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[ 和文要旨 ] 

　近年，歴史や文化を中心とした観光開発が注目され始め，韓国においても地域性が重要視されるよう

になってきている。それに伴い，現在の韓国都市の原型とされる朝鮮時代の「邑治」を対象とする研究が

活発化しており，都市史・都市計画などの分野において，多様な議論がなされている。しかしながら，そ

の多くは，大都市や城壁で守られた遺構の豊富な邑治に集中しており，地方の郡・県といった比較的小規

模な邑治や城壁の持たない無城邑治は注目されてこなかった。

　そこで，本研究は，地方小都市 (郡・県）に位置する無城邑治に着目し，現在の邑治に関する既往研究

を総括すると共に，連山県邑治を事例として取り上げ，19世紀末の空間の復原および居住民の階層別分

布の分析を通して，邑治の空間構成と社会構造の実態を明らかにすることを目的としている。

　本論文は，6つの章により構成されている。

　第 1章では，研究の背景，目的，方法について述べ，本研究の意義をまとめるとともに，既往研究を整

理し，本研究の位置づけを明らかにした。

　第 2章では，文献・既往研究により，邑治の概要と形成背景，朝鮮時代における有城邑治と無城邑治の

分布，遺構のある邑治の現状および現在邑治における開発事業の動向をまとめた。

　第 3章では，韓国国内の全邑治を対象に，文献・既往研究，朝鮮時代の絵図分析を通して，邑治の立地

条件，設置された施設とその機能および施設配置の規則性をまとめた。邑治は風水地理上「明堂」と呼ば

れる地形条件に対応しながら，機能面を優先して立地を選択した。邑治内の行政施設は最高施設である「東

軒」との業務関係により配置され，祭儀施設は風水地理と『周礼』の原則に対応して分布していた。

　第 4章では，連山県邑治を対象に，1914年地籍原図と地図類に基づき，1901年の土地台帳である「量案」

の筆情報を対比し，19世紀末の地籍に関する復原図を作成した。さらに「量案」・朝鮮時代の史料「邑誌」

及びヒアリングにより，1872年の絵図に描かれた治所の配置の復原を試みた。復原した実像空間は，絵

図に現れた理想が「客舎」と道に現れ，絵図には官の施設のみが大きく表現されたことに対し，邑治は宅

地群が形成されていたことが明らかになった。また，地籍に関する復原図から，邑治内の道のみが「路」

と記録され， 邑治の空間骨格となっていたこと，治所とその前の集落は風水地理要素を連結する軸上に

形成されていたこと，水供給の機能を持つ泉の存在，治所前の広場と市場の官・民の交流場所などといっ

た存在が明らかになった。さらに，治所前の道は象徴性を持つ空間であり，史料により邑治における官

の公式的な入口であったことが分かった。こうした一連の分析によって，邑治は都市的様相を持つ空間

であったことを示した。

　第 5章では，邑治の宅地群を対象とし，朝鮮初期から末期までに用いられた階層別の宅地規模規制と，「量

案」に記録された宅地の情報に基づき，居住民の階層を上位官人・下位官人・庶人と区分して階層別居住

民の分布状況の把握を試みた。郷吏と呼ばれた地方権力層である上位官人は，19世紀末には恩津宋氏 (両

班 )が担い，この上位官人は泉と幹線道路に近接する空間に集まって居住していた。下位官人は治所正門



の向かい側に，庶人は上位官人の周りに分布する特徴を明らかにした。即ち，上位官人は邑治内の良好

な居住地を占有し，下位官人は治所業務の必要性から治所から見える範囲に住まい，私奴を含む庶人は

郷吏層の居住地の近隣に住んだものと考えられ，首都漢陽に見られる階層による居住分化が，地方邑治

においても生じていることが分かった。

　第 6章では，各章で得られた知見を総括し，邑治空間の解析および復原研究方法を論じ，本論文の結論

とした。
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19세기 연산현 읍치의 공간구성과 주민속성에 관한 복원적 고찰

[ 한글초록 ]

　조선시대의 읍치연구는 주로 읍성 (유성읍치 )을 대상으로 연구가 진행되어왔으며 , 2000년대에 들어 , 

다양한 지역의 정량적 연구나 복원적 사례연구가 활발해지기 시작하였다 . 최근에는 지자체에 의한 발굴

조사 및 문화관광자원 개발 사업이 진행되고 있다 . 하지만 , 여전히 성곽이 남아있는 읍치나 보존이 잘 되

어있는 읍치를 중심으로 연구나 개발이 진행되고 있으며 , 대도시 부・목이나 읍성에 비하여 그 수가 더욱 

많았던 무성읍치는 아직 주목받지 못하고 있다 . 조선시대 지방도시의 규명에 있어서 , 무성읍치에 대한 

연구는 , 읍성의 연구와 마찬가지로 하나의 연구분야이며 , 다양한 사례연구의 집적이 필요하다고 생각된

다 . 

  본 연구는 , 소도시 군・현의 무성읍치에 주목하여 , 충청남도 논산시에 소재하는 연산현 읍치를 대상으

로 , 1901년 광무양안을 활용해 19세기 읍치공간을 추정복원하였다 . 또한 , 법률에 근거하여 토지규모를 

통해 주민계층을 분류하고 , 치소뿐아니라 읍치의 현실공간을 구성하는 하나의 요소로서 거주공간을 고

려하여 , 읍치의 공간구성 및 주민구성 , 치소와 주민 계층별 공간점유 특성을 밝히는 것을 목표로 하고 있

다 . 

　논문은 6장으로 구성되어있다 . 제 1장에서는 , 연구의 배경 , 목적 , 방법에 대하여 기술하고 , 선행연구

의 정리와  본 연구의 의의를 명확히 하였다 .

　제 2장에서는 , 문헌 및 기존연구를 통해 , 읍치의 개요와 형성배경 , 조선시대 읍치의 구성 및 분포 , 문

화재현황과 읍치의 개발동향을 정리하였다 .

　제 3장에서는 , 문헌 및 기존연구 , 조선시대 회화지도분석을 통해 , 읍치의 입지조건 , 공통적으로 설치

된 시설의 종류와 그 기능 , 시설 배치에 있어서 드러나는 규칙성을 정리하였다 . 읍치는 풍수지리상 명당

이라 불리는 지형조건에 상응하면서도 , 기능면을 우선적으로 고려하여 입지를 선택하고 , 지방행정의 최

고 시설이었던 동헌과의 업무관계에 의해 행정시설들이 배치되었다 . 제의시설은 풍수지리와 주례의 원

칙에 따라 주산 및 절대방위를 지키며 배치되었다 .

  제 4장에서는 , 연산현 읍치를 대상으로 , 1914년 지적원도와 이후의 지적도에 기초하여 , 1901년 「충

청남도연산군양안」의 필지정보를 대조해, 19세기말 연산현 읍치일대의 지적도를 추정복원하였다. 또한, 

양안과 읍지의 비교 검토 , 인터뷰조사를 통해 19세기말의 치소시설 종류와 규모 (칸 )를 추정하고 , 치소

가 그려진 1872년 지방지도 (회화식 )를 통해 치소배치를 추정복원하였다 . 지방지도에 나타나는 이념이 , 

복원한 현실공간에서는 객사와 도로에 실현되어있었으며 , 지방지도에는 치소만 확대하여 표현한 것에 

비해 , 현실공간에서는 택지군이 치소사이를 연결하여 거대 취락을 형성하고 있었다 . 또한 , 복원한 지적

도를 통해 , 읍치내에는 양안에 「路」로 기록된 도로가 공간골격을 형성하고 , 치소와 치소정면의 취락이 

풍수지리요소를 연결하는 축상에 형성되었으며 , 물공급을 담당한 샘 , 관・민이 교류하는 치소앞 광장과 

민・민 (양반・농민 )이 교류하는 장터의 존재가 명확히 드러났다 . 게다가 , 치소앞 취락을 통과하는 도로



는 충청도 관찰사가 읍치를 방문할 때 진입한  관의 공식적인 입구로서 , 치소와 함께 상징성을 갖는 공간

이라고 판단되었다 . 이러한 일련의 공간분석을 통해 , 조선시대 읍치는 도시적양상을 띄는 공간임을 명

확히 하였다 . 

  제 5장에서는 읍치의 택지군을 대상으로 , 조선말까지 사용된 경국대전의 「급조가지」에 근거하여 , 계

층별로 제한된 택지규모를 양안에 기록된 택지에 적용하고 , 양안의 택지분석과 사료・인터뷰조사를 통해 

연산현 읍치의 거주민구성을 추정하였다 . 거주민 계층은 상위관인・하위관인・서인으로 구분하였으며 , 

지방권력층이던 좌수・별감을 포함한 상위관인에는 , 19세기말 은진송씨 (양반 )가 담당하였고 , 이들은 

샘이 위치한 간선도로 근처의 평지에 집거하는 특징을 나타내었다 . 하위관인은 「아전」이라는 호칭처럼 

치소앞 취락에 모여있었으며 , 서인은 상위관인의 주변에 분포하는 특징이 있었다 .  상위관인은 읍치내에

서도 거주에 양호한 공간을 점유하고 , 하위관인은 치소업무상의 필요에 따라 치소로부터 보이는 범위에 

거주하며 , 과거 사노비를 포함한 서인들은 상위관원 거주지 근처에 살고 있어 , 한양에서 보이는 계층에 

따른 거주분화가 지방읍치에서도  드러나 있었다 . 

  제 6장에서는 , 각 장에서의 연구성과 , 읍치공간에 대한 해석과 복원연구방법에 대한 제언을 남기며 , 

본 연구의 결론으로 정리하였다 . 

주제어 : 조선시대 , 읍치 , 치소 , 광무양안 , 지도복원 , 연산현 , 공간구성 , 주민구성
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第 1章　研究の概要

1.1　研究の概要

（1）背景及び目的

　現在韓国の地方都市の町を指す「邑内」注 1-1)という言葉は朝鮮時代の

「邑治」を由来とする。邑治とは，王の殿碑を安置した「客舎」と，地

方行政を司るために中央 (首都漢陽にある行政府，以下中央）から派

遣される守令注 1-2)が執務する「東軒」等が配置された地方都市一帯を指

す。この邑治は，現代において地方都市の根幹となっていることから，

邑治の変容過程，空間構成原理，施設の配置規則などの把握を目的と

する研究が行われてきた。地域固有性が重要視されるようになるにつ

れ，歴史や文化を中心とした観光開発とともに朝鮮時代の邑治が注目

されて来ている。それに伴い，邑治の研究も活発化してきており，空

間構成の研究をはじめ，現在は多様なテーマに拡大しつつある。ただし，

空間構成については，史料の限界から専ら朝鮮時代の絵図や地籍原図

（1912-1914年）を用いた研究が主流で，その多くが定量的な調査に基

づくものや，遺構が残る城郭都市を事例とするものが多い。絵図は風

水的観点から作成された図であるため，実像的空間の把握には限界が

あり，また，地籍原図をベースとする研究は，地目上の国有地に治所注

1-3)の位置を推定することに留まっている。より詳細な復原的研究とし

て政府機関による発掘事業資料を用いたものがあるが，その対象は文

化財として保存される邑治に限られている。

　邑治は各地方の中心都市であったため，朝鮮時代の都市研究の主な

対象となっているが，大邑治注1-4)や有城邑治注1-5)を対象とする研究が多

く，邑治は行政 ･経済 ･軍事機能が集積された都市であったと定義する

に留まっている。そのうえ，地方の小都市である郡 ･県邑治は，韓国戦

争後（以下戦後）には，農村地域とされる場所に存在する場合が多いた

め，都市研究においては注目されてこなかった。殊に物的に目立つ特

徴のない無城邑治注 1-6)の研究はさらに数が少ない。しかしながら，郡・

県の無城邑治は朝鮮時代に設置された邑治のなかでも多くを占めてお

り，朝鮮時代の都市空間の究明のためには，それらの邑治の事例研究

注 1-1）

　邑内は市場と商店街がある地方都市の中

心部の通称である。 地方自治法第 7条により

「市（人口 5 万以上 )」と「邑 (人口 2 万以上 )」

は都市部であり， 市・ 邑と対応される「郡 (人

口 5 万以下 )」 と「面 (人口 2 万以下 )」 は農

村部である。 郡内・ 面内との呼び方はほとん

どなく， 商店街を市内・ 邑内と呼び， 現在の

行政単位が面であっても朝鮮時代に ｢邑治」

があった面の中心部は今までも住民により邑

内と呼ばれている。

注 1-2）

　守令は朝鮮時代の郡・ 県における最上位

役員である。 郡に派遣される郡守， 県に派

遣される県令・ 県監の通称である。

注 1-3）

　邑治に位置する行政施設であり， 守令の執

務室である東軒を中心に各部署の施設が集

まっていいる。

注 1-4）

　朝鮮時代の地方行政区域は， 府・ 牧・ 郡・

県に基づいている。 府・ 牧は郡・ 県より， 軍

事的・行政的に重要な都市であり，周辺の郡・

県を観察する監榮が設置されている。従って，

府・ 牧は大都市， 郡 ･県は小都市と分けられ

る。

注 1-5， 6）

　邑治は城壁がある場合， 邑城と呼ばれてい

るが， 本稿では城壁の有無により， 有城邑

治と無城邑治の語を使う。
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注 1-7） 参考文献 1)　pp12-19

注 1-8）*参考文献2）p.140，**参考文献3）p.152

　国家の徴税のために作られた土地台帳で

あり *， 1601年からは道別に 1720 年代以降

は郡 ･県別に作成・ 管理された **。

注 1-9)　参考文献 2） p239

　韓国戦争で主に破壊された都市部であり，

そこにすんだ中人（主に上位職の役員と商人

からなる身分層） に関する史料は僅かである

という。

の蓄積が必要であると考えられる。本研究では郡・県邑治のなかでも無

城邑治に着目し，その事例として無城邑治の分布の多い忠清道に存在

した連山県邑治を取り上げ，地方都市としての空間構成を明らかにす

ることを 1つの目的とする。15世紀の『世宗実録地理志』では，忠清道

の 4つの牧のうち，公州牧の監榮の管轄に 14の郡・県があり，連山県は

その 1つである。18世紀の『與地図書』では公州牧の管轄に 8の郡・県が

あり，そのうち連山県は人口数と官員数が 3位で注 1-7)，郡・県のなかで

は比較的大きな邑であったと考えられる。連山県は 19世紀の絵図に治

所の配置が表現されており，また，土地台帳であった 1901年の「量案」

注 1-8)と共に治所の正門の遺構が現存し，空間復原が可能であると考え

られる。邑治空間の研究史料として注目されてこなかった「量案」を用

い，地籍原図との対比により復原図を作成し，絵図での治所配置復原

と共に，絵図では表現されなかった邑治空間の復原を試みる。それを

通して，連山県邑治が持つ空間構成を考察し，邑治としてその周辺部

と異なる特性を明らかにする。

　また，朝鮮時代の絵図の多くが邑治内に治所のみを描き，治所周辺

の民家を表現していないのに対し，量案からは治所周辺の宅地の存在

が知り得る。即ち，量案による復原図の作成を通して，治所と宅地群

の関係および居住民の分布特性を明らかにすることを 2つ目の目的とす

る。邑治空間の究明には，居住空間を把握することが欠かせないと考

えられるが，邑治の居住民に関する史料は十分でなく注 1-9），詳細な研

究は振るわない。

　本研究は，1914年地籍原図より前の邑治空間を復原し，治所のみな

らず，邑治の居住空間が治所とどのような関係を持ち，そこに暮らす

居住民はどのような人々であったかを考察することで，邑治に対する

理解を高めることが可能であると考える。

（2）本論の構成と研究の方法

　本論の構成を図 1-1に示す。2章では，文献研究により邑治の概念お

よび朝鮮時代の邑治分布の状況とそれらの現状を検討し，3章では邑治

における施設の配置にあったとされる配置規則性をまとめる。4章では

連山県邑治を対象とし，3章で示した配置規則性が現われているか検討

する。また，19世紀末の復原図作成と治所の配置復原を通して，配置

規則性と絵図との比較考察を行い，実際の邑治がどのような空間であっ
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表 1-1　関連資料と調査日程

図 1-1　研究構成
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④
連山県
邑治の
空間
構成

⑤
連山県
邑治の
居住民
分布
特性

⑥
結
論

背景と目的 研究動向
・邑治空間
・居住民研究構成と方法

邑治の概念
・定義
・形成背景

邑治の立地条件
邑治の理想の地形

連山県概要：歴史・人文・社会背景　/　朝鮮時代の要素状況

邑治の現状
・朝鮮時代の分布
・現在の文化財状況
・復原および開発状況

邑治施設の配置規則性：行政施設　
　　　　　　　　　　　　祭儀・教育施設
　　　　　　　　　　　　経済施設

連山県絵図分析：風水地理的要素検討　/　施設配置規則性と比較

施設位置推定，周辺邑治との関係検討，広域道路網推定

1901年復原図作成

量案の筆分析
・法律による筆の階層分類
・階層別物理的特徴　/　空間分布特性

官員・土着名字検討

研究のまとめ

邑治における研究方法考察

邑治の集落分布推定

連山県邑治の
居住民・空間点有考察

絵図と復原図の比較考察　/　19世紀末，邑治空間の考察

治所施設復原
・施設規模推定
・位置と配置推定

邑治の主要施設：種類と機能

朝鮮王朝実録
世宗実録地理誌
朝鮮時代絵図類
既往研究

邑誌類

1872年地方地図

1872年地方地図
1914年地籍原図
1948年空中写真
1901年量案
土地管理台帳
建築物管理台帳
現地調査
ヒアリング調査

邑誌類
建築物管理台帳
現地調査

1901年量案

各司騰錄
潭庭遺藁
ヒアリング調査

feedback

・骨格/象徴軸/主入口　・公共空間の広場/市場/水源　・媒介空間

邑誌類 絵図類 地図・ 空中写真類 記録物・ 文集類 現地調査日程

1530年新増東国與地勝覧
18C與地図書
1871年湖西邑誌
1895年湖西邑誌
19C忠清右道誌
19C連山邑誌
*ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵

