることができませんでした。毎日死にた

いといい、国を失ったことで苦しんで、私が16歳の時に亡くなりました。」

高宗皇帝の5番目の息子である義親王(1877～1955年)は抗日闘争に参加した

唯一の皇族であり、その義親王の11番目の息子が李錫さんです。ソウルの寺
サ ド ン グ ン

洞宮

で生まれた彼は、小さい頃は登下校の時にも尚宮(正五品の女官)が付人として

同行しました。しかし、崩壊した皇室は困窮していて、彼は大学時代にバイトで

DJをしたり、米8軍舞台やナイトクラブで歌い、司会をしました。

「純宗の皇后である尹大妃は、皇室が滅びたとしても皇孫が道化師になっては

いけないと怒りました。」

1966年にはベトナム戦争に参戦しましたが、怪我をして帰国した後、1968年

に「鳩小屋」というアルバムを出して歌手デビューしました。しかし1979年に

起こった朴
パクチョンヒ

正煕暗殺事件後、それまで住んでいた「七宮」に憲兵が突然押しか

けてきてそこから追い出され、米国へ渡るしかありませんでした。

忘れられた歴史の根幹を立て直す

不慣れな米国での生活は当然のごとく辛い日々でした。仕事もお金もなく、不法滞在者として暮らす

ほどステータスは転落しました。プールの清掃から高層ビルの清掃まで、夜には拳銃を持って警備

員の仕事もしました。1989年、英親王妃・李方子女史が亡くなったという知らせを聞いて韓国へ戻っ

てきましたが、行く場所などはありませんでした。2004年10月に全州市から提供された承光斎に

入居・定住することになり、全州文化大使の役割も担いました。長い彷徨を終え、全州に定住した李

錫さんは皇室文化の復元のために様々な活動をしながら東奔西走しています。彼は昔の皇室の栄華

や権威を取り戻そうとしているわけではなく、民族の求心力を失わせようと日本によって歪曲され

傷つけられた韓国の歴史と文化の根幹、象徴的価値を正しく立て直そうとしています。「正しい歴史

と皇室文化を知らせるために全国を回りながら講義をしています。日本によって無残にも壊され、忘

れられた歴史の根幹を立て直すことが私の仕事だと信じています。」彼が夢見る「宮殿」はドラマの

中でしか実現できないかも知れませんが、窮地に追い詰められた彼と皇室の人々が経験した試練も

また、韓国歴史の一部であることを忘れてはいけません。

大韓帝国の皇室は忘れ去られて久しいですが、歴史の裏街道で波瀾万丈な近代史を経て生きてきた最後の皇孫・李
錫さんは、今の時代には皇室の役割が求められると力説します。精神的・文化的求心力として皇室の存在意義を呼
び起こす彼は「鳩小屋」という歌の歌手としてもよく知られています。彼が夢見る21世紀の皇室の役割について聞
いてみましょう。

全羅北道全州市

錦繍のように美しい山川、歴史を知って守っていきましょう！
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Q  韓国の建国後、皇室の人々はどのように暮らしましたか？

