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１．なぜ韓国の民具名一覧か

　民具が、私たちの暮らしの歴史を具体的に語ってくれる有
力な手掛かりになることは、もう重ねて述べるまでもないだ
ろう。そして、諸地域の民具を比較検討することが、地理的
条件などによる人々の暮らしの違いや、自然と共存してきた
人々の知恵を知る作業となると同時に、暮らしの歴史とその
道具の変遷を探る手がかりにもなることが期待される。
　そこで、日本各地の民具に関する従来の研究成果の整理を
行い、生産用具（農耕、漁撈等）や生活用具（衣食住）といっ
た分野ごとの基本的民具をリスト化して、それぞれの民具の
地方ごとの方言名の比較を試みた。この作業を通して共通す
る民具を全国的に比較する手がかりが得られるようになると
考えたからである。
　私たちのプロジェクトでは、コレクションが充実している
福島県只見地方の民具を出発点に、南九州地方（鹿児島）、
沖縄地方、東海地方（沼津）等々、各地の基本情報のよく整
ったコレクションを順次リスト化し、個別資料の比較を試み
て、全国の一覧表を充実させていく作業を行ったが、ようや
く比較研究の基礎資料になる典型的な基本民具にどのような
ものがあるかをとらえる可能性が見えてきたというのが現状
である。
　この作業をさらに発展させ、日本国内だけでなく、諸外国
の民具との比較の基準になるような民具リストができないも
のかと考えている。これが実現すれば、生活文化の諸外国、
諸民俗の比較研究が民具を通して飛躍的に進むことが期待で
きる。まだ、そこに至る道は遠いが、その可能性を探る糸口
を得ておきたいと考え、我が国と距離的にも文化的にも近い
隣国の韓国の民具に注目したのが、本プロジェクトに韓国の
民具調査を加えた理由である。民具の形態と機能において
も、比較的共通性が多いことが予想され、比較研究の基準に
なる共通の民具を見出す見通しが得られるのではないかと考
えたからである。
　そこで、2011年と 2012年の 2回にわたり、韓国の民俗
博物館を訪ねて民具調査を実施するとともに、2012年には
韓国国立民俗博物館キュレーターの金宗奎（キム・ジョンギ
ュ）氏を迎えて研究会を開催し、韓国の民具調査研究の実態
について発表していただいた。