1677年地乘
1750年海東地図
18C與地図
18C推定１： 30万八道郡県地図
19C廣與図
19C東與図
1834年靑邱図
1863年大東與地図
1872年地方地図
*ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵

1895年 1： 5万地形図
*旧韓末韓半島地形図,成地文化社,1996

1901年忠清南道連山郡量案
*ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵

2013年 5月 4-7日
2013年 10月 13-19日
2014年 3月 16-19日
2014年 9月 21-27日
2016年 10月 8-11日

1914年 1： 1.2万地籍原図
*国家記録院所蔵

土地管理台帳
建築物管理台帳
*個別筆論山市発給

1924年 1： 5万地形図
1984年数値地形図
2012年地籍図
2013年 1： 5千数値地図
1948年空中写真
1968年空中写真
1985年空中写真
2012年空中写真
*国土地理院所蔵

1392-1928年朝鮮王朝実録
1577-1910年各司騰錄
1623-1910年承政院日記
*国史編纂委員会韓国史データベース閲覧

1704.5-1705.3月湖西監營日記
*国立中央図書館所蔵

1882年潭庭遺藁
*ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵

1970年代旧地籍図
*一部区域論山市発給
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たか考察する。

　空間復原においては 1901年に作成された『忠清南道連山郡量案』（以

下量案）を用い，治所に関する史料は 1872年の絵図と同時期の 1871年

の『湖西邑誌』に基づく。1871年の『湖西邑誌』に書かれた治所施設の

種類や規模は，1895年に発行された『湖西邑誌』においても同様に記載

されており，1901年の量案上も空間的に大きな変化が見られず，復原

する時代を 19世紀末と設定した。1914年地籍原図と 1948年空中写真と

の対比により治所の位置を想定し，確認のため現地においてヒアリン

グ調査と図面採取を実施した。必要により，土地管理台帳・建築物管理

台帳など空間関連資料を対比検討した。詳細史料と調査日程は表 1-1で

ある。

　空間復原の次に 5章では邑治の集落分布と居住民分布の考察を行う。

邑誌で説明された集落の位置を把握し，量案の土地情報に基づいて，

邑治の宅地の特性の分析，空間との対照を試みる。復原した邑治の宅

地群 87筆を，『経国大典』による品階別宅地規模規制の基準により分類

し，居住者の階層を推定する。邑誌に記録された官員数，各史料に記

録された官員を検討し，ヒアリング調査内容との対比により，連山県

邑治においてどういった人々がどのような空間に居住していたか考察

する。　

　6章では，この研究を通して明らかになった連山県における邑治空間

の実像を示す。また，邑治のさらなる究明のために必要とされる研究

の方向性と復原的研究の方法を提示する。

1.2　研究動向

　地方の邑治空間を対象とする研究は，「小都邑」また「旧邑」の語を

用い，産業化と共に都市化また衰退する過程を研究する形態分析から

始まる。これらの研究は 1960年代に始まるが注 1-10），朝鮮時代の邑治空

間というよりも，それ以降の変遷に注目していた。1990年代になって，

都市 ･建築 ･地理の分野で「邑治」の用語を用い，朝鮮時代の邑治に関

する研究が増加するが，主に邑城を対象としていた。2000年代に，各

道別に邑治の定量的分析が行われると注1-11），以降は個別事例研究が徐々

に増加し，同時に，政府による発掘事業や復原事業が活発になっている。

しかし，邑治は，城壁に囲まれて，よく残されたものを除くと，都市

注 1-10）　

　1968年の李琦錫（参考文献 3） の研究が始

めてで， 1990年代まで， 旧邑集落の形態研

究が続かれる。

注 1-11）

　主に， 慶尚道と忠清道で行われている。 慶

尚道は有城邑治が多く， 主な邑治研究が慶

尚道に偏っている。 空間構成， 景観， 道路

の細分野に移り， 朝鮮時代に基づいた日帝

時代の研究に展開している。 一方， 忠清道

は無城邑治が多いため， 事例研究の対象と

なった邑治は少ない。



1章　研究の概要 5

化により過去の形態が改変された場合が多い。そのうえ，空間的史料

として邑治が把握できるものは，1912年の地籍原図が最も古いが，こ

こからは，地目上の土地用途に基づき，治所位置を推定することしか

できない。近年になって，量案を所蔵するソウル大学校奎章閣韓国学

研究所が，量案と地籍原図をマッチングするプログラムの開発事業を

始め，量案を活用した空間研究が登場し始めた。

　一方，邑治の居住民に関しては，主に居住したとされる中人の研究や，

上位官人であった郷吏家門の研究が行われて来たが，空間ではなく階

層の研究であり，居住地は明らかではない。また，それらの研究が扱

う史料は邑を単位とした記録であり，邑治のみに限定した史料は僅か

である。国立中央博物館は 2008年から海外にある個人の「戸籍」史料を

収集，2016年から順次公開しており，現在公開されているソウルなど

における居住民の研究が活発となりつつある。今後，史料の発見によ

り地方においても居住民の研究が期待され，特に量案と戸籍の対比が

可能になると，朝鮮時代の都市空間研究に重要な成果を立て得る。

（1）邑治空間関連

　本研究の対象である連山県が属した忠清道における研究を挙げると，

忠清道の全邑治の空間配置規則を分析した金起德の研究 (2002)注 1-12)が

ある。この研究は，定量的に邑治の全般的状況を明らかにしている。

また，忠清道にあった 4つ牧のうち，洪州牧の邑治を人口と面積の関係

から分析した金會正の研究 (2014)注 1-13）や，忠清道の全邑治の立地と水

系の関係を分析した姜仁愛の研究 (2012)注 1-14），邑治の主要施設である

市場に対して，朝鮮後期の忠清道の場市網の変遷を分析した李憲昶の

研究 (1994)注 1-15）などもある。

　発掘資料に基づいた事例研究としては，大興邑城の SONG Yunn-aの

研究 (2012)注 1-16）や結城邑城と海美邑城の金會正 ･李正秀の研究 (2010，

2012)注 1-17）があり，海美邑城は古地図での配置と実際の配置とのずれ

が明らかにされた。治所の変容に関する研究としては，日帝時代の役

所の建物記録がのこる舒川郡において，治所の建物がそのまま日帝時

代の役所として使われたことを明らかにした BANG Gab-ju･朴鍾敍の研

究 (1999)注 1-18）がある。

　忠清道だけではなく，昨今は著名な有城邑治において様々な研究領

域から多様な観点の研究が進んでいるが，空間分野においては治所の

注 1-12） 参考文献 6）

注 1-13） 参考文献 7）

注 1-14） 参考文献 8）

注 1-15） 参考文献 9）

注 1-16） 参考文献 10）

注 1-17） 参考文献 11）， 12）

注 1-18）　参考文献 13）
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位置推定や空間構成を明らかにする研究が多い。今後は無城邑治及び

小邑治まで研究の対象が広がることが期待される。

（2）居住民と集落関連

　都市・建築分野における邑治研究において，治所ではなく集落に焦点

を置いたのは 2014年權俊興の研究が初出で注 1-19），彼は量案と『朝鮮古

跡図譜』（1915-1935年）での写真の対比により，南漢山城内の民家配

置の復原を試みている。

　邑治の居住民に関しては，李勛相の郷吏を対象とする研究（1998年）

注1-20）や，邑治の祭儀と社会構造の研究（1995年）注1-21）などが挙げられる。

邑治の居住民の身分の構成に関する權乃鉉の研究（1998年）注 1-22）では，

舟城県の戸籍台帳注1-23）を用い，治所があった行政区域において，両班，

主な官員であった郷吏，官の雑役を担った官奴婢の居住比率を分析し，

邑治内と外の移住傾向を明らかにしている。また，邑治における地方

両班の活動に関する金慶洙の研究（2010年）注 1-24），舟城県の官奴婢に関

する權奇重の研究（2005年）注 1-25）などが邑治関連の人に関する研究で

ある。これらの研究は邑治を範囲とはするが，空間的要素は排除され

ており，居住民の特性から邑治の空間を解釈する必要性が高いと考え

る。

注 1-19） 参考文献 14）

注 1-20） 参考文献 15）

注 1-21） 参考文献 16）

注 1-22） 参考文献 17）

注 1-23） *参考文献 4） p52

　3年毎に， 各戸は奴婢を含む家族構成を作

成して官に提出， 官は確認の上， 書き写し

て保管し， 原本は各戸に返した。

　1606-1894年の史料が残っているのは， 丹

城，山陰，蔚山，大邱，尙州，彦陽，大靜 (濟

州島） である *。

注 1-24） 参考文献 18）

注 1-25） 参考文献 19）
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第 2章　邑治の概要と用語整理

注 2-1）　参考文献 1)

　2.1は拙稿「朝鮮時代の郡・ 県における邑治

の施設配置の規則性」 を修正・ 加筆したも

のである。

注 2-2）

　守令は郡に派遣される郡守， 県に派遣され

る県令の通称であり， 郡・ 県においては最上

位の役人である。

注 2-3)　参考文献 2)　p27

注 2-4）

　1451年 11月 27日の 6目の記事を検討す

ると「…仍以兩縣中央， 耽津古縣山城爲邑

治， 其後以山城窄狹， 監司傳報于朝， 移

邑于道康之松溪里。 …仍縣治于山城， 至

十餘年矣。 …欲於大路中央之地， 移設邑

治， 白于縣監， 轉報監司， 啓聞得請。 …

且以地理之設， 其吉凶固難知也。 耽津南

距海邊東串六十二里， 西距西串五十三里。

兩串居民， 三百三十戸。 於耽津築城設邑，

甚合沿邊置戍之意。 …請移邑治于耽津，

築城備邊， 以爲永久之計。」 のように城壁を

含む施設の場所を邑治として， 「築城設邑（ 

城築して邑を設置）」 から邑を空間的・ 抽象

的概念を表していると考えられる。 なお， 邑

治移設の際， 風水地理説と空間的中心部を

2.1　邑治の概要注2-1）

2.1.1　概念と形成背景

（1）概念

　韓国の地方都市の町を表す際に使われる「邑内」という言葉は朝鮮時

代の「邑治」を由来とする。「邑治」とは，朝鮮建国以降，全国を一律

的に統治するため，王の殿碑を安置した「客舎」と，地方行政を司るた

めに中央 (首都である漢陽における行政機関，以下中央）から派遣され

た守令注 2-2)が執務にあたる行政施設「東軒」などが配置された場所一帯

を指す。

　朝鮮時代の「邑」は，広意には行政区域全体を，狭意には行政施設群

が位置した行政中心部（邑治）を表した。一般的には「邑」は都市部と

して認識されている。行政中心部ではなくても，市場が発達して人が

密集する場所は「都会」と呼んだ。「邑治」は，一般的には「邑内」「郡内」

「県内」などと呼ばれ注 2-3)，現在も「邑内」「市内」の用語が使われてい

る。朝鮮時代の絵図においても「邑」「邑内」「府内」などの表記が見られ，

その範囲内の治所（東軒を中心とした行政施設群，以下治所）の位置に

は「邑治・邑基」と表記してある(図2-1）。城壁がある場合は「邑城」「府城」

と表記されることもあり，城内に「邑」「邑治」「邑城」と表記すること

で城壁の内と外の空間が明確に区分されている。なお，「県治」と「邑」

を同時に表記した事例(漣川県）や「治城(瑞山郡）」などの表記から，「治」

は基本的には行政施設群を表しているといえる。

　「邑治」という用語は，『朝鮮王朝実錄』には 70件があり，その 50%

が1724年-1800年に集中している。それに比べて「邑城」は約330件あり，

その89%が 1494年までに見られる。行政体制を構築する前期には「邑治」

の名称は一般的ではなかったと考えられる。「邑治」という語の最初の

記録は『朝鮮王朝実錄』の文宗第 10巻 (1451年）であり，その内容から

は，行政施設群を邑治と表したと考えられる注 2-4)。以降の記事は移建

に関する内容が多く，移建の際，民家の移動も同時に考慮され，「邑治」

は施設周辺の民家群も含む空間と認識して良いと考えられる。

図 2-1　絵図での邑治表記
( ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵

の各郡・ 県絵図の部分）

 庁 ＜ 治 ＜ 城 ＜ 邑 ＜ 郡県

邑県 邑城

邑治

邑内

邑基

県内

狭← →広

意味重複関係

連結表現関係
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　邑治の領域において，轟博志注 2-5)は行政施設群，周辺の民家群を指

す邑集落，その周辺を囲む風水地理的要素の自然認識領域の 3段階に

分け邑治領域をまとめている。この範囲以外で邑治を語る研究はなく，

主に国が一律的に建設を主導した施設までを含む広範な空間として

扱っている。この範囲は，周辺山脈に位置した祭儀施設までを含む空

間で，轟博志が区分した自然認識領域に当たる空間である。この広い

空間が邑治と認識される理由は，城内には施設だけではなく民家があ

ること，城壁がない場合は中心町が不確定なこと，治所から離れた祭

儀施設までを含む空間を表す名称が特にないことがあげられている。　

　研究者による「邑治」は次のように定義される。中央により設置され

た施設の機能から「行政・教育・経済の中心部」で，「官員らが居住した

地域」注 2-6)，「行政施設がある集落として都市的機能を持ち，市場が開

かれた商業地・情報集積地」注 2-7)，「大地主と商人・官員の居住により

非生産的・消費的・行政的機能を持つ場所」注2-8)とされる。

　なお，本稿では行政施設群を「治所」とし，城壁・山・川などに囲まれ，

可視的に領域性を持ち，宅地が密集した空間を「邑治」とする。

（2）形成背景

　漢陽建設の際には，立地選定から風水地理的に理想的な自然条件が

考慮され，儒教的理念の経済合理主義に基づいて構築されたという注

2-9）。儒教の影響がより強く，世宗（1418-1450年在位）代に，『周礼』に

相応しい整備を行ったという注 2-10）。世宗は中国の風水地理書を収集・

研究し，官職試験に取り入れるなど，風水地理説を積極的に導入し，

地方邑治の調査のため風水使を派遣した注 2-11）。後，『世宗実録地理志』

（1454年）に全国の邑が詳細に記録される。地方邑治における明確な建

設基準は記録されてないが，世宗の漢陽整備と共に全国の邑治も類似

規則で整備され，その背景には風水地理説と『周礼』の影響があったと

考えられる。金起德は儒教経典である『周礼』を儒教思想体系とし，朝

鮮なりに適用され発展した風水地理説を韓国の伝統地理体系であると

指摘している注2-12）。

　朝鮮初期，それ以前の行政体系の改編に際して，全国に行政区域と

して府・牧・郡・県の単位に区分し，それぞれ「邑」と呼び，治所を設

置した。そこへ中央から守令を派遣することで，地方の統治と中央集

権を進めた。この邑治は国家主導で行政に有利な構成に造成され注 2-13)，

考慮したことが分かる。

注 2-5)　参考文献 3)

注 2-6)　参考文献 4)　p347

注 2-7）　参考文献 5)

　

注 2-8）　参考文献 6)　p33

注 2-9）　参考文献 7)　pp67-70， 89-91

注 2-10） 参考文献 7)　p91

注 2-11)　参考文献 8)　pp197-213

注 2-12)　参考文献 2)　p216

注 2-13)　参考文献 5)　p140
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表 2-1　朝鮮時代の邑治数
注 2-16)

その形態は 1420年代中盤から漢陽の姿を模倣する傾向が強くなったと

いわれる注 2-14)。絵図には「旧邑」「古邑」「新邑」などの表記が見られ，

邑治の移建があったことが分かる。しかし，各邑誌の沿革では，新し

く出来た行政区域ではなく，朝鮮時代以前より邑として機能を持って

いた行政区域であり，既存の邑の内に理想的な邑治を目指して立地を

再選定し，各種施設を順次に整備したと考えられる。

2.1.2　邑治の区分と分布

　邑治の研究においては，「邑治」より「邑城」の名称が一般的であるが，

邑治を城壁のある有城邑治に限定した研究が多い。朝鮮時代に邑治を

城壁と共に築造する場合は，高麗時代の城と区別するために「邑城」と

いう用語で邑誌に記録したとされるが注 2-15)本稿では，邑治を城壁の有

無により，有城邑治と無城邑治に区分する。また，軍事目的で築造し

注 2-14)　参考文献 9)　p64

注 2-15）　参考文献 10)

　

注 2-16)　

　世宗実録地理志以外は次の既往研究から

再整理したものである。

　参考文献 2)の　p30， 4)の　p350， 11)の　

p48， 12)の　p30， 13)の　p287

注 2-17）　参考文献 14)　p2

史料
世宗実録

地理志(1454)
新東国輿地
勝覽(1531)

輿地図書
(1757-1765)

大東輿地図
(1861)

增補文獻備
考(1903-1908)

無城邑治 239 206 227 200 196

有城邑治 96 124 107 129 147
計 335 330 334 329 343

東萊(釜山)

漢陽(ソウル)

平壤

た鎮や營などは，行政機能を持つこともあり，客舎や東

軒がある場合もあるが，その根本的な目的として，行政

統治ではないため，本稿では排除した。　

　1485年に頒布された『経国大典』の吏典の外官職の項に

よると，各行政区域は府・大都護府・牧・都護府・郡・県

があり，漢場を含め府・牧単位以上の邑が 76ヶ所程度で

あり，郡守が派遣された郡が 82ヶ所，県令・県監が派遣

された県が 175ヶ所で，計 333ヶ所程度の邑が把握できる。

それ以降，表 2-1の各史料により邑の総数には違いが見

られるが，全国で約 330ヶ所の邑治があった。1895年に

は 23府制により府・牧・郡・県を郡に統一したことで 23

府 337郡に再編されるが，行政単位の名称が変更される

程度で，邑の数は大幅に変わってない。現在の地方の行

政区の境界は 1895年の行政区分から大幅な変更はないと

いわれる注2-17)。1895年に統合される以前の府・牧と郡・県

はそれぞれ人口と民家数また農作物の収穫量によって区

図 2-2　有城・無城邑治の分布
大東與地図 1861, ○有城 ●無城 (参考文献 11　p48より再作成・ 加筆 )
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分され，数の多い方が府と郡，少ない方が牧と県であったといわれる。