皆の記憶からは忘れられましたが、皇室の人々は1979年に朴正煕暗殺事件が起こる前までは宮廷で生活していました。私は1941年にソ

ウルの寺洞宮で生まれました。今は無くなりましたが、昔は安国洞の交差点から現在の泰和ビル一帯までが全部寺洞宮でした。父の義親

王の私邸でした。そこには尚宮、女官、チョンガクシ(宮廷を管理する人)などが一緒に暮らしており、結婚した兄達も家族と一緒に宮廷の

中にある家にそれぞれ住んでいました。その後、城楽苑・別宮・昌徳宮・楽善斎・七宮を転々としました。七宮は後宮の祠堂であり、青瓦台 

(宮井洞)内に史跡第149号として今でも残っています。しかし、李承晩政権が皇室財産管理法を作って皇室財産を国有化してから経済的困

難を抱えることになりました。旧皇室財産事務総局から尹大妃への経済的支援がありましたが、生活を維持するには到底無理でした。朴

正煕政権下では少なからず生活費が支援されましたが、朴正煕暗殺事件の時に完全に追い出されました。そして皆が離れ離れになって、虚

しく亡くなったり、海外に移住しました。

Q  大韓帝国の皇室はどんな形で復元されるのが理想的だと思いますか？

もちろん実際の皇室を復元しようというのではありません。ただ、歴史と伝統、文化面だけは

維持・継承した方が良いと思います。まず、象徴的に皇室を作っておくのもいいでしょう。イギ

リスのように象徴的に皇室があれば、民族の求心力になれると思います。スペインでフランコ

総統が約40年ぶりに王政復古したのも求心力が必要だったからです。最近は私の講義を聞い

て「こんなに素晴らしい皇室歴史があるのにどうして忘れられてしまったのか」と嘆く人もたく

さんいます。皇室は5000年の歴史、少なくとも500年の歴史が続いてきたという証拠です。

君臨する皇室ではありませんが、歴史的人物に直接会えることだけでもその意味が大きいと

思われます。現在、世界中には42ヶ国に王様が存在すると言われますが、その国々との文化交

流もできるでしょう。精神・文化面から皇室の復元は有意義なことだと思います。

Q  大韓帝国の皇室という象徴性が持つ文化観光コンテンツとして意義とは？

全州・韓屋村を訪れる方々は承光斎にも立ち寄ってくれます。もちろん私に会いに来る方もい

ます。子供の場合、教科書で勉強した皇室の人だという説明を聞いて驚いたりもします。李錫

という人がいること自体がすでに文化観光コンテンツになると思われます。その裏面には「生

きている皇室の象徴」という意義があります。私が全州・韓屋村に定住する前は観光客が1年

に10万人でしたが、今は1,000万人に達しています。周りでも皇孫のお陰で韓屋村の地位が高

まったと言ってくれるので多少なりともプライドを持っています。また、あらゆる階層の主要人

物をはじめ、在韓の外国大使や外交関係者なども韓屋村を訪ねる際には、必ず承光斎にも立

ち寄ります。そういったことからも皇室という象徴的存在として全州の地位を高めることに貢

献していると自負しており、どこにもない、意味のある文化コンテンツだと思います。

皇孫から聞く歴史物語
「皇孫から聞く歴史物語」が慶基殿で行われます。観光客や一般市民に韓国歴史を正しく知ら
せ、朝鮮建国の発祥地である全州の文化、歴史、文化財などを知らせるためのプログラムです。
隔週土曜日に、慶基殿の守門将交代式後の午後3時に行われます。

承光斎の観覧及び体験
皇孫が住んでいる承光斎は「光を継承する」という意味で、大韓帝国の年号「光武」すなわち、
高宗皇帝の意を受け継ぐことを目的としています。ここには朝鮮王朝の歴代王の姿や皇孫の李錫
さんの活躍などが写真で展示されています。他にも朝鮮の歴史学習、皇室茶礼体験、皇室礼儀作
法体験など様々な皇室文化体験プログラムが実施されています。  

儒服及び科挙体験
朝鮮時代の儒者が着た儒服を着て帽子を被って国家試験である科挙を再現しています。科挙の試
験問題は三行詩または四行詩形式の短文で、審査を経て優れた詩を提出した儒者には「皇室文化
財団」から商品と記念品が提供されます。団体予約のみ参加することができます。

慶
キョンギジョン

基殿と御
オ ジ ン

真博物館の解説付きツアー
全州韓屋村の入口にある慶基殿は、朝鮮の根元のような場所です。境内には国宝第317号である
朝鮮の初代王・李成桂の御真(王の肖像画)を祀った本殿と、全州李氏の始祖である李翰の位牌を奉
安した肇慶廟、朝鮮実録を保管した全州史庫、朝鮮の第8代王・睿宗のへその緒を埋めた胎室など
の遺跡があります。団体予約すると李錫さんの解説付きツアーに参加することもできます。

名士おすすめの名所

梧
オ モ ク テ

木台
全州・韓屋村にある小さな丘で、ここを登ると韓屋村の全景が目
の前に広がります。太祖・李成桂が開国する前に、倭賊(日本軍)を
討伐してしばらく留まった場所で、朝鮮王朝を開国してからここ
に東屋を建てて梧木台と名付けました。梧木台から往復6車線道路
を渡れば、李成桂の第5代目の先祖である穆祖・李安社が住んでい
た梨木台があります。