２．韓国の民具研究の今

　2011年（ 2月 24日～ 27日）の調査では、韓国国立民俗博
物館、農協中央会農業博物館の担当者からの聞き取りを中心
に、特徴のあるコレクションを保有する小博物館（藁草生活
史博物館・国立國楽院・国楽博物館・餅博物館など）を訪ねて情
報収集を行った。とくに国立民俗博物館と農業博物館では、
国レベルの活動としてすでに資料の共通データベース化作業
が進んでいたことを知らされた。データ化作業において、毎
年リストの再検討が行われ更新が行われていることは注目に
値する。韓国では博物館資料のデータベースを構築するため
の国の指針として、系統的な分類表（「博物館遺物分類標準
化」）が作られ、国立民俗博物館をはじめ農業博物館などそ
の他の博物館でもこの分類に従って収蔵品の整理を行ってい
るのである。なお、分類表のうち生活用具に関しては日本の
文化庁の民俗文化財の分類を参考にして作られているため、
両国間の民具が比較しやすい環境にあることもわかった。ま
た、国立民俗博物館では、「衣生活」「食生活」「住生活」「業
（生業）」のテーマごとに『韓民族歴史文化図鑑』（ 1）を刊行
し、民具の全資料にカラー写真、計測図と解説文を付して紹
介し、PDFでも配布している。そこで、この民具集成から
韓国の生活を示す典型的な民具の一覧を抽出し、日本の民具
の一覧と並べる作業が実現すれば、両国の民具の比較研究に
その一歩を踏み出すことができるのではないかという感触を
得た。本報告書では、その一部を試みたものである。
　民具研究に関して、日本はいわば先進国だろうと思ってい
たが、韓国を訪ねてみると、国立民俗博物館の活動を中心
に、近年、国レベルの調査研究が展開しており、学ぶところ
が多いことを確認することになった。
　国立民俗博物館の現在の展示では、伝統的な韓国の生活文
化から現代にいたる生活用具が、使用される空間の場面ごと
にセットで紹介され、これに季節ごとの生活用具を展開する
展示がなされるなど、民俗を総合的に捉える見方が示されて
いるところは、大いに参考になる。一方、韓国内における民
具の個別研究は、農具や竹・藁の細工など一部の分野を除く
と、あまり進んでいないということで、民具は、文化財、博
物館資料全般の一部に位置付けられ、韓国全体の民具を全般
的にとらえたリストは作られていない。共通名称の問題も浮
上しているというお話であったが、民具に関わる専門家は、
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全国的にも数少なくて、国立民俗博物館でも専門は 1名だ
けとのこと。今後の連携、協力関係の必要性を痛感させられ
た。
　2012年（ 2月 29日～ 3月 3日）の調査では、全国的視野
で民具蒐集している博物館の存在を確認し、また民具に関す
る研究調査が現在どのように行われているかを探った。
　ソウルでは高麗大学校のコレクションが充実しているとい
う情報を得た。また、2012年 2月に招聘した韓国国立民俗
博物館の金宗奎氏から、同館が韓国全土で、地方ごとに一軒
の家を選んで、「サリムサリ」（民具や所帯道具などを含むすべ
ての生活財）の緻密な悉皆調査を計画し、すでにいくつかが
実施済みであるという情報を得ていたので、これらに関して
の聞き取り調査を目的にして、2つの博物館を訪問した。
　高麗大学校博物館では、神奈川大学国際常民文化研究機構
でもすでにお世話になっている田耕旭教授のご案内で、民俗
資料のコレクションについてうかがい、特別の配慮のもと、
蒐集台帳の閲覧と収蔵庫内の視察が実現した。韓国全土をカ
バーするように計画的な現地調査によって蒐集されたもの
で、台帳には 1頁に約 20件、全体で約 100頁余りの資料
（総数はおよそ 2 千点）が登録されていた。1点ずつ、名称、
蒐集地、蒐集年月日、蒐集者、寸法などが記入されている。
田教授は韓国内の博物館で、生活用具を全国的に蒐集して、
かつ調査情報もともに保存している例は珍しいことだと強調
された。
　そういわれてみると、例えば国立民俗博物館には全国の
「盤」を集めた優れたコレクションがある。「盤」は日本語で
言えば「膳」に相当するものである。民俗工芸（いわゆる民
芸）の視点からは優れた、地方ごとの独特の意匠豊かなすば
らしいコレクションであるが、蒐集は古美術商経由のものが
中心であるという。これに対して、高麗大学校の資料は、い
わゆる「民具」といえるもので、必ずしも見栄えのいいもの
ではないが、基本データを伴う貴重な民俗資料だということ
を確認できた。収蔵資料の多くは、日本の民具からその用途
を類推することができるものが多かったが、微妙な形態的差
異が認められる。きっと使用方法などに日本では考えられな
いような違いもあることが予想され、改めて 1点ずつデー
タを確認しつつ、日本の民具との比較検討が加えられる機会
が欲しいと思われた。
　国立民俗博物館では、千鎮基館長との面会が実現し、館長
からは現在この館が移転計画の渦中にあること、そして数年
前から始まった韓国全土における地域別の「生活用具を中心
した暮らしぶりの調査の進捗状況や問題点などが紹介され
た。途中からは関係スタッフを交えて詳しい話を伺うことが
できた。「サリムサリ調査」は、1地区の調査に博物館のス
タッフが 10か月間現地に滞在し、3か月目ごろに 1軒の家
を選定し、その家の生活財を悉皆調査する作業を、その家に
2か月ぐらい住み込んで行っていることが紹介された。そ
して家ごとに 300頁を超える分厚い報告書と、博物館 HP
に報告書の電子書籍、全ページの PDFそれに、CGで家の