府・牧は郡・県より上位行政を担当したが（観察使の執務所のある監營

設置など），府と牧，郡と県は行政単位としては上下の関係ではなく，

下には面の行政区域を持つ同じ単位であった。しかし，郡・県のなかで

は，絵図の描かれた時代により，郡から県へ，もしくは県から郡への

変更が見られる場合が多く，行政事情により名称の変更が頻繁であっ

たと考えられる。従って本稿では邑治の単位を府・牧以上と郡・県に分

け，府・牧を大都市，郡・県を中小都市と区分する。

　表 2-1は，行政単位ではなく，城壁の有無でその数を調べたものであ

る。史料の作成年ごとに有城邑治と無城邑治を並べると，無城邑治が

減り，有城邑治が増加していることがわかる。特に，文禄の役（1592年）

以降，漢陽に繋がる大路や海岸の邑治において城郭築造が行われたと

いわれる注 2-18)。図 2-2は 1861年大東與地図に表記された全国の邑治の

分布である。邑治は広い平野が確保された半島の西南部 (現在の忠清道

及び全羅道）に集中しており，沿岸部に有城邑治，内陸部に無城邑治

が分布する傾向が見られる。朝鮮初期の辺境地の有城邑治では，政策

的に城壁外の集落拡大は防止し注 2-19)，城壁を新築した場合は，治所を

城内に移建するなど，沿岸部に近いほど防御的邑治が形成されたと考

えられる。

　

注 2-18）　参考文献 15)

　

注 2-19)　参考文献 4)

　

表 2-2　文化財のある邑治 (2015年， 文化財庁ホームページによる。 客舎と治所の施設のみ )

郡県名
文化財施設

郡県名
文化財施設

客舎 東軒 内衙 郷庁 刑庁 作庁 庫房 将庁 冊房 正門 客舎 東軒 内衙 正門
1.[茂長] ○ ○ ○ 17.[興德] ○
2. 鴻山 ○ ○ △ 18. 礪山 ○
3. 金堤 ○ ○ 19. 扶餘 ○ ○ ○
4. 巨濟 ○ ○ 20. 報恩 ○
5.[保寧] ○ 21. 懷仁 ○ ○
6.[瑞山] ○ ○ ○ 22. 石城 ○
7. 稷山 ○ ○ ○ ○ 23. 槐山 ○
8.[南浦] ○ ○ 24.[大興] ○
9. 鎭海 ○ 25. 宣城 ○
10.[樂安] ○ ○ 26. 淳昌 ○
11.[興陽] ○ 27. 彭城 ○
12.[機張] ○ 28. 安城 ○
13.[淸道] ○ 29.[善山] ○
14.[結城] ○ ○ ○ 30.[昌寧] ○
15. 溫陽 ○ ○ 31. 連山 ○
16. 泰仁 ○ 32.[海美] ○
*[　　]は有城邑治である。*2鴻山の刑庁は，2004年指定解除

府牧名 文化財施設

1. 濟州 訓練庁

2.[羅州] 客舎，客舎の外三門楼，内衙

3.[慶州]
幾つの建物が移建され使われて
おり，復原事業を行っている。

4.[洪州] 東軒

5.[東萊] 東軒，将官庁，軍官庁，門楼

6. 蔚山 東軒，内衙

7.[江華] 東軒

8.[尚州] 郷庁
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注2‐20）毎日経済新聞，1969年10月4日3面，

「宗教財団， 郷校」

注 2-21）

　左： 瑞山市報道資料， Goodmorning忠清，

2014年 3月 6日記事より（goodmorningcc.com）

　中： 金鴻植， 韓国の民家， 1992， Asian 

Tradition in Architectureより（ata.hannam.

ac.kr， Hannam大学伝統建築研究室）

　右： 尚州市報道資料， panzercho.egloos.

com/11163150より

2.1.3　邑治の現状と動向

　1914年行政区域統合により，3から 4ヶ所の邑（郡・県）が 1つの市・

郡の行政区域になり，朝鮮時代の郡・県は，市・郡の下位行政単位の邑・

面となった。邑治はその邑・面の中心町となり，新しい行政組織により，

治所施設は，東軒は面事務所，客舎は学校，他の施設は郵便局や農業

協同組合など，主に公的施設として転用された。郷校だけは治所と離

れていたため，転用や変更が少なく，1969年全国に231ヶ所の郷校が残っ

ていた注2-20)。

　邑治は韓国戦争以降も，公共施設が密集したため，自然に町として

都市化が進み，1990年代からはそれぞれ成長か衰退を経験した。行政

機能の喪失などで衰退が続いた地域においては，治所の施設が残さ

れた場合が多く，それらの施設は文化財と指定して保存されている。

2015年時点では，64ヶ所の府・牧・郡・県の邑治の施設が文化財 (国家

史跡・市道記念物・市道文化財資料）となっている。郷校と城壁やその

一部，もしくは跡地のみが保存される文化財を除くと，文化財のある

府・牧は 8ヶ所，郡・県は 32ヶ所ある（表 2-2)。そのうち 20ヶ所が無城

邑治である。20ヶ所の有城邑治は「邑城」という名称で文化財に指定さ

れている。

　治所空間全体が保存された事例はなく，一部施設 (主に客舎・東軒）

の保存に限られており，邑城の場合も，都市の成長により城壁は崩さ

れ，一部が残る状況である。日帝時代に使われず放置されたものや移築・

改築された建物は修復や復原を通して文化財として保存されている場

合が多い。

　なお，城壁が破壊されずに残っていた有城邑治は早い内に保全・復

原が行われ，海美邑城（1963年指定）や樂安邑城（1983年指定）は（図

2-3)，現在観光地化された有名な邑治である。樂安邑城は治所だけで

図 2-3　海美邑城写真（左）・ 楽安邑城配置図（中）・ 尚州邑城復原像（右） 注 2-21）
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はなく，城内の集落空間と民家なども残っていたため，代表的な研究

対象ともなっている。2002年に濟州牧邑治 (有城）の復原が始まると，

近年（2020年向け）は自治体による邑城の発掘調査及び復原事業が活発

に進められているが注 2-22），無城邑治は未だに注目されていない状況で

ある。

2.2　主要用語整理

(1）邑治関連

　邑：行政区域全体を指す語。行政中心部（邑治）のみを指す場合もある。

　邑治：行政施設郡（治所）がある邑の中心部。

　有城邑治：城壁のある邑治。朝鮮時代には邑城と呼ばれた。

　無城邑治：城壁のない邑治。

　府・牧・  郡・県： 基本行政単位。府・牧・郡・県の下には面が，面の下

に里という行政区域が置かれる。

　漢陽：朝鮮時代の首都。現在のソウル。

　風水地理：空間の解釈に関する思想。朝鮮時代には関連官職が置かれた。

　明堂：風水地理的に良いとされる場所（図 3-2参照）。

　鎮山・主山・案山：明堂の後・前に位置する山。

　左青竜・右白虎：鎮山・主山から伸びた，明堂の左右を囲む山脈。

　水口：明堂を囲む川の合流点。

(2）治所関連

　治所：地方行政施設群の位置した場所。

　客舎：王の殿牌安置，王への祭儀空間，観察使の宿泊・執務施設。

　東軒：守令の執務所。治所の中心施設。

　内衙：治所内に設置された守令家族の家。

　郷庁：郷吏の代表となる座首・別監の執務所。

　6房：吏房・戸房・礼房・刑房・工房・兵房からなる地方行政機構。

　郷校：1邑に 1校置かれた国立学校。孔子廟（文廟）でもある。

　社稷壇・厲壇・城隍壇：1邑に 1壇ずつ設置された祭儀施設。

　場市：朝鮮時代の定期市場。

(3）官員及び居住民関連

　守令：中央から地方邑治に派遣される地方行政の最高責任者。

　観察使：王の代理として，地方邑治を監査する官人。

注 2-22）

　2016年 7月時点は， 復原工事が終わった

邑城を除く， 自治体が計画を発表したのは，

12ヶ所と集計される。
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　郷吏：地方行政の上位官人。吏族とも呼ぶ。

　衙前：地方行政の下位官人。

　土着姓： 高麗時代に地方行政を担った地方両班。朝鮮時代には品階に

より両班か郷吏となる。

　両班・中人・庶人・賤人： 朝鮮時代の身分。両班・中人は支配階層，庶

人・賎人は非支配階層である。

　　‐両班： 文班・武班の官員を合わせ，両班と呼んだことから由来する。

法律に文・武官職の品階を規定し，その後，官職のある階

層の身分を示す語となった。朝鮮後期につれ，中央官職に

おける文班は，技術職の官員を差別するようになった。

　　‐中人： 上述の技術官職，地方行政のみ担う品階のない官員を指す。

　　‐庶人：農・工・商業に従事する生産層，国役をする労働層である。

　　‐賤人： 支配層の所有である私奴婢，治所など国家施設に所属する

官奴婢がある。官奴婢は官田の耕作，行政の雑務を担った。
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第 3章　邑治における主要施設とその配置規則性

3.1　邑治の立地条件注 3-1）

(1）立地条件

　集落の多くは自然発生的に形成されたものであり，一部は朝鮮時代

に入ると邑として指定された。しかし，風水地理に基づく理想的な都

市へと再編することは困難であり，それでも，邑治は風水地理上もっ

とも適した場所に築かれたとされる注 3-2)。勿論，風水地理は住まいに

適する場所が理想的でもあり，単純に理念的ものではなく，機能面に

注目する研究も多い。

　まず，『朝鮮王朝実錄』で邑治 (または邑城 )の立地における風水地

理が直接言及された記述は 2件ある。1つ目は世宗 1418年 8月 17日の 6

つ目の記事に「平安道觀察使以博川城不宜風水，且有水災，請移置故基。

黃海道觀察使以瓮津鎭城中無水泉，請擇地移築，皆從之」と記録され

ている。平安道觀察使は邑治が風水地理上，不適当であり，水害もあ

ること，黃海道觀察使は邑治の城内に水源がないことを指摘している。

この記事から，風水地理は機能面が重視されたことが分かる。2つ目は

世宗 1444年 11月 19日の 3つ目記事であり，風水地理説自体に関して議

論をしている。「左參贊權踶上書以爲“風水之説，論者非一，不免有抵

牾舛錯者，似難以一書所言爲定。況其書有論墓雩者，有論建都設邑者，

又有以一事而或言吉或言凶，未定其説者，豈可以《洞林一書》，遽爲難

行之禁乎，臣恐民受其弊，而國無實應也” 下風水學議之」と記録して

おり，この時期には風水地理が漫然としていたことが分かる。墓や壇，

都城や邑の建設に関する風水地理を議論する者が多いといわれ，風水

地理による禁令に関する議論を命じている。2つの記事から推察される

のは，風水地理の理念と実際の建設の間には幅たりがあり，風水地理

説よりは機能面が優先的な問題とされたことである。ただし，風水地

理の理想的な山勢に当たらない場合は，植林や丘の造成（裨補）を行い，

理想的な構成を実現させようとしたことが，絵図から見て取れる（図

3-1）。

　明確に立地条件を記した史料は存在しないが，『朝鮮王朝実錄』には

注 3-1）　参考文献 1)

　3章は拙稿「朝鮮時代の郡・ 県における邑治

の施設配置の規則性」 に基づき修正・ 加筆

したものである。

注 3-2） 参考文献 2)　p32から再引用

　沈正輔， 韓国の城郭・ 我が土地・ 我が文

化， 国立淸州博物館・韓国文化芸術振興院，

1998年
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邑治移設において水・風土・防衛・中心性などが言及されている。權乃

鉉は『燕山君日記』と共にこれを検討して，立地には次の 5点が影響を

与えたという。即ち，邑の中心に位置すること（象徴性と統治上），山

に囲まれ防衛に適していること，水が確保でき居住に適していること，

住居の周辺に農業に適した肥沃な土地があること，自然災害が少なく

風水地理の条件に適していることである注 3-3)。また，沈正輔によれば，

有城邑治の立地には，交通の便が良いこと，集落が形成され多くの人

びとが居住していること，城壁の築造に使用する石材が確保できるこ

となどが考慮されたという注 3-4)。このように，邑治の立地選定におい

ては，風水地理の理念よりも実際の住まいに関する点が優先的に考慮

されたと考えられる。

(2）風水地理による立地の形勢

　風水地理は，山形を重視する形勢派と，方位を重視する理気派に分

けられるが，朝鮮の風水は形勢派が主流であったという注 3-5）。朝鮮総

督府の調査による『朝鮮の風水』注 3-6）でも，民間信仰としての風水地理

の認識や使われ方を紹介しており，当時の朝鮮において方位より地形

が重視されていたことが読み取れる。朝鮮時代の山形の概念は文字に

よる説明だけが残され，風水地理の研究においては『朝鮮の風水』の図

（図 3-2）が一般的に使われている。

　図 3-2に従って，風水地理の空間概念を説明すると，山と川の形か

ら主山が決められ (看竜），その川と山に囲まれ「藏風得水」に良い場

所が「明堂」である。明堂に集落や邑治が立地する際は，藏風得水のた

1 　鎮山
2 　主山
3 　明堂
4 　穴
5 　内白虎
6 　内青竜
7 　外白虎
8 　外青竜
9 　案山
10  朝山
11  内水口
12  外水口

1

2

3

4

5
67 8

9

10

11

12

図 3-1　1872年金溝県絵図
部分， 左側は北部であり， 邑治を囲むよう裨補林を

造り， 松城と表記している。

図 3-2　風水地理による山形
参考文献 4)　ｐ 17の山局之図に基づき再作成

注 3-3）　参考文献 2)　p348

注 3-4） 参考文献 2)　p32から再引用

　沈正輔， 韓国の城郭・ 我が土地・ 我が文

化， 国立淸州博物館・韓国文化芸術振興院，

1998

注 3-5）　参考文献 3)

　

注 3-6）　参考文献 4)

　



3章　邑治における主要施設とその配置規則性 25

めに「背山臨水」を取るのが理想である。冬の北風を防ぐために北部に

は「主山」と呼ばれる山を置き，主山の背後には母体となる「鎮山」を

持つ。鎮山は邑を守る山であり，各邑誌には邑の鎮山を記録し，絵図

でも大きく表現される。主山が風を防ぐ機能性から背山の対象になる

とすれば，鎮山は象徴性まで求められたと考えられる。鎮山を背に左

の山脈を「青竜 (東側，以下左青竜）」，右の山脈を「白虎 (西側，以下右

白虎）」と呼ぶ。これが邑を囲んで，邑を守る山形になり，主に祭儀施

設が配置される。主山の向かい側には風を留めるための「案山」が位置

することで，「藏風」が完成する。

　また，全国の鎮山が記録された『新東國輿地勝覽』(1531年）を分析

した崔元碩によれば，鎮山が表記された 267邑の 53%が北部に鎮山を置

き，南向き邑治が多かったという注 3-7)。なお，北風を背負うための南

向傾向に加えて，李在煥と金會正は，「天子北坐南向」という南向尊重

思想により邑治が南向であったとしている注3-8)。

　邑立地の際の「得水」条件について，朝鮮時代の地理書である『擇里

志』(李重煥，1751年）注 3-9)では氾濫の危険を避け，良質の水が得られ

る支線の河川や小川の傍が理想とされる。孫禎睦によれば，降水によ

る農地と橋の被害記録はあるが住宅と治所の被害記録はなかったとい

い注 3-10)，大きな河川から離れた支流の傍に邑が立地した傾向が分かる。

水は地形により山から邑を囲み流れ，邑の前面で集まる「臨水」の形を

とり，自然排水ができる。崔元碩は，得水条件として，前方もしくは

横から邑を囲む河川が，邑の前で合流し「水口」を形成する河川が良い

という注 3-11)。また，水は鎮山から流れる気を留める役割があるとされ

る注3-12)。

　以上より，居住に適した立地条件から邑の位置を決定し，風水地理

に基づく地形に合わせ，邑治の向きが決められたと考えられる。

3.2　邑治の主要施設と機能注 3-13）

　邑治には，邑治の象徴となる客舎と東軒などの行政施設があり，邑

治の周辺には祭儀・教育施設が配置された。また，邑治の経済施設とし

て，税米および救恤米貯蔵のための邑倉や，自然発生的な市場を官が

認可した邑場があげられる。制度の変遷や邑の規模により，設置され

た行政施設の名称や種類は若干異なるが，原則的に設置される共通の

注 3-7）　参考文献 5)　pp122-125

注 3-8)　参考文献 6） p16， 参考文献 11)p32

注 3-9）

　原本： ソウル大学校奎章閣所蔵， 奎古 

28， 翻訳書： 李翼成， 乙酉文化社， 2012，

dbpia.co.krデジタルブック閲覧

注 3-10） 参考文献 7）　pp362-363， p377

注 3-11)　参考文献 9)

注 3-12)　参考文献 8)　p58

注 3-13）　

　施設の機能は主に参考文献 6)， 10)， 11)

及び韓国民族文化大百科辞典， 韓国学中央

研究院からまとめたものである。

施設 機能

行
政

①客舎
観察使の宿舎，
王の殿牌安置

②東軒 守令の執務所

③内衙 守令家族の生活場所

④冊房
守令の秘書の執務所，
守令の子供の勉学室

⑤郷庁 守令観察，地方民教化

⑥作庁 総合行政(6房)

⑦県司 戸口・農作現状報告

⑧将庁 軍将校の執務所

⑨刑庁 罪人管理，治安

⑩獄 罪人監禁

祭
儀
・
教
育

⑪郷校 文廟,国立学校

⑫社稷壇 土地・穀物の神の祭壇

⑬厲壇 厲魂の祭壇

⑭城隍壇 村の守神の祭壇

経
済

⑮邑倉 穀物の保管

⑯邑場 品物交換・交流

表 3-1　主要施設と機能
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施設が存在し，それらを機能面から分類したものが表 3-1である。