  全羅北道全州市完山区校洞山1-11
 063-281-2114

殿
チョンドン

洞聖堂
韓国で最も美しい聖堂の一つであり、ビザンティンとロマネスク
様式が折衝されて美しさと雄壮さが現れています。韓国カトリッ
クの初の殉教聖地で、全羅道地域の西洋式近代建築物としては最
大かつ最古で、史跡第288号に指定されました。韓屋村内の慶基
殿の隣にあります。

  全羅北道全州市完山区太祖路51
 063-284-3222
 www.jeondong.or.kr

 承光斎

  全羅北道全州市完山区崔明姫ギル12-6   063-284-2323

プログラム
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安
アンドン

東地域名士　

李
イ ソ ン ウ ォ ン

性原

600年文化の
原形を復元した
今の時代のソンビ

Time

慶
キョンサンブクト

尚北道安東にある聾
ノンアム

岩宗宅は、安東ダムの建設により、ばらばらに散った家屋を移設して復元したものです。朝
鮮時代の文人・李

イ ヒ ョ ン ボ

賢輔(号：聾岩)の17代目の子孫である李性原さんがなんと約30年かけて一生の念願だった宗宅
の復元を成し遂げました。600年の伝統と文化がそのまま残っている宗宅を復元することは、精神と文化の原形を
復元することだという彼の強固な意志が伝わってきます。

約30年強い意志で復元した聾岩宗宅

慶尚北道安東にある佳
カ ソ ン リ

松里の川辺に沿って、「漁父歌」を作った李

賢輔の聾巌宗宅があります。実はこの家は永川李氏一族が600年

間暮らしてきた汾川村の同姓集落にありました。しかし、1974年

に安東ダムの建設によって水没し、宗宅や書院、別堂などは様々な

別の場所に移設されました。そして2007年に李賢輔の17代目の

子孫である李性原さんが聾岩宗宅とその遺跡をこの村に復元しま

した。「故郷の村が無くなったのは高校2年生の時でした。故郷が

無くなったのは天災地変だと思いましたが、後になって考えてみれ

ばそれは私の宿命であり課題でした。」故郷を離れた彼は都市の 

マンションに住んでいましたが、時間が経つほど自分が住む所では

ないと思うようになりました。それで再び新しい故郷を作ろうと決

心し、安東近くの山や川、渓谷を歩き回り、やっと故郷の村そっくりの佳松里を見つけました。「25

歳から始め、土地を見つけるまで10年もかかりました。敷地を購入して移設するまでさらに20年を

費やしました。探し始めた時は先が見えず漠然としましたが、土地を見つけてからはいつも幸せで

した。もう道が見えていましたから。」四方に分散していた遺跡を全部集め、昔と同じ村を作るまで

30年の歳月がかかりました。

ソンビ(昔の学者)の道を歩く600年一族の当主

李賢輔の一族は安東の精神文化をリードする中心に挙げられます。聾岩宗宅が国学振興院に寄託し

た遺品が約5,000点に達するほどで、いったいどれほど長い歴史が積み重ねられてきたのでしょう

か。その時間と歴史の重みはそのまま当主の肩にのしかかっています。「祠堂で祭祀を行う宗家の当

主に生まれたら、その子孫の求心力となりうまく導いて行かなければなりません。私にはこの家をど

うにかしなければいけないという、まるで体に組み込まれたかのような逃れられない宿命がありま

した。」

もしかしたら故郷への懐かしさより宗家の当主としての責任が一生の念願を成し遂げる原動力になっ

たのかも知れません。そのため自分の責務を素直に受け入れて歩んでいく彼にソンビの風貌が感じ

られます。「李賢輔は子孫に『名誉欲を持つな』と教えました。戸曹参判(財務省次官に当たる)とし

て名望を集めたにもかかわらず、未練もなくその職から離れる時、朝廷の大臣全員が臨席する送別

の式を開き、真の師匠と仰ぎました。それがソンビの道の表象だと思います。」ソンビの道を歩んだ

先祖の後を継ぐために努力している李性原さんは「千年のソンビを辿る旅」という本も出版しまし

た。彼にとって聾岩宗宅は李賢輔から引き継がれた高尚清廉なソンビの精神と先祖の暮らしと文化

が込められた原形です。宗宅には彼の先祖の全てが残っているのです。

慶尚北道安東市

国家興亡匹夫有責(国家の興亡は、一般市民にも責任がある)
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Q  故郷を再び作ったことの他に、宗宅復元の意義はまた何がありますか？ 