部屋へ入り込んで道具や品々を確認できるソフトなどが公開
されていることが紹介された。調査現場での苦労話を具体的
に聞けたことも大いなる収穫だった。その後、2014年 3月
に神奈川大学で開催された国際シンポジウムにおいて崔順權
氏により、「サリムサリ調査」の具体像が紹介されているの
で詳細はその報告書を参照されたい（ 2）。
　このような一軒の生活用具を悉皆調査する手法は、2002
年に日本の国立民族学博物館で開催された『ソウルスタイル　
李さん一家の素顔のくらし』展（ 3）がひとつの出発点になっ
ていることが想像された。この展覧会はソウルのマンション
住まいの李さん家族が用いていた物質文化のすべてを悉皆調
査、収集し、一軒分をまるごと再現して展示するという衝撃
的なものであった。ご主人の自家用車のダッジュボードの中
や職場デスクの品々まで洗いだした徹底ぶりだったのであ
る。これは、国立民俗博物館が韓国国内の各地で継続して実
施している物質文化の総量調査につながる。それぞれの地区
の一家族のいわゆる民具だけでなく、現代生活におけるすべ
ての道具類が取り上げられ、現代の韓国生活文化をとらえる
貴重な記録となっていた。
　こうした交流を通じ、わが国における民具調査のこれまで
のあり方と、韓国の現在の動きを対比しながら、意見交換が
できたことが有益であった。

３．民具一覧表について

　ここに掲載した一覧表は、本プロジェクトが韓国での調査
を行うにあたって事前情報として作成した韓国の民具一覧の
試作表を改訂したものである。
　資料としたのは、「農耕用具」「運搬用具」「畜産用具」「手
工用具」「その他（蓑・笠・熊手・木鋤）」までは、やや古い
文献になるが朝鮮総督府の時代に刊行された『朝鮮ノ在来農
具』（ 4）からリスト化した。
　これに続いて、「衣」「住」「その他（農具・運搬・儀礼・遊
戯・楽器）」の分野について、国立国語院編『カラー日本語
版　韓国伝統文化事典』（ 5）の記事の中から民具に相当する記
事を参考にさせていただいた。
　「食」の項目については、さきに紹介した韓国国立民俗博
物館の『韓民族歴史文化図鑑〈食〉』（韓国語版）から抽出し
て、解説文を翻訳した上で要点を記した。国立博物館には
「小盤（ソバン）」と呼ばれる膳のコレクションが充実してお
り、この図鑑でも韓国各地方ごとに特色ある膳が約 40種も
紹介されているが、ここでは角形、円形など主な形態のもの
だけを抽出した（ 6）。
　なお、「韓国名」は、読みとハングルを併記したが、カタ
カナ表記はもとより無理があるので参考までに示したものと
ご理解いただきたい。『朝鮮ノ在来農具』の項目は、表記や
発音が現代のものと若干異なっていたため、若干の訂正を加
えている。「漢字」欄は韓国での漢字表記で、上記参考文献
に記載のものだけ記入した。
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　また、『朝鮮ノ在来農具』から作成した項目の画像は、発
行当時の写真・挿図を引用し、それ以外は、本リスト用に描
き起こしたものである。
　民具の比較を行う際、海外の民具を日本語に直訳して扱う
ことは、当然のことながら困難を伴う。それは、道具の使わ
れ方や概念自体が異なるからである。手始めに比較的共通点
が多いと思われる韓国の食の道具を、『韓民族歴史図鑑
〈食〉』を素材に観察してみたが、類似する民具であっても、
日本のものと 1対 1で対応させることが難しい場合が多い
ことを痛感させられた。日本の民具と共通するものを見出す
こともできたものの、韓国の文化の中で培われた独特の民具
も数多い。必ずしも日本の民具のいずれかに相当すると言い
切れない。例えば、日本であれば「飯茶碗」に相当すると思
われる器は、韓国語のもとになっている漢字をそえると「サ
バル（沙鉢）」と「スバル（周鉢）」となり、前者が陶磁製、
後者が真鍮製の「鉢」の意味になる。「はち（鉢）」という日
本語のニュアンスとは異なり、素材も形態も寸法も微妙に異
なるのである。さらに、「手に持って食べない」「スプーンを
使う」などの違いがあり、こうなると、もう日本の「飯茶碗
（ごはんぢゃわん）」とはとても同一とはみなせないことがわ