(1）行政施設

　行政施設としてはまず，王権を象徴する建物である「客舎」と，行政

施設の核となる「東軒」がある。

　①客舎には王の殿牌が安置され，守令は朔望注 3-14)に客舎で向望闕拜

注 3-15)を行う。また，中央から訪れる観察使や外国使臣の宿舎・宴会場

所として使用される。朝鮮初期の観察使は任期１年間，管轄区域の郡・

県を巡る「巡暦」業務を行い，客舎を執務所としたが，17世紀からは監

營（各牧に置かれた官庁）で業務をしながら，春秋の年 2回の巡暦をす

るようになったという注 3-16）。観察使が邑に着くと，まずは客舎を訪れ

ており注 3-17)，観察使の執務所であった客舎は，統治の浸透とともに，

宿所として利用されるようになっていったと考えられる。『朝鮮王朝実

録』によれば，客舎は地方官職の試験が行われた場所でもあった注3-18)。

　②東軒は守令が執務する施設であり，外東軒とも呼ばれる。守令は

家族を伴って派遣され，家族の住居として東軒の奥には内東軒とも呼

ばれる③内衙が設けられる。東軒と内衙に隣接して④冊房があり，守

令が伴って来た秘書が執務する。冊房には文書が保管される外冊房と，

守令の子供の勉強部屋である内冊房で構成される。

　高麗時代の地方自治施設であった⑤郷庁は，朝鮮前期には地方両班

が地方行政を行った中心施設であった。地方両班は邑の事情に明るく，

住民との関係が強いため，邑における影響力を持ち，守令の監視また

は補佐を行った。後期には守令の権威が高められ，郷庁は治所の 1つ

の行政施設として扱われ，邑の財政を担当する施設となった注3-19)。

　⑥作庁は，史房・戸房・礼房・兵房・刑房・工房の 6部署の長が集まっ

て会議および行政業務をし，下位官人はこの他の各庁で勤務した。史

房は作庁において治所における人事を監督し，戸房は主に⑦県司にお

いて人口に関わる死亡・出産・人口移動や，火事・農作・雨量の現状，

穀物の時価を監督した。礼房は郷校・書院・祠宇などの教育施設に関す

る業務や祭祀，国試の受験者の管理などを行った。兵房は⑧将庁にお

いて軍の税金の徴収・徵兵・軍人管理・獣の捕獲を，刑房は⑨刑庁にお

いて治安を担当し，⑩獄の管理と犯罪の調査を行った。工房は道路・橋・

治所施設の管理を担当した。なお，守令の命令を伝達する使令庁，公

印を管理する知印庁，官の奴婢が待機する官奴庁，官員の食事を担当

注 3-14）

　朔望は陰暦の毎月 1日と 15日のことである。

注 3-15）　参考文献 12)　pp80-81

　向望闕拜は月を見ながら王様がいる漢陽を

向けて行う祭礼である。

注 3-16)　参考文献 13)　pp38-41

注 3-17)　参考文献 14)　p2683

注 3-18）

　顯宗 1664年 6月 23日 1目記事「外方科試　 

例設於其邑客舍」

注 3-19）　参考文献 10)　p48
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する官庁，武器管理・製造をする軍器庫などが共通に設けられていた。

(2）祭儀施設

　祭儀施設には，郷校・社稷壇・厲壇・城隍壇がある。⑪郷校は学校で

あるとともに，孔子と先賢を安置する文廟を配して儒教の祭儀を行い，

守令の向望闕拜の準備・管理を行う施設である。⑫社稷壇では，土地と

穀物の神を祀り，農事時期により年 3回の祭事，また祈雨祭などを行っ

た。⑬厲壇では，年に 3回，厲鬼に対する祭儀を実施し，地域によって

は戦争や疫病に対する数回の祭事を行った。⑭城隍壇は礼典である『国

朝五禮儀』(1474年）により，城隍・山川・風雲・雷雨などの壇を統合し，

邑の守神に祭儀をする施設として設けられた注3-20)。

(3）教育施設

　朝鮮時代の教育施設としては民間の書院・書党なども邑治外の集落に

存在したが，邑治においては，国営の⑪郷校が設置された。祭儀施設

としても使われた郷校は，儒教思想を伝えるために設置された施設で

あり，社会教化・祭享教育を担った。奴婢と田畑を持ち，生徒が勉強だ

けに集中できるよう宿泊や米を提供した。郷校の生徒は評価を通して

国試の受験資格を得た。先生となる教授・訓導は中央から派遣される官

人であるが後期につれ人数不足で派遣されない場合も多かった。

　郷校は郷庁と共に朝鮮時代以前にも存在した自治機構による施設で

あったが，朝鮮の法律である『経国大典』において，その運営が守令の

評価指標の 1つとされ，各邑治に 1校が設置されることになった。

(4）経済施設

　邑治内で経済に関わる施設には邑倉と邑場があげられる。⑮邑倉は

各邑治に，各面には社倉が設けられ，主に米が保管された。邑倉は各

邑の財政の拠点であり朝鮮前期に活発に建設された。その役割は中央

に送る税米・物資の保管・運送，貧しい住民への穀物の配給 (有・無償

貸出 )，軍用米の保管，穀物・野菜の種の保管であったとされる注3-21)。

　主に漢陽に繋がる大路と邑治間連結路沿いに，移動中の休憩・宿泊の

場所として設置された「店」注 3-22)，水運の場所にある「浦」などが商業

機能を持つ場所として公的に設けられていた。一方で，市廛を持つ漢

陽とは異なり，地方邑治での市場は禁止された。15世紀以降，官門前

などで自然に市が発生し，18世紀になると全国に発達しており，公的

な定期市となる（場市）。邑治に設けられた市場は⑯邑場と呼ばれ，『朝

注 3-20)

　漢陽での社稷壇は 1394 年， 厲壇は 1401 

年築造し， 地方邑治での築造年は明確では

ないが漢陽での築造以降と考えられる。

注 3-21）　参考文献 15）　pp296-203

注 3-22)　参考文献 16)　p20から再引用

　「店」 は宿泊と食事を提供する店がある場所

で 1970 年代ごろまでは村のスーパーの役を

した。 CHOI Jae-gyung は， 店は公的に大路

に設置した「駅」 と商人の宿泊のため造られ

た「院」 が統合されたものだという。 （CHOI 

Jae-gyung， 朝鮮時代の院に対して， 嶺南史

学 v.4， 1975）
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鮮王朝実録』からは 1470年飢饉以降，全羅道で発生した場市を初め注

3-23)，1516年には忠清道にも許可しておるが注 3-24），開市の要求と共に禁

止の要求も頻繁であった。しかし，文禄の役 (1592年）以降の記事から

は全国的に場市が開かれている状態が読み取れ注 3-25），場市の禁止に関

する議論は見あたらない。その代わりに場市に対する税金に関する件

(1601年）注 3-26），開市日の調整の件 (1607年）注 3-27），全国の場市で取

引される商品の単位統一の件 (1723年）注 3-28）などの議論を経て，1785

年の法典『大典通編』では場市での禁止行動が規定されている。また，

1790年には邑治の新設においてまず場市を設置することで人々を定着

させることが重要であると示され注 3-29），邑治の一部施設として発展し

たことが分かる。

　場市の機能としては物々交換の場所（1487年）として記録され注 3-30），

1727の記事からは大勢の人が集まる公開の場所として認識されている

ことが分かる注3-31)。

3.3　文献による主要施設の配置規則性

　各種史料による既往研究の分析結果と『朝鮮王朝実録』の検討により，

主要施設の位置および配置における規則性をまとめたものである。全

ての施設が同時期に建てられたわけではなく，機能により関係施設が

隣接して配置される傾向があり，明文化された規則は伝わっていない。

従って，配置は各邑治の空間特性と地理条件に影響を受けたと考えら

れるが，共通の理念のもとで配置されたため，規則性は存在したとさ

れる。

　その原則になるのは，中国と韓国の官制の基準となった『周礼』であ

り，「左廟右社・前朝後市」という古代中国の都城原理に従い漢陽が造

られたといわれる注3-32)。地方においても，漢陽に倣って邑治が造られた。

この規則に従えば，右 (西）に社稷壇，左 (東）に文廟 (郷校），前には

6房の行政施設，後には市場が配置される。

　『朝鮮王朝実錄』には，全州牧の郷校の移健を要求する記事がある注

3-33)。その内容は，全州牧の郷校は漢陽の学校である成均館に倣って邑

治とは独立して立地していたが，地方邑治においては，郷校が「廟」の

機能をも担ったため，独立して立地していては「左廟」には当たり得ず，

郷校の移建に際して「左廟」の原則を踏まえて新しい立地を検討するこ

注 3-23)　1472年 7月 27日 6目記事

注 3-24）　1516年 12月 1日 2目記事

注 3-25）　1600年 9月 26日 2目記事

注 3-26）　1601年 10月 19日 1目記事

注 3-27）　1607年 6月 24日 4目記事

注 3-28）　1723年 9月 4日 1目記事

注 3-29）　1790年 2月 9日 4目記事

注 3-30）　1487年 6月 20日 2目記事

　お互いに持っていない物の交換の場

所は場市しかないという。

注 3-31）　1727年 12月 16日 1目記事

　治所の門と場市に，凶書が貼っているという。

注 3-32）　

　周王朝（BC1046-771年 )の官職制度と戦国

時代の各国の制度を記録した書である。 その

なか， 「考工記」 には都城建設に関して「匠

人管国， 方九里， 旁三門， 国中九經九緯，

經徐九軌，左祖右社，面朝後市」 と記録する。

韓国では「左祖右社」 の同じ意味として「左廟

右社」 が使われている。

注 3-33） 1603年 2月 27日 1目記事

　立校建庠， 三代共之， 左廟右社， 《周禮》

粲然。 豈非爲國之急， 作人之方乎。 惟我本

府， 豊沛之地， 足非他邑比。 其立校也， 殿

廡之制， 配享之數， 上以考《周禮》， 下以倣

國學， 獨其基址， 越在大川之外， 宅於斷麓

之下，與古人左廟之義及我成均之制，異矣。
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とを要求している。即ち，地方邑治では「廟」と郷校が一体の施設で

あったため，郷校としての立地と『周礼』の「廟」の原則との間で，「左

廟」が守られていなかった事例もあった。「前朝後市」に関しては『周礼』

と風水地理からの意見が異なり，漢陽は風水地理の「背山」のため「後市」

に当たらないという注 3-34)。また，金起德は，背山原理による山が後ろ

にあるため，後市とはならなかったのは，中国も同様であったという注

3-35)。表 3-2が既往研究から整理した施設の配置規則性であり，その規

則に当てはまる絵図の例である (該当の施設だけ絵図に番号表記）。

（1）行政施設

　①客舎は東軒と共に上位の施設として邑治内でも上部を占めるが，

その位置は各邑治により異なり，研究者によっても空間的に上位とす

る施設が異なる注 3-37)。客舎は治所の中心に配置される東軒と並列もし

くは，治所の端で独立していることが多い。塀で囲まれた客舎の領域

は (紅門）‐外三門‐内三門‐客舎を軸として形成され，客舎の建物は正

庁と左・右翼軒が繋がる構造である（図 3-3）。紅門は書院・郷校・斎室

などの神聖な場所に象徴的に建てられたもので，施設の進入路にあっ

たが，客舎の紅門はより治所の入口として描かれた絵図がよく見られ

る。

　なお，金起德と姜仁愛によれば邑治の向きと関係なく客舎は南向を

守り注 3=38)，東軒の左右に配置されたといい注 3-39)。柳泳秀は客舎の近隣

に軍関連施設が置かれたとしている注3-40)。

　②東軒の領域も客舎のように外三門‐内三門‐東軒を軸として空間を

施設 配置規則性 絵図例注3-36)

行政

①客舎
上部位置・南向・紅門-外三門-内三門-客舎の構
成・軍事関連施設近隣

咸平県(↑北)

連山県(←北)

金溝県(←北)

全義県(↑北)

康津県(↑北)

槐山郡(→北)

①

①

② ②

②

②
②

③
③

③
③

③

④ ④⑤

⑥

⑦

⑦

⑧

⑨

⑨

⑨

⑩

⑩

⑪

⑬

⑬

⑬

⑭

⑭

軍
施

設

②東軒
中央上部位置(背山前)，外三門-内三門-東軒の
構成

③内衙 東軒近隣，最奥位置

④冊房 東軒・内衙空間位置

⑤郷庁 東軒と並列・すぐ下部位置

⑥作庁 外三門の左右・前位置

⑦将庁 右側

⑧刑庁 右側

⑨獄 円形，邑治の縁側

祭儀
・

教育

⑩郷校 左側山脈，邑治外の独立の空間

⑪社稷壇 右側山脈，絶対方位の西

⑫厲壇 北側山脈

経済
⑬邑倉 交通要地

⑭邑場 交通要地，客舎前，治所正門前，邑倉近隣

     ⑮道路 十字路・T字路・Y字路

表 3-2　施設の配置規則性とその例

注 3-34） 1435年 12月 4日 4目記事

　黃喜等議曰“以前朝後市之論觀之， 則道

路於宮闕， 似無害。 且此路既通， 待後日昌

德宮移御後更議何如”。 獨同知中樞院事閔

義生議曰“前朝後市之論， 似不合於本朝依

山宮闕， …”

注 3-35） 参考文献 10）　p210

注 3-36）　

　ソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵，

全義県： 忠清南道邑誌 (1863-1907年） の

衙舎図， 連山県・ 咸平県・ 康津県・ 金溝県：

1872年地方地図， 傀山郡：傀山郡邑誌 (1902

年）， 軍威県： 海東地図 (1750年代初）， 燕

岐県： 忠清南道邑誌からの部分図。 活字は

筆者による。

注 3-37)

　李在煥（参考文献 6， 17）， 芮明海（参考文

献 17， 18）， 崔元碩（参考文献 19， 20） は

客舎が最北端や中央に位置するのが客舎で，

空間的に重要性を客舎に置く。 反面， 李起

鳳（参考文献 21） は客舎より東軒が重要であ

り， 東軒が景観的に最高の場所を占め， 客

舎は東軒より規模だけを大きくしたという。

注 3-38） 参考文献 10） p221， 参考文献 8）

p34

注 3-39） 参考文献 10） p206

注 3-40） 参考文献 6） ｐ 65再引用

　柳泳秀， 朝鮮時代客舎建築に関する研究，

高麗大学校修士学位論文， 1989
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形成する。東軒は行政の最高権威であったため，邑治の中心部となり，

主山を背山として治所の上部で邑治と同じ向きをとる。絵図では客舎

と中心性を等しくする並列タイプ，もしくは治所の真中央，中央の上

部に位置した。内三門内は守令を直接補佐する機関である④冊房が置

かれ，外三門内は門番や罪人護送をする官人などが勤めた使令庁・刑庁，

外三門の外は実務を担う 6房機関が位置したとされる注 3-44)（図 3-4東軒

例参照）。

　③内衙は東軒の空間と隣接し，治所の最奥部に位置する。内衙の平面

図から一般的な両班の住宅と差がなく，アンチェ・サランチェ・ヘンラン

などがあったという注 3-46)（図 3-5内衙配置図参照）。崔元碩は，内衙は守

令の生活空間であったため，東軒と共に，客舎よりも風水地理的に最

適な場所に置かれたという注 3-48)。しかし，東軒は行政の中心という象

徴性も持つので優先的に配置され，内衙は東軒に従ったと考えられる。

　④冊房は，その機能から東軒と内衙の空間内に配置されると考えられ

る。小規模な施設なので絵図では描かれないことが多いが，いくつかの

絵図では確認できる。

　⑤郷庁は朝鮮時代前期までは地方権力として東軒と同じ権力を持った

ため客舎・東軒と共に治所の中心施設となり，東軒と並列もしくはすぐ

下に位置したとされる注3-49)。

　⑥作庁は主に東軒の外三門の外の左右もしくは前面に位置したとさ

れる注 3-50)。芮明海は東軒を中心に文官は左（東），武官は右（西）に配置

されたとする注 3-51)。それに従えば，⑥作庁・県司・⑬邑倉などの文官

注 3-41） 参考文献 10） p189から再引用

　安駿鎬， 朝鮮時代官衙の建築様式学的考

察， p78

注 3-42， 43） 参考文献 22） p1589， 1581

注 3-44)　参考文献 10） pp227-230

注 3-45） 東軒平面図， 参考文献 23)　p11　

注 3-46)　参考文献 24） p47

　サランチェ (サラン軒） はお客との交流する

男の空間， プオクはキチン， ヘンラン (行廊 )

は屋敷の門から繋がる倉庫や小さい部屋で下

僕などが使う。

注 3-47） 参考文献 24） p42

注 3-48） 参考文献 20） p34

注 3-49） 参考文献 6)　pp12-13， 65

注 3-50)　参考文献 10)　p210

注 3-51)　参考文献 6)　p13再引用

　芮明海， 韓国大都市大邱の都市形成過程

に関する研究， 神戸大学校博士論文， 1996

図 3-3　客舎例

鴻山県客舎（文化財） 鴻山県客舎平面図注 3-41）
南原府客舎注 3-42）

星州牧客舎注 3-43）

図 3-4　東軒例（文化財鴻山県） 注 3-45）
図 3-5　龍津県内衙配置図注3-47）
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の施設は東側，⑦将庁・⑧刑庁などの武官の施設は西側に配置される注

3-52)。しかし，『朝鮮王朝実録』での「左文右武」は，儀礼を行う際の官

員の並び方であり，施設に関したことではなく，ただ，左か右かの区

分なしに文・武施設が分かれて配置されたと考えられる。

　⑨獄は，円形の外壁で囲まれ，男女や罪の重軽で罪人を区別して収

容し，外門と管理所が付属していたとされる。残された写真（図 3-6）

や復原された平面図（図 3-7）のような形態が，獄の典型的なモデルと

される。なお，絵図にも円型に表現されており，治所の周辺の施設群

とは離れた場所に位置する傾向があった。

（2）祭儀・教育施設

　李樹健は，朝鮮初期には既往の自然信仰が禁止され，代わりに 1廟

(郷校）・1祠 (社稷祠）・2壇 (厲壇・城隍壇）の祭儀施設が全国的に設け

られたとしている注 3-55)。風水地理と関連して山脈の形に儒教的思考が

反映され，⑩郷校 (文廟）が左青竜の山脈，⑪社稷壇が右白虎の山脈，

⑫厲壇は鎮山から主山に分かれる山脈に位置したとされる注3-56)。『朝鮮

王朝実録』には祭儀施設の設置命令はあるが，邑治においての位置は

指定されておらず，既存の施設を山脈に移設するよう命令する記載も

あり，主に邑治を囲む山脈に位置したと考えられる注3-57)。金起德は『增

補文獻備考』から，主に厲壇は北側の 5里以内，社稷壇は西側に位置し，

城隍壇は特に基準がなかったとしている注3-58)。

　教育施設としての⑩郷校は 1邑 1校の体制で，『朝鮮王朝実録』から

は，邑治内の風水地理的に良い場所や治所に近い場所への移設が要求

された事例が多く読み取れ，左青竜の原則よりも風水地理的によい場

所への配置されることも多かった注 3-59)。都龍昊・李在憲は『東国與地勝

覽』を通して治所から 2里以内に郷校が位置する邑が 70%であったこと

を明らかにしており注3-60)，2里が徒歩に適当な距離であったことが分か

る。金起德によれば，郷校は教育環境のために，治所北部の独立した

図 3-6　獄例

靈岩郡 1872年地方地図部分 公州牧獄全景（左）， 運動場（右） 注 3-53)