文化の源流は衣食住から探します。韓国の文化の源流を韓服、韓食、韓屋から探すとすれば、韓屋には韓

国の原形が残されています。家はそこに住む人々がどんな人生を歩み、どんな精神と文化で暮らしていた

のかがそのまま根付いている空間です。聾岩宗宅もまた約600年間暮らしてきた先祖の暮らしと精神、

文化が染み込んでいる場所なのです。その空間を復元したことは一族が集まる求心力を取り戻したことも

ありますが、原形を復元したという意義がもっと大きいのではないかと思います。

Q  苦労して復元した宗宅を開放することは難しくなかったですか？

宗宅を復元してから間もなく安東市から古宅を開放してほしいという要請がありました。それで完全開

放ではなく、我が家に李賢輔が作った漁父歌の木版があるから研究目的の学生や学者だけに開放しよう

と考えました。ところが聾岩宗宅を開放することが公になると、一般の方々が訪れ始めました。意図せ

ずして開放をすることになりましたが、実際開放してみたらメリットがありました。韓屋は使わずに扉を

閉めたままにしておくと湿気がたまりカビが生え、どんなによく造られていても数年経つと壁が崩れ始

めます。しかし人々が出入りして使うようになれば管理ができます。清掃もして火を炊いてオンドルを使

えば湿気も溜まりませんので、むしろ保存管理する上で良かったのです。また山の奥地にあり寂しい場

所なのですが、様々な人々に出会える楽しみも大きいです。ときに芳しい魅力的な方との出会いもあり、

良い人生になっています。結果的には開放は良い選択でした。

Q  聾岩宗宅の復元が文化観光コンテンツとして持つ意義とは？

最初は単純に一族の求心空間の復元に意義をおきましたが、時間の経過と共に観光のために訪れる人々

が多くなりました。宿泊者も観光者も聾岩宗宅の文化的価値を理解し振り返る時間を楽しんでいます。

それほどまでに文化観光コンテンツとしての意義が大きいと思います。また外国人観光客がますます増

えています。毎週必ず1組は外国人宿泊客が訪れます。それでどうやって知ったのか聞いてみると、韓国

に行くなら河
ハ フ ェ

回村を巡り、聾岩宗宅に泊まらなければならないとネットに載っていると言いました。それ

ほどたくさんの方に知っていただいたからには、小さい国家広報の役割を果たさなくてはと責任も感じ

るようになりました。

家はそこに住む人々がどんな人生を歩み、
どんな精神と文化で暮らしていたのかがそ
のまま根付いている空間です。

TIP ⦁ 李賢輔

李賢輔は戸曹参判、刑曹参判(法務省次官に当たる)、知中枢府事(参謀本部諮問に当たる)を歴任しました。清廉実直で敬老と親孝行の思いが
強く「孝節公」という贈り名が付けられました。戸曹参判を終えて76歳で引退する際は、官僚達がお別れの詩を作り、王は錦袍(錦で作った上
着)と金鼠帯(官服の帯)を与えました。引退後は、ハングルの詩歌文学を創作して韓国文学史において「江湖文学の唱道者」と言われています。
彼の漁父歌は大学者・李滉の「陶山十二曲」に影響を与え、李漢鎮の「続漁父詞」、李衡祥の「傖父詞」、尹善道の「漁父四時詞」に続きまし
た。李滉とは36歳の年齢差がありましたが、一緒に詩を作り、佳松里と清涼山一帯を散歩しながら多くの詩歌を残しました。

聾岩宗宅の観覧
川と山が太極の形でありながら背後に山があり前方に川がある背山臨水の形状に、山と調和した
絵のような聾岩宗宅は、村全体の遺跡を移設しただけあって見どころもたくさんあります。李
賢輔が生まれた、築620年のビョルチェ(離れ)の肯