かってくる。ただし、視野を少し大きくとらえて、「食事の
ときに一人ずつのご飯を盛る器」という程度ならば同一のも
のとして定義できる。このように、共通の基本項目を考える
うえで鍵となるのは、その境目がどこにあるかを厳密に境界
線を引くことではなく、より高い視点から、共通するあり方
を見出すことではなかろうか。その上で、それぞれの違いを
確認することになる。形態や素材がほぼ同じであっても、機
能や用途が異なることもあり得るから注意を要する。
　以上の事情から、提示した韓国の民具一覧表は、今回、入
手できた図録類の範囲で抽出できたリストであること。韓国
の民具を全国的に扱った図録類を利用したことで、ある程度
は、韓国の民具を代表するものを並べることができた可能性
があるが、図に選んだ民具で、それぞれの分野の典型的なも
のを示せたかどうか客観的な裏付けはない。しかし、わが国
の民具と共通すると思われるものが見られるとともに、やは
り、韓国特有の民具のあり方が見いだされて、今後の展開の
ヒントを得る可能性を秘めていると思う。不十分を承知で、
ここに掲載させていただいた。ご照覧いただければ幸いであ
る。

（ 1）『衣生活　韓民族歴史図鑑』国立民俗博物館　2005年 12月

（韓国語版）

　・『住生活　韓民族歴史図鑑』国立民俗博物館　2006年 12月

（韓国語版）

　・『食生活　韓民族歴史図鑑』国立民俗博物館　2007年 12月

（韓国語版）

　・『業　韓民族歴史図鑑』国立民俗博物館　2008年 12月（韓国

語版）

（ 2）「（翻訳）農村の生活文化調査と持続的な記録の必要性―全羅

南道長興郡上金マウルの事例を中心に―」崔　順權（神野知恵　

訳）国際常民文化研究機構・神奈川大学日本常民文化研究所編　

『国際シンポジウム報告書Ⅴ　渋沢敬三の資料学―日常史の構築

―』2014年 10月

（ 3）　『ソウルスタイル　李さん一家の素顔のくらし』展　国立民

族学博物館　2002年。

　　ちなみに、韓国で行われている「サリムサリ」の調査と、方式

はやや異なるが、日本でも、1軒の民具を総覧することをめざし

た悉皆調査は、かねてより行われており、武蔵野美術大学教授だ

った宮本常一氏の指導のもとに行われた例が知られている。ま

た、筆者も静岡県水窪町の山村（『静岡県史　資料編 25　民俗三

―遠江編―』静岡県教育委員会、1995年）や、三鷹市大沢の水

車経営農家などで実施したもの（『武蔵野（野川流域）の水車経

営農家の民具調査報告書』三鷹市教育委員会、2005年）がある

ので参考にしていただきたい。

（ 4）朝鮮総督府勧業模範場編『朝鮮ノ在来農具』1925年

（ 5）国立国語院編『カラー日本語版　韓国伝統文化事典』　2006

年

（ 6）注 1の『食生活　韓民族歴史図鑑』国立民俗博物館　2007

年 12月

注 
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