図 3-7　漢陽の典獄署平面図注3-54）

注 3-52)　参考文献 25)　pp547-548

　文官の施設には， 官庁・ 県司・ 倉庫・ 人吏

庁（作庁）・ 執務所・ 戸籍所などがあり， 武官

施設には軍器庁・ 武学堂・ 軍官庁などがある

という。

注 3-53)　参考文献 6)　付録 p41から再引用

　CHOI　Suk-ro， 写真から見る朝鮮時代，

公州牧獄写真， 1988

注 3-54） 参考文献 26)　付録 p1から再作成

注 3-55）　参考文献 10） p134再引用

　李樹建， 朝鮮時代地方行政史， 1989

注 3-56）　参考文献 17）

注 3-57） 1437年 3月 13日 2目記事

　各壇廟と神牌制度を決め， いくつかの邑治

には位置が言及される。 それは，山脚・主山・

高い丘 (水に沈まないよう )である。

注 3-58）　参考文献 10） p135

注 3-59）

　1603年2月27日1目の記事「伏願俯採輿議，

審察郊外之非所， 移營都内之善地」 と 1633

年 11月 16日１目の記事「…‘本縣鄕校， 遠於

官門， 數少典僕， 不能守護。 且地勢卑湫 ,

棟宇腐朽， 請稍近閭閻， 移占寬敞， 使之便

於守護’ 云。 此實一縣同辭之願， 事勢亦涉

便當。 非若近日惑信風水， 妄欲遷改之比，

令朝廷議處。” 禮曹回啓 :“請依道臣馳啓移

建。” 上從之。」 から治所近くの広くオープン

された場所が要求されたと考えられる。

注 3-60） 参考文献 27）
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風水的に最適な場所に位置したとされる注3-61）。

(3）経済施設

　李憲昶は，『備邊司謄錄』に⑬邑倉を移動させると穀物の配給が出来

ず，住民の居住地が分散する恐れがあると記されていることから，邑

倉には住民を集める効果があったという注 3-62）。この機能から邑倉は交

通の要所や，人々が集まる広い場所，住民に便利な場所に配置された

と考えられる。轟博志は，邑倉の経済的立地条件から⑭邑場がその近

くに自然と形成されたとしている注 3-63)。一方，金起德は客舎が道路の

要所にあったため，客舎の前や治所正門の前に邑場が位置したとする注

3-64)。そのほか，邑治に限らず，一般の市場については，姜仁愛が排水の

関係で川辺に立地する傾向があったとし注 3-65)，李憲昶は治所から 10里

以内に場市が立ったとしている注3-66)。

(4）道路網

　⑮道路と風水地理が関わる内容を『朝鮮王朝実録』からみると，十字

路や明堂を横切る道が忌避され，邑治を囲むのが良いとされるが，4門

を持つ漢陽には適用不可との意見もあった注 3-67)。既往研究では風水地

理では道路が十字路になると「井」型になり，不吉とされたため T字路

になったとする見解と，漢陽では王室の防衛のために T字路を造った

という見解がある注 3-68)。絵図において，有城邑治では城壁内に十字路

が明確に表現されたのは主に府・牧の大都市であり，城壁内は T字路と

し，城壁外で北部に曲がる道路の形がよく見られる（図 3-9の①）。無城

邑治の場合は邑治の進入路と治所前を通る道路によって T字路が形成さ

れ，有城邑治と同じく北側には治所を避けて連結される形をしている

（図 3-8，図 3-9の②）。邑治は背山とその前方に治所が配置される規則

性があるため，治所中心に形成される道路は図 3-9の②③④のように三

図 3-9　邑治の道路網例

①十字路（燕岐県，忠清南道邑誌，部分） ② T字路（軍威県， 海東地図， 部分） ③交差忌避（金海府，金海邑誌，部分） ④枝形（瑞山郡， 1872地方地図， 部分）

治所

城壁

治所

①有城

②無城

治所

③基本形

図 3-8　邑治の道路形

注 3-61） 参考文献 10）

注 3-62） 参考文献 16） pp23-24

注 3-63） 参考文献 28） p103

注 3-64） 参考文献 10） p211

注 3-65） 参考文献 8） p152

注 3-66） 参考文献 16）

注 3-67） 1464年 4月 22日 2目記事

　 風水学が地理書を参考文献して道に関する

議論を報告する。 「四神有交加路者 , 傷亡」，

「路行龍後皆無害 , 弓抱前行便合宜」といい，

明堂とそれを囲む竜（山脈） を害しない道が

よいとされる。

注 3-68）　参考文献 29） p24から再引用

　LEE Sang-hae， 朝鮮朝初漢陽都城の風水

地理的特性， ソウル学研究所ソウル学セミナ

-1資料， 1994　
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叉路の形が基本となり（図 3-9の③），治所が目立つ効果があったと考え

られる。

3.4　絵図による施設分布の特性

　ここでは，3.3の規則性が 19世紀に作成された絵図にどのように現れ

ているかを検討する。用いた絵図は，邑治が北朝鮮にある地域を除く，

治所の配置が描かれたもので，京畿道 33（府牧 11，郡県 22，有城 19），

忠清道 48（府牧 6，郡県 42，有城 16），全羅道 52（府牧 11，郡県 41，有

城 25），慶尚道 67（府牧 19，郡県 48，有城 33），江原道 20（府牧 9，郡

県 11，有城 5）ヶ所の 220枚である。絵図のスケールは様々であるため，

東軒の屋根の大きさに統一した。また，方位に関して，主山を上部に

置き，東軒を中心とした向きに絵図を回転させ，各施設の分布特徴を

道別，府牧・郡県別，有・無城別，時代別に検討した。

　まず，絵図に描かれた施設を，東軒を中心に冊房・内衙，客舎・郷庁，

邑倉，市場，下位庁，文官施設，武官施設に分けプロットし（図 3-10），

東軒との分布関係を見ると，行政施設における「左文右武」という配置

原則は見られず，施設の機能により東軒との距離の差が現れた。即ち，

守令の秘書がある冊房が内衙よりも東軒に近く，守令の命令を伝達す

る使令庁，公印を管理する知印庁，守令と官人の指示で雑務をする官

奴庁などの下位庁が東軒の直前に位置していた。その周辺に文・武官施

設が左右の関係なしに分散し，獄は東軒と最も遠い所に位置していた。

客舎と郷庁は江原道を除く，東軒の四方に分布しており，客舎は東軒

の左右に，郷庁は客舎の分布と類似しながら，客舎より邑治の下部に

分布する。

　さらに，府牧・郡県別および有・無城別に邑治を分類して，その分布

の差を検討した。まず，府牧・郡県別分布のうち，特徴があったことの

み上述すると，訓練施設が郡県邑治のものより遠く位置し，城壁外に

ある場合が多かった。京畿道の府牧のみが「右武」を守ってた。

　続いて，有城・無城別では，冊房，内衙，下位庁の分布は差がなく，

他の施設は図 3-10のように，有城の方が東軒の後方により広く分布し

ていた。これは，無城邑治は東軒が背山することに対し，有城邑治は，

邑治を囲む城壁が背山をすることに原因があると考えられる。また，

有城邑治では，訓練施設は無城邑治より東軒から遠く，城壁外から遠
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A

A

全体

冊房

内衙

客舎 邑倉 市場

獄

郷庁

下位庁 主要文官施設

その他文官施設

主要武官施設

その他武官施設
訓練施設

有城

無城

有城

無城

客舎 邑倉 市場

獄

郷庁

主要文官施設

その他文官施設

主要武官施設

その他武官施設
訓練施設

図 3-10　主要施設の分布

■下位庁

　　官庁

　　官奴庁

　　使令庁

　　通人庁

　　知印庁

　　吸唱房

　　公須庁

　　東軒の行廊な  ど

■主要文官施設

　　作庁

　　県司

　　外東軒

■その他の文官施設

　　都庁

　　書記庁

　　書庁

　　司馬所

　　戸籍庫

　　補民庁

　　庫直　　

　　欄後庁

　　ナン護庁

　　冊板庫

　　帳籍庫

　　負役庁

　　均役庁な  ど

■主要武官施設

　　将庁

　　刑庁

　　軍器庁　　

　　軍器庫　　

　　軍官庁

■その他の武官施設

　　坐起庁

　　砲関連庁

　　火薬庫

　　軍牢庁

　　訓道庁

　　兵庁

　　武士庁

　　束伍庁　

　　裨将庁な  ど

■訓練施設

　　訓練庁

　　演武庁

　　武学堂　

　　射亭

　　將臺       な  ど

 ╂： 東軒　　

*文武官における主

要施設は共通によく

見られる施設である。
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祭儀施設

郷校 城隍壇

W

W

W

W

N

N N

N
社稷壇

厲壇

図 3-12　祭儀施設の分布

京畿道 忠淸道 全羅道 慶尚道 江原道

内衙
冊房
客舎

郷庁

内衙
冊房

客舎

郷庁

内衙
冊房

客舎

郷庁市場
邑倉

市場
邑倉

市場
邑倉

獄
下位庁

文・武官施設
訓練施設

訓練施設
訓練施設

下位庁

武官施設

文官施設
獄

下位庁
武官施設

文官施設

獄

内衙
冊房
客舎

郷庁

市場
邑倉

訓練施設
訓練施設

下位庁
下位庁武官施設
武官施設

文官施設

文官施設
獄

内衙
客舎

郷庁

図 3-11　道別行政施設分布
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くまで位置すること，獄は東軒と日程距離を維持する分布から，城壁

下に位置する分布が見て取られた。

　さらに，絵図での施設分布を元に，既往研究で提唱される規則性を

検討すれば，市場・邑倉・客舎に関して相違が見られた。既往研究によ

ると，市場は経済的理由で邑倉に近接するといわれ，また客舎の位置

とも関係があるとされる。そこで客舎と市場の分布を検討すると，客

舎の分布範囲に市場の分布も見られるが，基本的には，市場が東軒前

方の遠い範囲に広がる特徴を示し，客舎と近接する場合は多くなかっ

た。特に江原道の市場は東軒の門前に集中し，市場発生初期，市場が

場門と呼ばれたことと一致する。これは邑治の進入路が治所の前方に

形成されることから起因すると考えられる。邑倉は東軒前方では市場

の分布と重なりながら，東軒後方では客舎の分布と類似している。特に，

忠清道と全羅道は客舎と邑倉が同じ分布を示し，邑倉は市場というよ

りも客舎の近くに配置される傾向があったと考えられる。

　また，朝鮮初期（1392年から），順次に邑治が整備された世宗代（1418

年から），有城への改築傾向があったとされる文禄の役以降（1592年か

ら）の時期別には施設分布の差が見られなかった。

　最後に，祭儀施設のみの分布を見ると（図 3-12），地域別や有・無城

別には差がなく，既往研究の通り，郷校は主山となる山脈が邑治を囲

むように，邑治の左・右・後を囲んでおり，社稷壇は絶対方位の西，厲

壇は絶対方位の北，城隍壇は主山に多く分布しながらも四方に分散し

ていた。

3.5　まとめ

　文献と絵図から邑治の主要施設の配置における規則性をまとめると，

東軒を中心とする治所施設群が背山をとり，南向邑治が最も多く，東向，

西向，北向の順に向きを取っていた。

　東軒は治所施設配置の中心となり，より親密な施設として内衙と冊

房が近隣に位置した。しかし，内衙よりは守令の執務と関係する冊房

が最も近い領域に分布していた。さらに，行政の雑務をする下位庁は

東軒前に集中し，また主要文・武官施設は「左文右武」の関係ではなく，

下位庁の周辺に位置していた。武官施設に関しては，軍器施設が邑治

の奥の方に位置し，訓練施設は治所から遠い場所まで位置していた。
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客舎と郷庁は他の行政庁より広い範囲に分散しながらも，東軒と並列す

るのが多く，客舎は東軒の上部，郷庁は東軒の下部に広がれる分布が見

られた。

　経済施設においては，市場は邑治内部，もしくは邑治の進入路近くに

位置し，邑倉は道路関係上，市場と同じく進入路の近くや，軍器施設と

同じく邑治の奥に位置する分布が見られた。即ち，邑倉は，穀物運搬の

便利性面では，市場分布と類似する進入路での分布が現れ，保管物の安

全性面では，軍器施設分布と類似する邑治の奥側（客舎の近隣）での分布

が現れたと考えられる。

　祭儀施設においては，郷校と城隍壇は邑治内の平地に置かれる場合も

見られるが，郷校は主山となる山脈の上，城隍壇は郷校の分布を従いな

がら自由に四方に分布されていた。社稷壇は絶対方位の西側，厲壇は絶

対方位の北側に置かれた。

　邑治の施設配置における，『周礼』の「左廟右社・左文右武」の原則に

おいては，「右社」のみを守り，祭儀施設は主に風水地理要素の山脈に置

かれたことが明らかになった。行政施設は「左文右武」という原則より，

東軒・客舎・郷庁は施設の位各により，その他の施設は各施設の機能によ

り治所のなかにおける施設配置が決められたと考えられる。行政庁は東

軒との距離関係が，訓練施設は邑治の護衛が，倉庫施設（邑倉・軍器庫など）

は保管の安全性が，また市場と邑倉は道路便利性が，邑治における施設

配置に重要な要素であったと言える。
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第 4章　連山県邑治の空間と治所配置の推定復原

注 4-1）　newslibrary.naver.com

　京郷新聞 1958年 4月 30日， 住民が眠って

いる間に面事務所が移転されたという。 その

位置は 1911年に出来た連山駅の近くであり，

日帝時代に駅前に町が形成され， 連山県邑

治の商圏が分離された。

4.1　連山県概要

（1）位置と沿革

　連山は現在忠清南道論山市の 1つの面である（図 4-1)。論山市は韓国

で「湖南平野」と呼ばれる全羅道から広がる平地の最北部に位置し，こ

の一帯には多くの無城邑治が分布している（図 2-2邑治分布図参考）。連

山県は百済，新羅を経て高麗時代に「連山」と名づけられ，朝鮮時代に

入って，1413年に県として指定された。人口は『世宗実録地理志』(1454

年完成）には 378戸・1487人と記録され，『與地図書』には 1759年に

3488戸・14685人，『湖西邑誌』には 1849年に 3628戸・14968人であった

と記録されている。現在の連山面は，2015年 12月時点で 3306戸・6992

人で，戸数は 19世紀より若干減っている。

　朝鮮時代の連山県は，1914年日帝時代に入って，近隣の魯城県・恩津

県と共に論山郡に統合され，その際，もともと論山の市場があった付

近に論山郡庁が置かれ，それ以降，新しい中心部となった。3つの邑治は，

それぞれ論山郡下の行政面になり，1990年代末まで各面の町として商

店が密集していたが，それ以降は衰退する一方であった。

　連山県は 1958年に連山面事務所が移転する注 4-1)以前は連山衙門の後

ろ，かつて東軒が置かれた位置に面事務所が存在したが，現在は郵便局・

農業協同組合・老人会館などの施設が残されるのみで，行政の中心部と

しての機能は既に失われている。魯城県・恩津県の邑治が衰退したこと

図 4-1　連山県位置

ソウル

論山市
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に対して，連山県邑治は，遺構として残される連山衙門が文化財となっ

ており，近年「連山百中ノリ」という朝鮮時代の伝統祭りと特産物を生

かした祭り，2020年都市計画による施設整備が行われるなど，活性化

されつつあるものの，朝鮮時代の邑治の形態は消えてしまう状況になっ

ている。

（2）邑治と周辺関係

　連山県は北西側に魯城県（邑治間距離約 10.7km），南西側に恩津県（邑

治間距離 11.4km）に接し，北側と東側は山脈に囲まれている。図 4-2

の左の大東與地図からは，3つの邑治が均等な距離をとって位置し，各

邑治を連結する道路網が見て取れる。右の図は 3つの県の方眼式図注 4-2）

を連結したもので，大東與地図が各邑治を連結するネットワークを表

したのに対し，方眼式図では各邑は連結されておらず，漢陽から全国

に広がる大路と各邑を結ぶ道路が表現されている。図 5-2の右図に平川

駅と書いているのは連山県の施設である。右図の左下には江景という

大市場があり，そこから北方の川沿いに連山倉が位置していた。ここは，

18世紀から成長した論山場があり，左図には市津，右図には論山橋と

書いている辺りである。ここが，1914年に論山郡庁が置かれた場所で

ある。

　図 4-2の右図では，連山県だけに私立の教育機関である書院が 3つあ

り，有力両班家門の学問活動の中心地であったことが分かる。図 4-3

は連山県に残っている朝鮮時代の遺構と両班の同族村を示したもので，

邑治の北部に郷校があり，周辺に同族村が分布していた。図中左下に

位置する墓にまつられる金長生（光山金氏 1548-1631年）は礼学の畿湖

学派（京畿道と湖西と呼ばれる忠清道地方）の中心人物である。礼学は

彼の生徒であった宗時烈（恩津宋氏 1607-1689年）に継承され，湖西名

族と呼ばれたと言われる。『朝鮮王朝実録』1649年 2月 10日の 1つ目の

記事には「連山には金集（1574-1656年）があり，泥棒なども彼を念頭す

る」とあり，連山県において光山金氏が模範となっていたことが分か

る注4-3）。

注 4-2）

　絵図には縮尺がないが， 方眼式図は， 全

国を同縮尺にして記録した 19世紀の地図で

ある。

注 4-3）

　對曰 : “連山有金集 , 故謀亂之輩 , 恐此人

知之云。” 上曰 : “其人有德望 , 故彼賊亦知

其必不背國也。昔吉再之鄕 , 人不敢爲不善 , 

恐再之知。 賢者之感人 , 如是也。”
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図 4-2　18-19世紀連山県と周辺部
（左： 1861年大東與地図部分， 右： 八道郡県地図の連山・ 魯城・ 恩津連結， ソウル大学校奎章閣所蔵， 地名と大路は加筆