ク ン グ ダ ン

構堂と、彼の学問と徳行を追慕する祠堂を
1613年に郷賢祠として建てたが、1700年に書院に改編された汾

プンガン

江書院も宗宅の隣にありま
す。彼が年老いた父、伯父、叔父のために鶴巣台絶壁の下に建てた愛

エ イ ル ダ ン

日堂と江
カンガク

閣はなんとも素敵
です。アンチェ(母屋)やサランチェ(別棟)などは新しく建てました。

宿泊体験
ひっそりと静かな自然の中で伝統文化を体験したい人には聾岩宗宅に泊まることをおすすめしま
す。聾岩宗宅のサランチェ、肯構堂、テムンチェ(正門の門屋)、ビョルチェや汾江書院、愛日堂ま
で全て宿泊が可能なので、泊まりながら自然と韓屋の趣を楽しみ、思索の時間を持つことができ
ます。その空間で一晩過ごすだけでも癒される特別な体験をすることができます。

洛
ナクトンガン

東江水辺道の散歩
李滉が陶山書院から清涼山を行き来しながら思索と散歩を楽しんだ道が、この聾岩宗宅の前を通
る水辺道です。遠川里丹川橋から始まり、川に沿って下りながら聾岩宗宅と孤山亭でその道は終
わります。続く小道を歩きながら美しい景色を鑑賞することができ、散歩を楽しむのに最適で
す。この道は「イェドン道」とも呼ばれます。曲がりくねる川が絵に描いたように美しく、その
峡谷と断崖を見ながら佳松里の入口から森の泉まで歩くことをおすすめします。

名士おすすめの名所

退
ト ェ ゲ

渓宗宅
朝鮮時代の大学者・李滉(号：退渓)の退渓宗宅は、陶山書院から北
へ約3km離れた土渓里にあります。元の建物は無くなり、1929
年に彼の13代目の子孫である李忠鎬(号：霞汀公)が今の敷地に再
建しました。慶尚北道記念物第42号に指定された退渓宗宅は、陶
山書院とともに李滉の痕跡を探って見ることができる場所です。

   慶尚北道安東市陶山面土渓里466
 054-856-1074

鳳
ポンジョンサ

停寺
新羅文武王12年(672年)に義湘大師の弟子である能仁大師が創建
したと言われています。イギリスの女王・エリザベス2世が訪れて
からさらに有名になり、栄州にある浮石寺とともにユネスコ世界
文化遺産に登録されました。韓国で現存する最古の木造建築物で
ある極楽殿と大雄殿が国宝に指定され、仏教壁画や木造観世音菩
薩坐像、華厳講堂、古金堂なども重要文化財として宝物に指定さ
れています。

   慶尚北道安東市西後面鳳停寺ギル222
 054-853-4181   www.bongjeongsa.org
 大人 2,000ウォン

プログラム

 聾岩宗宅

  慶尚北道安東市陶山面佳松ギル162-133   054-843-1202   www.nongam.com
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河
ハ ド ン