図 4-3　連山県の朝鮮時代社会現状
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4.2　連山県の絵図検討

4.2.1　連山県の絵図比較

　絵図は風水地理的空間認識が反映された理念的表現であるが注 4-4)，

1872年全国的に作成された地方地図はそれ以前のものより，詳しく描

かれている。表 4-1の絵図を見ると，1677年の地乘と 18世紀の輿地図，

1800年前半の廣輿図はその表現が類似しており，地乘を複写したこと

が分かる。1750年の海東地図も詳しくは描かれておらず，この絵図は

他の邑のものと表現記法が同じで，全国一律に描かれたと考えられる。

しかし，1872年の地方地図は各邑に描かれたものが全て異なり，各邑

が独自に作成したことが分かる。

　表 4-1は連山県の絵図を対比したものである。1872年の地方地図の

みが施設を詳細に記録しており，残りの絵図は客舎，東軒（衙舎），倉，

郷校を記載するのみである。これらの 4施設はそれぞれ祭儀，行政，経

済，教育の中心施設であり，邑治の重要な施設であった。19世紀後半

表 4-1　連山県の絵図比較

絵図名 地乘 海東地図 輿地図 廣輿図 都会衙舎細地図 地方地図

作成年 1677年 1750年初 1789-1795年 1800年前半 19世紀後半 1872年

方位 絶対， ↑北 相対， ↑東 絶対， ↑北 絶対， ↑北 相対， ↑東 相対， ↑東

水系

東と西側に南北に流
れる大川があり， 西側
の川の支流が邑治の
北部に流れる。

地乘に同じ 地乘に同じ 地乘に同じ 川の上下区分なく， 北
側に流れ， 邑治前面
を囲む。

東と西側の大川が邑
治方面に流れ， 邑治
前面を囲む。

道路

大体に治所西側で南
北に繋がり， その道か
ら東西に網を形成して
いる。

地乘より治所前面が T
字路となっている。

- - 治所前面から放射網
をしている。

治所前面に南北路が
あり南・ 北・ 西の側を
超えて道が分かれ東
西に連結される。

水系と
道路網
（↑北）

- -

治所

客 舎 を 中 心 に 置 き ，
左倉， 右東軒だけを
表現している。

客 舎 を 中 心 に 置 き ，
右東軒だけを表現て
いる。

地乘に同じ 地乘に同じ 治所全体を衙舎と表
現し， 城壁に囲まれて
いる。

東 軒 を 中 心 に 置 き ，
客 舎 は 北 部 に あ る 。
各施設の空間も表現
している。

絵図

注 4-4） 参考文献 1） pp397-399

*水系と道路網の図中の道路名については絵図での道路を起こし， 邑誌により表 4-3の道路名を加筆した。 全ての図はソウル大学校奎章閣韓国学研究院所蔵
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の都会衙舎細地図はその名称からも邑治を「都会」と認識しており，無

城邑治にも関わらず，有城のように表現して，都市は邑城という認識

の元に描かれたと考えられる。また，この地図では郷校を山に囲まれ

た独立空間に位置するように表現している。

　これらの絵図からは，風水の表現であるため，川や山の形は類似し

ているが，道は様々で，大略の方向性だけが確認できる。

4.2.2　1872年の絵図に現れた風水形勢

　検討した絵図のうち，山勢や治所の配置が最も詳しく描写された

1872年の図から風水地理的要素を検討する。3.1で述べたように，風水

地理説では山と水に囲まれた土地を住まいに良い「明堂」と呼び，理想

とする山と水の形がある。『世宗実録地理志』には各邑の鎮山を記録し

ており，邑誌からみると連山県は「天護山」を「鎮山」注 4-5)とし，絵図

には邑治の後方に「天護峰」と表記してある。図 2-5の風水地理説での

用語を絵図に表記し，実際の地形と比較したのが図 4-4である。治所は

鎮山の脈を背山としており，西向きに立地している。実際の治所位置

の背山となるのは連山公園であり，この公園が「主山」の「穴」となる。

　絵図では鎮山から繋がる南部を囲む山脈が左青竜となり，鎮山の上

部にある山から繋がる山脈が北部を囲む右白虎となる。南部を囲む左

青竜は，実際は治所をはっきりと囲む地形ではなく，その南側に大分

離れて大きな山脈がある。邑治近くの弱い山脈が「内青竜」，外側の大

きい山脈が「外青竜」であると考えられる。右白虎は治所北側の川（邑

誌では北川，現在は連山川と呼ばれる。以下北川）の向こうに位置し，

左青竜より大きい山である。絵図でも左青竜より大きく表現されてい

る。

　水網について見ていくと，邑治の左右に川が流れ，邑治の前には川

の合流する水口があり，治所は水口に向かう「臨水」注4-6)をとっている。

右側を囲む北川は，広い川であり，北川に比べると左側を囲む川は幅

5mにもならない狭い水路である。それらが合流する水口は，治所の前

というよりも，北川の方に近いが，絵図ではより重要視された臨水の

ため，治所前面で大きく表現されたと考えられる。

　そのため，邑治の前方にあるはずの「案山」が，絵図中には明確に表

現されておらず，重なった山が囲むようになっている。しかし，実際は，

注 4-5）　参考文献 2） pp748-749

　鎮山は， 神は上方に居ますと云う観念があ

り， 朝鮮の都邑は鎮山の下に集団陽基をな

したという。

注 4-6）　参考文献 3）

　朝鮮王朝実録では， 邑治においては水が

最重要としており， 参考文献 3） の卜居総論

には立地選定時に最初に考慮することは「臨

水」 であるという。
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鎮山

内青竜

外青竜

右白虎

明堂 主山

案山

穴
水口

↑N

鎮山

左青竜

右白虎

明堂

主山
案山 穴水口

図 4-4　連山県の風水地理要素
*上の絵図中の表記は筆者が風水的要素を加筆した。 下の空中写真からは， 図 2-5のように左青竜が内青竜と外青竜に見て取れる。
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治所から目に見えるほどの大きな山が位置している。

4.2.3　施設配置の一般規則性との比較

　3章で検討したように，邑治の施設配置には一定の規則性があるとさ

れ，儒教理念の元に「左廟右社 ･左文右武 ･天子北坐南向」という原則

があった。ここでは，その内容（表 3-4)と図 4-5の絵図を比較していく。

まず，邑治は南向がふさわしいとされるが，連山県邑治は西を向いて

いる。一方で①客舎は他の施設群と離れた別空間を形成し，邑治の向

きと異なり南を向き，「天子北坐南向」を守っている。②東軒は治所の

中心であり，門楼と軸を形成し，左右の施設が向かい合って配置され

ている。東軒の左に③内衙 ･④冊房が隣接し，⑤郷庁は東軒と同じ向き

で，東軒の隣に位置して治所空間の上位を占めている。文科の⑥作庁

は東軒の左側，武科の⑦将庁 ･⑧刑房庁は右側で，左文右武の原則に従

うが文科の県司（⑦の図中左）は右に位置して原則とずれている。⑨獄

は治所の向かい側に円形に描かれており，⑫厲壇は北側で絶対方位を

守る。⑬邑司倉と⑭邑場は隣接して川と道路の近くに位置する。この

ように連山県邑治の施設は，邑治自体が西向であるのを除いて，東軒

の軸を中心に施設の位各通りに，規則正しく配置されていると考えら

れる。ただし，3章でみた規則性は首都の漢陽の配置原則に基づき，各

地方邑治の邑誌での方位記録と絵図から分析した事例が多いため，絵

図だけでは規則性に大幅に外れないのは当然であると考えられる。に

もかかわらず，連山県は右白虎の上に⑩郷校が，左青竜の上に⑪社稷

壇があって，左廟右社は守られていない。一般的に郷校は校村という

図 4-5　1872年絵図の施設

① ②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

←N
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独立した村を形成する，治所と離れた場所に位置する施設であり，金

起德によると朝鮮後期になると教育環境上，治所から独立して風水地

理的に良い場所に移動する傾向があったとされる注 4-7)。連山県の場合

は郷校を移建したという情報はなく，現在も絵図に示された位置に存

在する。郷校が「左廟」を守るためには，左青竜の上で，邑治と同じく

西向をとれば理想の配置となると考えられるが，左青竜の地勢が弱く，

郷校としてふさわしくないため，地勢条件の良い右白虎に配置された

と考えられる。各施設の実際位置との比較はつづく 4.3.2の位置推定で

説明を加える。

4.3　復原図作成と邑治現状

4.3.1　1901年量案を用いた復原図作成

 絵図が半ば概念を表現したものであるとすれば，実際の空間はどう

だったのか。それを考察するにあたって，量案を用いて復原図を作成

する。

（1）1901年量案概要

　量案とは『経国大典』の戸典に基づき，課税のため，20年毎に調査さ

れた土地情報の記録である。18世紀から 19世紀にかけて一時的に調査

が行われなかった時期があるものの，19世紀末の土地改革のため，量

地衙門という庁が設置され，土地調査が再開されている。本稿で用い

た史料は 1901年 1･2月に調査された『忠清南道連山郡量案』である。中

草本 9-25巻とこれを再整理した正書本 1-8巻が存在し，連山県邑治を

含む食汗面の記録は 1，9，10巻にあり，正書本 1巻を元に復原を試みた。

　1巻の昌頭（図 4-6）には，連山郡の公廨（治所施設）が 12ヶ所で瓦

171間，草 14間であると記録されている。食汗面内では公廨が 9ヶ所，

瓦 171間，草 1間であるとし（図 4-7），瓦の施設は治所が 140間，郷校

が 31間で，草は獄と各面に設置された社倉が含まれていることが分かっ

た。絵図での祭儀施設のうち社稷壇の記録はなく，厲壇と郷校（量案で

は校官）は確認できた。

　量案に記載された土地の情報は（図 4-8）地番，土地の周長（尺）及び

面積，用途（畑 ･田 ･宅地），土地形状（梯 ･直など），土地向，所有者 ･

耕作者，建物種別（治所 ･藁葺 ･瓦葺），建物規模（間），土地等級と収穫

量（負）が記録されている。また，各土地の四方に面する土地の情報が

注 4-7）　参考文献４） p135
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図 4-6　連山県総

図 4-7　食汗面総

図 4-8　量案の情報（情報種別を加筆）

地番

周長

面積

用途 土地形状 土地向

所有者 建物種別と規模耕作者土地等級収穫量

施設

四標
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書いてあり（四標），各土地を連結することが可能である。

（2）1901年復原図作成

　復原図作成に当たって，図 4-9のように，量案の四標と土地面積を元

に各筆を配置し，筆の連結関係を調整，次に地籍図類との比較から筆

の位置を再調整するプロセスを繰り返した。位置の確実な東軒とその

隣接土地を基点とし，そこから繋がる宅地を中心に復原図（図 4-10）を

作成した。宅地群を囲む周辺農地は不正形が多く，四標での位置判断

には多少無理があり，川に囲まれた宅地密集地域を復原範囲とした。

　作成方法をまとめると，①地籍原図 ･旧地籍図 ･現在の地籍図の地割

をベースとし，土地管理台帳の分筆関係などで地籍線を整理した注 4-8)。

②量案の内容では隣接土地の連結関係を優先し，次に面積比率（尺 /㎡）

庁

庁
庁

庁

庁庁

庁

庁
庁

庁

北村の記録順
その他記録順

推定調査ルート
図 4-10　量案調査ルート

注 4-8）

　地籍原図は日帝時代に作られた最初の地

籍図である。 量案と異なる大筆が認められる

ものの， 地籍原図を元に韓国政府が改訂し

た地籍図では量案と相応する筆境界に改め

られるなど， 地籍原図では量案中のいくつか

の筆を合筆して表現したと考えられる。

図 4-9　復原図作成過程

1． 量案の土地形により， 土地を連結し，

道や水系を表示する。

3． 邑治を道路中心に空間を分け， 概略の大きさで土地連結を調整する。 4． 地籍図と対比して位置を調整する。

5． 位置調整のものをデジタル化し， 量案と地籍図の面積を対比して図面を作成する。 6． 作成した図の元， ヒアリング・ 現地調査により， 修正を行う。

2． 1914年地籍原図と 2012年地籍図を重ね，

統合された土地は旧地籍図と土地管理台帳から過去の地籍線を確認する。
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を考慮した注 4-9）。地籍線の確認ができない土地については，地図上の

位置が確実な近隣土地の面積比率を基準として大きさを推定し地籍線

を引いた。③量案の記録のうち，矛盾がある情報については，より適

切と判断される情報を選択し，可能な限り全ての情報を反映した。

（3）1901年復原図と 1914年地籍原図の比較

　復原図（図 4-11）は，四標に記録された「路」だけを復原したもので

あるが，図 4-10の量案調査者のルートから推定すると，1914年の地籍

原図に描かれた道は既に存在したと考えられるが，1914年時点では邑

治北部に鉄道（1910年敷設）が通り，その南側の十字路の東西方面と南

北方面が「新作路」注 4-10）と呼ばれ注 4-11），道路の直線化と延長，舗装が

行われたと考えられる（図 5-12）。量案中の「倉垈」は市場となっており

（1911年），地籍原図では官庁と治所近くの土地が大筆に統合されてい

た。

注 4-9）

　量案は甲戌量田尺を使用する。 朝鮮末期

推定の『度支準折』 では量田 1尺は周尺の

4.775 尺と記録されてあり， 19 世紀末の周尺

は 20.48 ㎝であったという（参考文献 5）。 本

研究の量案の尺は治所施設の筆以外は換

算面積との差があるので， その代わりに面積

比率を使った。

注 4-10） 参考文献 6） pp2， 4-5

　朝鮮末から日帝に建設された道路で 2-4間

幅，直線であり，車通過のために計画された。

注 4-11）　M氏， 当時 86歳， 2014.3.23

　「学校に行く新作路は小路や畦であった」，

「新作路を超えて裁判所があった。 門を超え

て」 という。
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4.3.2　邑治の調査分析

　復原図により邑治の骨格は明らかになったが，絵図での治所配置を

より詳しく復原し，邑治という空間がどんなものであったかを考察す

るに当たって，基本的な現状を検討する。

　文献と地図分析により，主要機能となる道路・市場・公共施設などの

確認のうえ，現地調査とヒアリング調査を行った。日帝時代の治所と

邑治の風景の話を聞き取り，現地では見て取れなかった内容が復原図

や 1948年空中写真から確認できるなど，口伝資料の信頼度は高いと判

断した。日帝時代の公共空間の使われ方は 19世紀末からの連続と変容

があったため，復原図と地籍原図と共に 1948年空中写真を用い，ヒア

リングとの対比を行った。

　現地調査は 2013年 5月 4-7日と 10月 13-19日に事前調査・ヒアリング

調査，2014年 3月 16-19日と 9月 21-27日に現地調査・ヒアリング調査・

実測調査，2016年 10月 8-11日に附属調査・ヒアリング調査を行った。

(1）空中写真検討

　図 4-13・14は空中写真に量案中の治所領域を表示したものである。

1948年の空中写真には，治所の空間がまだ残っており，治所内の動線

がはっきり看取される。外三門楼である連山衙門の後ろの木を中心に

連山衙門

面事務所

市場

連山初等学校

泉

←N

連山衙門

旧面事務所

市場

連山初等学校

←N

図 4-13　1948年空中写真 図 4-14　1968年空中写真
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道が軸を形成しているが，戦後 1968年空中写真ではその軸が見て取れ

ず，治所一帯が畑となっている。韓国戦争中に 13回も攻撃され，官庁

は火事が頻繁であったといわれ注 4-12)，1968年時点では既に面事務所が

移転していたため，旧来の治所施設はその喪失後，再建されず，畑と

して利用されたと考えられる。1968年の空中写真からは，内衙空間，

面事務所位置，作庁空間に建物が見て取れ，それ以外は向かい側の獄

空間まで畑となっている。1948年の写真は画の解像度がよくないため，

面事務所が鍵型の建物に見えるが，1968年のものでは 2軒が臨接して

建っていることが分かる。その 2軒のうち，後ろの建物が東軒ではない

かと考えられる注4-13）。

　客舎があった連山初等学校は 1948年時点では 4軒並びに増築（1927年

以降）注 4-14）されており，1968年にはさらに増築されている。校門の後

ろに木があり，東軒における外三門楼と木のような構成をしており，

校門が客舎の外門であったのではないかと考えられ，そうすると門か

ら 1つ目の建物位置に内門が，2つ目の建物に客舎があったと想定でき

る。

　市場一帯は，1948年時点では，朝鮮時代の場市のような広場ではなく，

建物が多く見られるが，1968年の空中写真からは広場にテントを設置

した様子が見て取れ，場市のような空間に改められていることが分か

る。

　なお，復原図で確認できた 2つの泉のうち，市場の向かい側の泉は

1948年の空中写真では，泉を囲む空間が見て取れるが，1968年時点で

は畑となっている。また，日帝時代に整備された東西の新作路沿いには，

1948年の時点で既に建物が並んでいる様子が見て取れる。

(2）広域道路網推定

　復原図での道路と周辺との連結関係を把握するため，広域道路網を

検討する。絵図では邑治から，西北には魯城県・公州牧へ，西南には恩

津県へ，東南には全州牧へ，東北には豆磨へ繋がる。『湖西邑誌』には

道路の説明はなく，『與地図書』での説明が表 4-2であり，この記述か

らも絵図での道路網が確認できる（表 4-1の道路網参照）。図 4-15は併

合以前の 1894-1906年の間に日本の陸軍陸地測量部が簡易的な実測を

元に作成した 5万の 1地形図で，道路は 4つの凡例で表されている。こ

の地図と新たな実測に基づき 1924年公式に刊行された地形図（図 4-16）

表 4-2　與地図書での道路　

注 4-12)