東地域名士

崔
チ ェ ヨ ン ウ ク

栄旭

小説「土地」の
舞台で歌う
崔栄旭の
平沙里恋歌

Story
「土地」文学の中心地となった平沙里 

河東・平沙里は小説「土地」の崔参判宅の村として知られています。

しかし、建物だけでは人の気配すら感じることができません。映画

の撮影セットのように作られた崔参判宅の村に、原作者の朴景利 

さんの香りを吹き入れ、リアルな文学現場に作り上げた人が朴景利

文学館の館長・崔栄旭さんです。

「土地文学祭のため、2001年に原
ウォンジュ

州へ向かいました。しかし、朴

景利さんは文学祭に反対しました。自分の作品のせいで智異山に

あんな建物ができただけでも山に申し訳ないのにとおっしゃいまし

た。その年、7回も訪ねて、ようやく承諾してくれました。」三顧の

礼ならぬ七顧の礼を尽くして土地文学祭と平沙里文学館が本格的

に進み出しました。土地文学祭の第1回目には、朴景利さんが参加

して応援してくれました。これまでに行われた土地文学祭での受賞

者はいつのまにか55人にも達しています。2004年にオープンした平沙里文学館は、2015年に新

しい建物に移転し「朴景利文学館」と名前も改めました。崔参判宅から朴景利文学館に続き、朴景利

土地道も作りました。このように一つ、二つと関連施設が増えて、いつのまにか「土地」文学の中心

地になった平沙里。その影には崔栄旭さんがいます。

朴景利文学館を照らす街灯のような詩人

河東出身の崔栄旭さんはもともと詩人です。青年時代から作家志望だった彼は、晋
チンジュ

州地域の文人

会で活動しました。約30年前に故郷に戻って文学会を作り、河東地域の文学の活性化を図る中、

2000年に詩人・鄭
チョンゴンチェ

孔采の推薦により登壇しました。その頃から朴景利さんとの縁が始まり、平沙里

と朴景利文学館を約20年間街灯のように守り続けています。

2004年に平沙里文学館が竣工され、河東郡では「文学首都宣言式」が行われました。河東出身の

小説家・李
イビョンジュ

炳注の文学館もあり、国内では唯一、郡内に2つも文学館があるここ河東地域は、文学

故郷だと誇るに十分値します。彼は李炳注文学館のサポートもしています。このように彼は一連の活

動を通じて文学が河東地域に強く根付くように役割を果たしてきました。

「私はただ蟾津江と智異山の間で戯れているだけです。今まで故郷の文学のために頑張ってきたよ

うに、これからもできるだけ文学と自然と共に戯れていたいです。」

彼が詩に書いたように「ゆっくりと長く深く読まなければならない」のが川だけではありません。彼

は故郷の文学の土壌を培うことも「ゆっくりと長く深く」進めていくことでしょう。そしていつかこ

こを離れる時が来るかも知れませんが、彼は必ず帰って来るはず。なぜなら平沙里が彼を待ってい

るからです。

大河小説「土地」の舞台になった慶
キョンサンナムド

尚南道河東郡岳陽面平
ピ ョ ン サ リ

沙里。智
チ リ サ ン

異山の裾にある蟾
ソムジンガン

津川ほとりの広い野原のある
ここが「土地」文学の中心地になった背景には、河東で生まれた詩人・崔栄旭さんの献身的な努力がありました。
崔
チェチャムパンデク

参判宅の村に朴
パクキョンニ

景利文学館を建てて朴景利の文学精神を伝えてきた彼は、河東の文学的土壌を培った人物です。

慶尚南道河東郡

廉恥心とは思いやりである
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Q  朴景利さんとのご縁が深いですが、彼女について伝えたい話とは？

朴景利さんは作家であると同時に偉大な農夫で環境運動家でした。原州のその広い畑で有

機栽培をして、後輩の文人達のためにおかずを作って分けてくれました。全ては土の力から生

まれるのに人々が土をほじくり返し、農薬をまいてその力を殺していると残念に思っていまし

た。我々が有機栽培してその利子だけで暮らし、子孫には破壊されていない、そのままの土を

譲り渡すべきだとおっしゃいました。この考え方について小説家・朴
パ ク ワ ン ソ

婉緒は、朴景利の「本銭

論」だと言いました。また、朴景利さんが生前に最も強調したのが「廉恥心」でした。人や自

然に対する廉恥心を持って暮らさなければならない、すなわち道理にかなうということです。

一例として、原州大学で碩座教授を勤めていたある冬の夜、事務室で執筆していたら外で大

きな物音がしました。警備員と音がする所に行ってみたら鳥が餌を探して湖の氷を砕いていました。翌日、彼女は麦5升を買って氷の上にば

ら撒きました。彼女は動植物にも人間同様の扱いをした方でした。私は彼女からその「廉恥心」だけはよく教わりました。

Q  河東のために多くの活動をしてきましたが、詩人として河東が持つ意味とは?

私の全部です。生まれ故郷でもあり、私にとっては文学の故郷でもあります。特に、河東は作文

の素材が溢れる場所です。智異山は長利(年利五割の利息)で借りた穀物を返せなかった小作農

や身分差の恋に落ちた恋人達が逃げてくる場所でした。また東学農民運動(甲午農民戦争)で追

い出された人々や韓国戦争(朝鮮戦争)以後は非正規軍が逃げてきましたが、結局、皆殺されま

した。智異山で流した血が蟾津江に流れ込んだため、雨の日には蟾津江の流れの音が泣声のよ

うに聞こえるとも言います。この蟾津江と智異山、そして広い野原が集まった河東は、文学的素

材が溢れる所です。この蟾津江と河東は私の遊び場であり、暮らしの場であり、詩の源泉でもあ

ります。

Q  朴景利さんと「土地」が文化観光コンテンツとして持つ意義や強みとは？

河東は小説「土地」、崔参判宅、朴景利文学館など、これらの全てがすでに一つの文学カテゴリー

にまとめられ文化コンテンツになっています。初めてドラマ「土地(日本名：名家の娘ソヒ)」が放

送された時は、平沙里や蟾津江はありましたが、崔参判宅はありませんでした。それで1998年

から崔参判宅を一棟一棟作り始めて20年が経ちました。小説の中の舞台が再現されたことだ

けでも人々の関心が集まり、文学的・文化的コンテンツとして生命力を持つようになりました。

実際に「土地」の後半に出てくる崔参判宅の位置図を参考にして位置を決め、朝鮮時代末期の慶

尚道地域の士大夫(貴族)邸宅に対する研究と韓屋に対する諮問を受けて再現しました。「土地」

が2回目にドラマ化された時は、ドラマを見てたくさんの人々が訪れました。特に、ここを訪れる 

方々は単純な観光ではなく、「土地」の作品について回想して語り合います。平沙里を観光する

途中、熟したかぼちゃなどを見かけると「土地」の登場人物がかぼちゃの盗み食いでケンカする

場面を思い浮かべるなど、ここでしかできない文学的討論が自然にできます。これらが文化観光

コンテンツとして持つ意義であり、強みでもあります。

朴景利文学館の観覧
韓屋をリフォームして作られた朴景利文学館の前には統

トンヨン

営と原州、ロシアにある銅像と同じ朴景
利さんの銅像が立っています。文学館の壁面と陳列棚には作家の創作世界を垣間見ることができ
る本や肖像画、写真、映像などが展示されています。彼女が使っていた国語辞典、ミシン、自筆
原稿などの遺物もあります。

月
タルピッ

光朗読会と文学セミナー
春と秋に開かれる月光朗読会は、月が出る夜に崔参判宅のヘンランチェ(門屋)に集まってマッコリ
を飲みながら詩や小説を朗読するなど、皆が楽しめる文学祭りです。他にも、朴景利文学館では
定期的に河東の文学者達と共に文学セミナーと詩の朗読会を行っています。情緒ある詩の朗読と
様々なテーマの文学セミナーは、豊かな感性を満たしてくれる大切な時間になるでしょう。

崔参判宅の観覧
小説「土地」の舞台である崔参判宅が平沙里の野原が一望できる場所に再現されています。崔栄
旭さんの興味深い解説付きで観覧すると、塀の下に咲いたハマナシ一輪さえ新しく見えてきま
す。ここでは年に2回、青少年向けに韓屋での宿泊や文学教室、体験も行われます。

朴景利土地道の体験
平沙里公園から花

ファゲジャント

開市場まで小説「土地」の背景になった平沙里のあちこちと崔参判宅を崔栄旭
さんと一緒に歩くプログラムです。彼から土地の登場人物と背景に関する話を聞くこともでき、
文学の香りでいっぱいの道です。

名士おすすめの名所

姑
コ ソ

蘇山城
平沙里の野原と蟾津江が最もよく見える所が伽倻時代の山城であ
る姑蘇山城です。智異山から伸びる聖帝峰の山並みの中腹、海抜
300mの稜線に沿って石を積み上げた山城で、崔参判宅の村から
山道に沿って約40分かかります。山城に登ると、平沙里と蟾津江
の絶景が一望できて疲れを吹き飛ばしてくれます。

  慶尚南道河東郡岳陽面平沙里山31

双
サ ン ゲ サ

磎寺と仏
プ リ ル

日瀑布
智異山の南麓にある双渓寺は、新羅の成徳王(在位702～737年)
時代に建てられました。春になると花開十里桜並木としても有名
です。近くに1000年前の茶畑があるほど「茶」でも評判の高い
双渓寺には国宝第47号「真鑑禅師大空塔碑」をはじめ、文化財が
多く保存されています。双渓寺から山道に沿って登っていくと、
韓国2大瀑布である仏日瀑布があり、高さ60mの絶景を鑑賞でき
ます。

 慶尚南道河東郡花開面双磎寺ギル59
 055-883-1901   www.ssanggyesa.net

 朴景利文学館

  慶尚南道河東郡岳陽面平沙里ギル79   055-882-2675

プログラム
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