　S氏， 当時 74歳， 前連山里長， 2014年 9

月 27日， 学校（客舎）， 内衙土地の住宅，

面事務所（東軒一帯）， 警察庁（刑房庁） が

戦争中喪失されたという。 また， J氏， 当時

73歳， 2014年 3月 18日， 郵便局（作庁一帯）

も火事で喪失されたという。

注 4-13)

　淸州東軒は， すぐ前に役所が建てられた事

例で， 建替えなかった場合は， このように並

んでいたと考えられる。 下の写真は淸州東軒

の側面で， 前面に区役所があり， 周りは駐車

場である。

注 4-14) newslibrary.naver.com

　連山公普増築， 不日間工事着手， 東亞日

報 1927年 7月 5日記事

道路名 説明

道山里路 東方30里の珍山郡から来る道

居士里路 南方15里の高山県に行く道

豆磨路 北方20里の鎭岑県に行く道

沙乷峙路 西北方20里の公州牧に行く道

乷浦城路 西北方20里の尼山県に行く道

論山路 西方30里の恩津県から来る道

布川路 西方20里の恩津県から来る道
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には，併合後に敷設された鉄道を含むより詳細な道が描かれているが，

ここから図 4-15の地形図に表された道路は朝鮮末の道路網を正しく反

映したものであると考えられる。道路体系を検討すると，まず，1770

年『道路考』注 4-15）では，漢陽を中心として各地を結ぶ 6大路を記録して

おり，図 4-15の大路は第 5路で通称三南大路と呼ばれる。『磻溪隨錄』

注 4-16）では漢陽から全国の各道（ドウ）を連結する大路があり，それを

官路とも呼ぶ。次に邑と邑（邑治同士）を連結する道が中路，村（集落）

から邑（邑治）に行く道を小路とし，また村と村を連結する道があると

する注 4-17）。『增補文獻備考』注 4-18）では大路を中心に幹線道路が各邑に

連結されるといい注 4-19），論山市を貫通する大路（三南大路）は 1930年

論山郡誌の京城木浦線（図 4-18）で，図 4-15の魯城 -恩津間で確認で

きる。次に邑と邑を連結する中路は連山県邑治から直接他の邑治には

行かず，大路に連結しており，また連山倉がある論山に繋がっていた。

連山県は山地に囲まれ，道路が少なく，治所前面の南北道路と北川を

越える東西道路が邑治の幹線道路となる。その他の邑治内の道路から

周辺部へは，主に畦道であったと考えられる。これらの畦道は 1924年

魯城

↑公州方向

↓全州方向

連山論山
平川駅(推定)

恩津
江景

大路
中路(邑と邑間）
小路(村と邑間）
小路(村と村間）

敬天場

道
山
里
路

居士
里路

豆
磨
路

沙
乷
峙
路

乷浦城路

論山路

布
川
路

図 4-15　朝鮮末地形図注4-20)
（道路網と地名を加筆） 図 4-16　1924年 1:5万地形図

図 4-19　1984年数値地形図の道路体系

1984
年ㄱの道路

現在地方道697

旧鉄道

注 4-15）　

　1770年の地理書で全国の水路・ 陸路・ 交

通， また中国と日本との交通路を記録してい

る。

注 4-16） 参考文献 24） pp287-288

　法律ではないが， 1670年刊行された国家

改革論であり， 行政に使われたという。

注 4-17） 参考文献 7） p501　

注 4-18）

　1770年刊行した， 文物制度の『東国文献備

考』 は朝鮮末まで改正される， 1903-1908年

最後に改正されたものである。

注 4-19） 参考文献 8）

注 4-20) 

　朝鮮略図 1:5万， 1894-1906年測量， 日本

国会図書館所蔵， 南榮佑， 旧韓末韓半島

地形図 1:5万， 成地文化社， 1996
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の地形図に点線で描かれた小路が確認でき（図 4-16),地籍原図での東

西・南北の新作路以外は小路となっている。図 4-15では，1872年絵図

のように東西方向の幹線道路が北川の北側にあったが，図 4-16では東

西方向の幹線道路は邑治内を貫通するように変わっていた。

(3）邑治内道路網推定

　邑治内の道路は地籍原図（図 4-17）を検討すると，東西‐南北の道路

は鉄道線起工と共に拡幅されたといい注 4-21)，東西新作路沿いの筆に明

らかな改変が見られ，旧来，邑治内の幹線道路は南北路のみであった

と考えられる。①新作の東西路は北川沿いにあった中路の代替として，

日帝時代から都市化の進んだ論山と大田を繋ぐよう整備されたものと

考えられる（図 4-18の大田論山線）。図 4-19に見るように，計画的な道

路であり，1914年には道路沿いに宅地が見られない一方で，1948年空

中写真では多くの家屋が見られることからも，新しい道路であること

が分かる。従って，邑治内の旧来の東西路は市場から客舎を経て東側

の集落へと続く道であったと考えられる。②南北路は図 4-19の 1984年

は東西路と一体されたㄱの道路体系であり，現在は旧鉄度線の位置で

左にまがる地方道 697になっている。ヒアリングでも旧鉄道までが牛

馬車道路で北への道は村への道と言われ注 4-22)③北進入路は別の道路で

あり，北側には貫通してなかったと考えられる。図 4-16では北側の官

洞里までの道である。また，②南北路の南部は筆の断絶が見られ，左

側の道を直線化したと考えられる。④門前路は図 4-17のように，水路

図 4-17　1914年地籍原図上の道路区分図 4-18　1930年論山郡誌の交通

注 4-21）　参考文献 10） p150

注 4-22) 

　S氏， 当時 74歳， 前連山里長， 2014年 9

月 27日　

庁

庁

庁

庁

庁

筆断絶部

①東西路

③
北
進
入
路

②
南
北
路

④門前路
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を渡って西側の山を曲がり，図 4-15の布川路から南北に交差する道と

出会う。その道に行く前は加平李氏同族村の靑銅里があり，その道の

辺には連山名門両班の金氏の同族村（光山金氏）が位置する。　　

（4）市場と道路

　1770年『東国文献備考』の全国場市に連山県の邑場が記載されている

が，県の史料のなかでは1872年絵図と1895年『湖西邑誌』に登場する。『湖

西邑誌』には「市貰錢」注 4-23)が記録され，1872年以降は邑場が邑治の主

要管理施設であったと考えられる。

　図 4-20は朝鮮時代の連山県の邑場と周辺場市の連結網である。李憲

昶が『東国文献備考』の場日に基づき行商のルートを図化したもので，

行商路は場市発達と共に発達したとされる。ここで，図 4-15に描かれ

た道路体系を検討していくと，連山県邑治から大路に行く行商路は，

大路沿いの敬天場に行く沙乷峙路は中路として描かれており，魯城県

邑治から江景場までの行商路も中路になっている。

　朝鮮時代の連山邑場の場日は 1845年『林園経済誌』では 3日と 8日，

1905年『韓国土地農産調査報告』は 5日と 10日とされる。周辺場市は『林

園十六誌』と 1930年論山郡誌に記録された場日に変更はなく，連山の

場日のみが変わっているが，場日のネットワーク（図 4-22）を見ると，

変更の前後に関わらず，論山市場注 4-24)と連山市場の間を直接移動した

行商はいなかったと考えられる。即ち，朝鮮時代においては論山場と

連山場を連結する論山路（図 4-15）は，場市関係で発達した道路ではな

く，論山場の近くに設けられた連山倉と連山邑治を連結することを目

的とした道であったと考えられる。しかし，図 4-15にみる場市の間の

道は全て中路となっており，『磻溪隨錄』に規定された邑同士を中路で

結んだ道路体系は，朝鮮末には市場同士を結ぶ道路体系へと変化して

いたと考えられる。

図 4-21　1930年論山郡誌の市場

図 4-22　場市日によるネットワーク

林園経済誌 (1830年 )の場日ネットワーク 論山郡誌（1930年 )の場日ネットワーク

図 4-20　1770-1830年市場網
参考文献 9） p6， 図 1から連山周辺再作成

注 4-23）　

　場市にかけられる税金である。1871 年の『湖

西邑誌』 では「新増場市」 といった新設場市

の記録があるが， 邑場は登録されず， 1896 

年の邑誌で県内面を「県内場が開く」 と説明

している。

注 4-24） 日本地理風俗大系， 1937年

　参考文献 11)　p291から抜粋， 1930年代論

山場写真
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(5）水系解析

　姜仁愛注 4-25)は邑治は 2支流注 4-26）以下の等級の河川近くに立地して，

氾濫の被害を防ぐため，河川と並行に水路を設る造ることが多く，邑

治内の排水は背山からの水路を利用したり，治所を囲む道路沿いに水

路を造ったりしたという。図 4-23は 1948年空中写真から見て取れる河

川と地籍原図上の水路の検討で，邑治前面の南西水路の手前にもう一

本の水路が確認できるが，これは一般的に雨のない期間には流れない

乾川というもので，氾濫のために整備されたものであると考えられる。

　排水路としては，『磻溪隨錄』では漢陽の小路以上の道路には両側に

溝渠を設けることとし（大路 2歩，中路以下 1歩），地方の道路もこれに

準じるという注 4-27）。量案からは道路沿いの水路を確認することが出来

ず，北川だけを川と記録しているが，地籍原図上で道路沿いに水路が

確認でき，その水路は溝，南西水路は川と表記されている。地籍原図

の主山からの溝は，量案での泉から流れる自然水路であると考えられ

る。1817-1819年に県監を勤めた金鑢は，治所の西側に池があり，大雨

の際は溢れると言い注 4-28)，この一帯は排水が十分ではなかったと考え

られる注 4-29)。また，復原できなかった，北川周辺の農地には不規則に

渠と記録され，その辺は自然に北川に流れたと考えられる。

　また，朝鮮時代には，5戸に 1つの共同井戸を造ることとしており注

4-30），5戸毎１井戸の数に

は満たないが，ヒアリン

グからも共同井戸 3ヶ所

と個人の井戸 1ヶ所が確

認できた。泉と井戸は邑

治における水源として邑

治内に均等な距離を持っ

て分布していたと考えら

れる。

1901年量案の泉
1930年代の共同井戸
1930年代の個人井戸

←N

1901年量案の渠
1914年地籍原図の溝

1901年量案の宅地範囲

現在河川

推定排水方向

南
西
水
路

図 4-23　水系

注 4-25） 参考文献 12）

注 4-26）

　河川法 25條による河川の等級で， 本流か

らの支流は 1支流， 1支流からの支流は 2支

流であり， 6支流まで区分する。

注 4-27)　参考文献 7） p501

注 4-28)　参考文献 13)　136句

　衙舍西墻外　有一小瀦澤　每大雨飜盆　澤

水漲溢　則䵷黽蝦蟆　晝夜亂鳴　不知幾萬。

注 4-29)

　一般的に集落では， 排水と共に， 直接生

活用水を川に流さず， 浄化のためにも池を造

成する。 この一帯は邑治の排水空間として伺

える。

注 4-30)　参考文献 13)　p356

　朝鮮王朝実録， 1415年 3月 4日の記事から
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(6）主要施設に関するヒアリング

　1914年『忠南論山発展史』の連山編には日帝時代初期の様子が少し記

録されており，道路・鉄道の建設は邑治にとって大きな変化ではあった

が，それら以外においては大きな変化はなかった。その内容注 4-31）は，

連山は 3面が丘で，西側に平野の広い小都邑であるとし，邑内には大商

店がなく，常設店舗もほぼないという。邑内に高島屋という旅館・飲食

図 4-26　日帝時代邑治の主要建物の用途

表 4-3　治所の用途変化

1872年絵図 1901年量案
ヒアリング

1984年数値図 2015年現在
1910年～（日帝） 1950年代～（戦後）

東軒 官舎 面事務所 面事務所→農村指導所 農村指導所 道路･空地

内衙 官舎（内衙) - 住宅 住宅 道路･空家

官奴庁 - 工場 臨時教室・劇場 （建物維持） 空工場

客舎 官庁 普通学校 国民学校 国民学校 初等学校

作庁 作庁 郵便局・電信電話 - 住宅 住宅

郷庁 郷庁 桜木所・倉庫 韓電出張所 韓電出張所 塾

県司 宅地 小学校 郵便局 郵便局 郵便局

将庁 将庁 小学校 農地 農地 運動空間

刑房庁 刑吏庁 金融組合・郡守家 - 店・住宅 店 ・住宅

公須庁 郡司 警察庁 警察庁 義勇消防隊 消防倉庫・ 老人会館・福祉官

獄 郡獄 獄・裁判所 病院 食堂 食堂

邑司倉 倉垈 粉屋・倉庫 金融組合 農協組合 塾・倉庫

邑場 倉垈 連山市場 連山市場 連山市場 連山市場

面
事
務
所

工
場

郵便局
電信電話

井

井

井銀杏 事務室

小学校

桜
木
所

倉
庫

小学校
運動場

普通学校

大邸宅

大邸宅

日本家

裁
判
所

市場

場屋

醸造場
倉庫

酒幕

倉庫

警察庁 郡守家

金融
組合

←新作路→

新作路

←
新
作
路
→

←
鉄
道
→

←N

　1900年代， 忠南瑞山郡の治所前 　1920年代， 忠南瑞山郡の治所一帯1920年代， 近隣魯城県の郵便局

図 4-24　1900年代， 忠清南道の郡・県邑治の写真注4-32）

注 4-31）

　参考文献 10） p146-154

注 4-32)　参考文献 14）
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店が，「間数の多い朝鮮家屋」を使い，評判が高かったと言われ，この

旅館以外の商業施設はほとんどなかったと考えられる。また，連山面

内にある 3つ市場のうちでも，邑内場（邑場）は 3番目の大きさで，邑

治住民に物資を供給する程度の能力に過ぎなかったため，整備する必

要があるとの旨が記録され，旧来の邑場の位置に市場が整備されたと

考えられる。また，日帝統治に際し，既存の治所の建物を面事務所と

して使い，治所内の 1つの建物には金融組合が，郡庁内（上述の面事務所）

に電信電話をする郵便局があり，大正 2年に憲兵分隊の建物を建替えた

という。即ち，治所の建物は憲兵分隊の建物以外は，そのまま使われ

たと考えられる（図 4-24参考）。

　治所一帯の日帝時代の使われ方に関する，ヒアリングの内容をまと

める注 4-33)。多くの話に史料の記録と合致する点が認められる。その内

容で治所一帯の用途を現したのが図 4-26であり，用途変化を整理した

のが表 4-3である。ヒアリング内容は図 4-25での番号順に記述する。

注 4-33）

　調査期間中のヒアリング内容をまとめたもの

で， 主な対象者は次である（当時の歳）。

　2014年 3月： 老人会館で， J氏（80代）， M

氏（86歳）， C氏（83歳） 外 4人

　2014年 9月： 連山スーパーで， S氏（74歳），

D氏（79歳）， P氏， S１氏（73歳） 外 2人

　2014年 9月： 連山市場で， D1氏（80代後

半）， M１氏（50代）， H氏（80代）

　2014年 9月： 老人会館で， R氏（70歳）， R

１氏（70代）

　2016年 10月：S2（70代），K氏（50代），K1（70

代）

図 4-25　現地調査施設区域
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　1)東軒一帯（図 4-25①，図 4-27）：門楼は文化財として残され，東

軒は日帝時代に面事務所として利用された。現在は門楼の前に観察使

などの石碑が並んでいる。面事務所は戦争中に火事にあい，隣にあっ

た 2本の木と共に焼失したという。東軒は門楼から 7-8m後ろに位置し，

前面の道路までが面事務所であったという。門楼は官衙の門で，日帝

時代にその上で裁判が開き，下に人々が集まって見たりしたという。

　連山公園の下には大きい建物は 3軒位あり，内衙土地の瓦家は戦後

建替えたものであるという。官奴庁位置にある工場は，以前は何も無

かったといい，日帝時代は蚕繭で絹糸を作る工場で，解放以降は教室

が足りなく，教室にも使い，架設劇場にも使ったという。

　2)客舎一帯（②，図 4-28）：一般的に客舎は日帝時代には公立普通学

校として使われた事例が多く，連山でも 1912年 6月公立普通学校が

開校し，現在も周辺土地を統合して，連山初等学校が位置している。

1930年郡誌では当時 6学級の 394生徒があったという。

　金鑢は「客舍曰兼山之館」といい注4-34），現在校門から運動場の方面か

傾斜である。東軒のように学校門の後ろに香木（現在は通路を避けて移

されている）があり，その横に教員の事務室があったといい，絵図中

の軍器庫などの客舎に附属する施設が転用されたのではないかと考え

られる。学校内に樹齢 300年以上の銀杏があり，この近くに大きな井

戸があったという。銀杏の後ろに 3間の草屋を学校の倉庫として建て

たが，教室が足りなくなった際に教室として利用したという。

図 4-27　東軒一帯

連山衙門

保護樹（後， 260年）， 石碑（左）
連山衙門平面図 治所一帯， 日本工場（木の左），

面事務所位置（コンテナ）

内衙土地の住宅

（左写真の左下）

0                1             2m

図 4-28　客舎一帯

正門と香木 銀杏， 右側（写真外） が井戸 4軒並びの学校

（連山初等学校， yeonsan.cnees.kr）

注 4-34)　参考文献 13） 2句

　本邑客舍曰兼山之館　正堂設龕　龕奉殿

字牌。

　ここから， 客舎は兼山の館と呼ばれており，

付近に山があったことがうかがえる。
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図 4-30　刑房庁・公須庁・獄一帯

福祉官 老人会館

（福祉官の後ろ）
獄一帯の食堂 1970年代消防倉庫

（左写真の右）

図 4-29　作庁・郷庁・県司・将庁一帯

作庁一帯

門楼の右の建物とその前庭
郷庁一帯

塾（右建物）， 塾左の空間が桜木所
将庁一帯

中央建物の前面

県司一帯

郵便局とその左の畑， 車位置は桜木所

　3)作庁一帯（③，図 4-29）：日帝時代に郵便局があり，戦争中火事で

なくなったという。『忠南論山発展史』の郵便局（電信電話）であると

考えられる。

　4)郷庁一帯（④，図 4-29）：現在，塾の駐車場となっている所に，日

帝時代には桜木所という日本学校があり，日本人の子供と地主の子供

が通ったという。学生は 30人位で，邑内に日本人の家は 6軒位あった

という。この隣の塾の位置は倉庫で，住民たちが家でとれた蚕繭を持っ

て来て販売したという。

　5)県司・将庁一帯 (⑤，図 4-29）：現在の郵便局の位置に小学校の教

室で使った 3間の建物があったという（地 3，地 4）。1930年郡誌から

1915年 12月に公立小学校が開校したことが確認でき，ヒアリングで小

学校と呼ばれるものであると考えられる。1930年当時，1学級 14生徒で

あるとされる。

　小学校内に井戸があり，その前に塔（絵図では客舎付近にある）があっ

たという。この後ろの長い土地までが小学校であり，運動場であった

といい，地籍原図では統合された庁の土地である。現在郵便局の右の

将庁空間は現在住民運動空間となっている。

　6)刑房庁・公須庁一帯（⑥，図 4-30）：現在は地 10･16の両側に道路が

でき，門前の広場が狭くなっている。門の横の棗販売所（地 12）が郡守

の住んだ場所で，その後ろに（地 11）昔の建物があり，金融組合として

利用されたという。現在の老人会館（地 10）は日帝時代には警察庁長の
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図 4-31　邑司倉・邑場一帯

2006年整備された常設市場 左写真の市場の横の道 旧金融組合（左）， 2軒目の倉庫（中），

日帝の醸造場（右）， 牛市場（駐車場）

在来のカジヤ

図 4-32　南北道路辺の市場一帯平面図

バス亭

南北路

新
東
西
路

（
地
籍
原
図
上
の
鉄
道
）

農協組合

常設市場

裏道

場屋

N

0                   10                  20m

家で，戦争中に焼失し，建て直されたという。その前に位置する現在

の福祉会館（地 16）が警察庁で，そのあたりに井戸があったという。こ

の一帯は，『忠南論山発展史』での憲兵分隊の施設があった場所である

と考えられる。

　7)獄一帯（⑦，図 4-30）：日帝時代には新作路を挟んで外三門の向か

い側が獄であり，裁判所もあったという。頑強な木材が用いられた建

物であったといい，後に食堂として利用されたが，現在は道路拡幅に

より解体され，駐車場となっており，食堂はセットバックして建て直

されている。食堂内に昔の食堂の写真が掛けており，日帝時代の建物

に見える。
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注 4-37)　参考文献 14） 

　忠南靑陽郡邑治の精米・ 粉屋

　参考文献 15） p215

　海印寺八萬大藏經の板庫

注 4-35）

　食事と酒， 宿泊を提供する建物

注 4-36）

　商品を背負って移動販売する行商

　8)邑司倉と邑場一帯（⑧，図 4-31・32）：市場はそんなに大きくなく，

草屋が 3軒位あり，酒幕注 4-35）が 1つあったという。日帝時代の市場は

全部負商注 4-36）であり，30年前までも屋根だけあって商売したといい，

市場内の酒幕などは負商にご飯を売るために，カマスを運んだりした

という。市場横の金融組合だった建物は，前には粉屋で大きい倉庫が 2

つ並んでいたといい注 4-37），邑司倉の存在がうかがえる。また，上述の

3軒の草屋であるかは明らかではないが，草屋の場屋が並んでいたとい

う。

　日本人の家（2階建て）があり，道沿いの土地は主に日本人所有であっ

たという。市場の広場は，解放後，日本人の家が中学校になり，その

運動場としても使い，午市場も開いたという。



19世紀末連山県邑治の空間構成と住民属性に関する復原的考察68

4.4　19世紀末治所の空間復原

4.4.1　祭儀施設の位置推定

　絵図には郷校，社稷壇，厲壇が描かれており，『與地図書』には，文

廟は郷校にあるとし，郷校は県の北 3里にあるといい，社稷壇は西 1

里，厲壇は北 3里，城隍祠は邑内にあるという。19世紀の邑誌類には

城隍祠が北 3里にあるといい，移動したことが分かる。ヒアリングか

らは社稷壇は治所前面の山にあったといい，城隍祠は連山公園の後ろ

の「악골アッゴル」という村にあるが，古く，現在は祭儀を行わないと

いう。絵図での厲壇の位置には 1984年数値地図に共同墓地がある。近

隣の恩津県でのヒアリングでは社稷壇が共同墓地になったと言われる

など，祭儀施設が共同墓地となったことが分かる。即ち，連山におい

ては厲壇は，邑治の北側にある共同墓地の位置にあったと考えられる。

図 4-33にはその位置に墓（+表示）が密集している。邑内の城隍祠が北

3里に移動して，また邑近くのアッゴルに移動する際は，神霊な空間を

選ぶため，邑内から移動した際は同じ距離にある厲壇の近くが，また

図 4-33　祭儀施設位置推定

アッゴル

城隍祠

社稷壇

厲壇郷校

外三門楼
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図 4-34　1872年絵図の治所配置（左）， 1901年量案の面積による治所配置（右）

区分
量案の施設名称(絵図中の名称)

計官庁
(客舎)

官舎
(東軒・内衙)

将庁
(将庁)

刑吏庁
(刑房庁)

郡司
(県司)

郷庁
(郷庁)

作庁
(作庁)

郡獄
(獄)

地番 天字第1 地字第1 地字第2 地字第11 地字第10 天字第85 玄字第23 地字第21 -
箇所 1 2 1 1 1 1 1 1 9
土地
形状

梯田 直田 直田 直田 直田 直田 直田 直田 -

土地
向

- 南 北 南 南 東 東 南 -

土地
規模

3182尺 3230尺 660尺 195尺 289尺 616尺 850尺 480尺 -

建物
規模

瓦35間 瓦59間 瓦8間 瓦5間 瓦4間 瓦14間 瓦15間 草1間 141間

四標 -

*量案中の記述による。ただし，施設名称については絵図との対比により（　）内に絵図中の名称を併記。

表 4-4　量案での治所の土地情報

アッゴルに移動する際は元の場所が考慮されたと考えられる。従って，

元の祭儀施設は邑治を囲む山脈のうち，主山になる後方を除いて均等

に位置していたと考えられる。

4.4.2　主要施設の位置及び配置推定

（1）量案の治所情報

　量案から確認できる治所施設（表 4-4）は，絵図の名称と少し異なっ

ている。図 4-34は絵図の配置（左）と量案の尺規模による配置（右）で

あり，絵図での内衙・冊房の空間が官舎の筆に，また，将庁・県司は

将庁，作庁とナン護庁は作庁に当たり，絵図における治所施設それぞ

れの領域が量案においては統合されたと考えられる。復原図（図 4-11，

p54）からみると，官庁は絵図では客舎で，絵図より東軒群と離れていた。

官舎は東軒で 2つの筆が隣接しており，南接土地の四標から，1つは内

衙であることが分かった。絵図での県司は，量案中では郡司と記録され，
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公須庁の位置に存在していた。量案からは公須庁が確認出来ず，絵図

の県司の土地は一般の宅地であった。作庁空間にあったナン護庁の空

間は畑で，その他の将庁，刑房庁，郷庁，作庁，獄は絵図の配置通り

に残っていた。

（2）治所および市場の位置確定

　これまでの調査・分析により確認した施設の位置を確定し，復原図の

調整を行った。

　1)東軒（図 4-11の地 1東軒，以下「図 4-11」は省略）の筆には 1957年

まで面事務所があり，地籍原図（図 4）上では南北路から林地までの敷

地である。量案では地１が 2筆あり，南接土地（玄 25）の四標から内衙

（地 1内衙）があったことが分かる。四標の長さの平方尺で面積が書い

てあるので，東軒と内衙の面積が計算できる。これを地籍原図上の東

軒 ･内衙の面積と比較すれば，東軒の筆は 1.33（量案 2030尺 /地籍原図

1532㎡），内衙の筆は 1.64（量案 1200尺 /地籍原図 730㎡ )であり，内衙

筆は分筆されたことがないため，地籍原図の東軒の筆には門楼前の広

場の面積が含まれており，面積比率が小さくなっていると考えられる。

ここで，東軒の筆を再検討すると，1895年『湖西邑誌』には門楼垈地の

面積が 22負（約 2200㎡）と記してあり，復原図の東軒の筆と門楼前の

広場を合わせると 22負近くになるが，絵図では治所を囲み，広場を外

の空間として表現しているため，復原図上では広場を別の空間とした。

これは表 4-5の作庁の四標において，北部が路になっていることから

も確認できる。すると，面積比率が 1.62（量案 2030尺 /復原図 1251㎡）

となり，内衙の比率とおおよそ合致するので東軒の筆に比定した。

　2)客舎（天 1）は，他邑治でも客舎が学校に転用されたように，1912

年に近代式の小学校として設置された現在の連山小学校の敷地にあっ

たとされる。現在の小学校内の筆のうち，天 1は面積比率が 1.63（量案

3182尺 /地籍原図 1951㎡）となり，東軒 ･内衙の比率と合致するため，

客舎の筆であると考えられる。

　3)作庁（玄 23）は地籍原図ではその一帯が１筆であるため，土地管

理台帳の分筆関係により地割を設け，量案と比較し復原図上に表した。

ヒアリングでは玄 23筆内に郵便局と電信電話があったとされ，建築物

管理台帳上では交換室があることが確認でき，その筆に作庁があった
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注 4-38） J 氏（2014年 80 代）， C 氏（2014年

83 歳）

注 4-39） S氏， 2014年 74歳， 前里長， スー

パー運営

注 4-40） M氏， 2014年 86歳

注 4-41） D1氏， 2014年 80代， 旧釀造場で

食堂運営

注 4-42)　参考文献 16)　p7

　また， 1 間は両班の家では 2.4m 内外， 民

家では 1.8m内外であったという (p15）。

と考えられる。

　4)郷庁（天 85）の筆の南半分には日帝時代，「桜木所という日本学校

があった」注 4-38)とされる。また，「桜木所の北側に蚕繭の販売所として

使った建物があった」注 4-39)と言われ，この一帯に公共機能があったこ

とから郷庁があったと考えられる。

　5)県司 ･将庁の推定位置（地 2･3）には現在郵便局（地 3・4）と畑（地 3），

運動空間（地 2）であり，畑と運動空間の間に道路ができ，空間区分が

明確である。

　6)公須庁（地 10）と刑房庁（地 11）には老人会館 ･消防倉庫，商店・

住宅が位置しており，日帝時代には警察庁と金融組合があった。刑房

庁の機能空間は地 11から隣の地 10に移していたが，2つ筆の間に道路

があり，空間区分が明確に残っている。

　7)獄（地 21）は「面事務所から新作路を渡って裁判所と獄があった」

注 4-40)と言われ，その位置推定は不可能であったが，絵図のとおり円形

に近い筆を検討し，復原図から獄の筆が確認できた。しかし，1914年

地籍原図では，地 21とその前面の地 15が合筆されており，ヒアリング

でも地 15までが裁判所であった。

　8)邑司倉と邑場（玄 9･10）は量案で「倉垈」と記録してあり，現在の

連山市場の位置である。市場近所では「長い倉庫が 2軒並んでいた」注

4-40)と言われ，その位置に一時的に共同施設の農協組合があったことで，

邑司倉があったと考えられる。量案では邑司倉の建物記録はないもの

の，宅地を示す「垈」と書かれており，邑誌での邑司倉規模に比べ，土

地が非常に広い。つまり「倉垈」の筆には邑司倉だけではなく，邑場の

ための空間が設けられていたと考えられる。

4.4.3　治所規模推定と配置復原

　絵図の配置に基づき，施設機能をもとに空間を分類し，各史料から

の施設 ･間数の記録をまとめたのが表 4-5，19世紀の推定施設と間数を

まとめたのが表 4-6である。「間」は柱の間と言われるが，建物におい

ては 4柱で形成される空間として使われる注 4-42)。1871年と 1895年の『湖

西邑誌』では記載施設と間数に変化がなく，絵図の作成時期が 2つの『湖

西邑誌』の間にあたるため，絵図と『湖西邑誌』記載の施設を基準とし，

以下の説明では絵図での名称を使う。
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(1）建物間数の検討 ･推定

　間数の推定については，まず表 4-5の東軒の領域を検討してみる。『湖

西邑誌』での総間数は 37間であり，絵図にある外三門楼を 6間（遺構：

縦 3×横 2)，官奴庁と対称に位置する使令庁を同じく 8間と仮定し，足

し合わせると 51間となるが，間数不明の冊房，1871年以降の有無が確

実ではない楼上庫（2間）を考慮すると量案での 59間と総間数の対比が

できる。つまり，絵図での主な施設の空間は日帝時代にも維持された

ので，1901年量案の時点でも大部分の建物が存在したと考えられる。

量案は邑誌より土地情報の正確性が高いものであるため，量案を総間

数の基準とし，対比を行った。

　上述の東軒の領域から，外三門楼を遺跡の 6間とすれば，楼上庫の有

無により冊房は 6-8間であったと推定できる。

表 4-6�19世紀末推定施設

区
分

19世紀末
推定施設・規模

客
舎
の
領
域

客舎 8

約35

内三門 3

外三門 3

(位版庫) (3)

軍官庁 4

訓練庁 3

軍器庫 3

庫直 8～11

東
軒
の
領
域

東軒 8

約59

内三門 3

外三門楼 6

冊房 6～8

官庁 3

内衙 10

行廊 5

官奴庁 8

使令庁 8

(楼上庫) (2)

そ
の
他

郷庁 6

約39

作庁 8

ナン護庁 7

県司 3

公須庁 4

将庁 5

刑房庁 5

獄 1

邑
司
倉

東庫 12

約28
西庫 12

坐起庁 3

大門 1

*( )は與地図書にのみ記載あり

表 4-5　治所施設の区分と規模

区
分

量案(1901)
絵図
(1872)

湖西邑誌(1871
・1895)

與地図書
(18世紀中半)

施設 間数 施設 施設 間数 施設 間数

客
舎
の
領
域

官庁 35

客舎 客舎 -

11

客舎 8

21

内三門 中門 3

外三門 外門 3

位版庫 3

軍器庫 軍器庫 3 軍器 3

火薬庫
(今無)

1 火薬庫 1

軍官庁 4

訓練庁 3

庫直

東
軒
の
領
域

官舎 59

東軒

衙
舎

東軒 8

37

東軒 8

28

内三門 中門 3 中門 3

外三門楼 外門 3

冊房

内衙 内衙 10

行廊 翼廊 5

官奴庁 官奴庁 8

使令庁

官庁 3 官庁 12

楼上庫 2

そ
の
他

郷庁 14 郷庁 郷庁 6

作庁 15 作庁 作庁 8

ナン護庁

郡司 4 県司

将庁 8 将庁

刑吏庁 5 刑房庁

公須庁

郡獄 1 獄

邑
司
倉

倉垈 邑司倉 邑倉
県
倉

東庫 12

28
西庫 12

坐起庁 3

大門 1
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注 4-43)　参考文献 4） pp170-171

　邑誌から各施設の間数を調査し， 県司は

3-8間， 将庁は 4-8間程度であったという。

注 4-44） R1氏， 2014年 70代

注 4-45）

　邑司倉は税米 ･軍米 ･替米などを保管する

施設であるが， 19 世紀末に一部税収が米か

ら金へと転換している。 しかし， 1884-1896 

年の農民運動などによる社会変動と制度改

革はあったが（参考文献 16 pp309-362,賦課

政策の変化 ･19 世紀後半国家の地方支配），

税米の量が激減するほどの政策の変化はな

く， 邑司倉の規模の変化は軽微であったと考

えられる。

　次に，客舎の領域を検討すると，『與地図書』には位版庫（位牌の保

管）があり，儀礼を行う客舎がある限り，位版庫も存在したと考えら

れるが，19世紀末での有無は明らかではない。訓練庁（3間）･軍官庁（4

間）･軍器庫（3間）は軍施設であり，絵図では軍器庫が非常に大きく表

現されていることや，軍施設が客舎周辺に位置する配置の規則性から，

絵図に描かれた軍器庫はこれら 3つの施設をまとめて描いたものである

と考えられる。庫直は総間数 35間のうち，位版庫が同時に存在した場

合は 8間，存在しなかった場合は 11間であったと推定できる。

　その他の施設を検討すると，量案の時点 (1901年）では公須庁がなく

なり，郷庁と作庁の規模が拡大されたことが分かる。絵図での公須庁

は量案では郡司とされ，建物用途の変更があったと考えられる。つまり，

量案の郡司（4間）が絵図での公須庁の位置にあたるため，公須庁は 4間

であったと推定できる。次に，絵図での県司は量案では将庁に統合も

しくは解体されたものと考えられる。解体されていた場合の将庁は量

案のように 8間となり，統合されていた場合は，各 3-5間内で分けるの

が適切と考えられる注 4-43)。加えて，「元学校の教室が足りず，現在の郵

便局の位置にあった 3間の建物を小学校の教室として使った」注 4-44)と

の住民の証言から県司の建物は維持されたと考えられ，県司を 3間，将

庁を 5間と推定する。

　邑誌で規模不明の建物については量案での間数から算出したが，郷

庁と作庁については邑誌に記録があるため，これを採用する。まず，

作庁は邑誌では 8間，量案では 15間とされ，絵図の作庁の空間にナン

護庁があることで，ナン護庁が 7間であったと推定される。しかし，郷

庁は他の付属施設が確認できず，邑誌での 6間とする。刑房庁は量案以

外に間数の記録が確認できないため，量案の通り 5間，獄は 1間とする。

獄の施設構成が男女収容所と管理する附属施設があったことから，1間

は獄舎ではなく管理所であると考えられる。

　邑司倉については，邑誌には他施設と区分して記録されるほど重要

な施設であるが，『輿地図書』以降は間数の記録や変更事項の記録がな

い。1895年半ばまでは連山県の人口変動や税制政策の大変革がなかっ

たことを勘案すると注 4-45)，『輿地図書』での規模が維持，または増加し

たと考えられる。また，ヒアリングにおける 2軒の倉庫が，東庫 ･西庫

であると考えられる。
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司
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門
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庁
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ン
護
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絵図にない建物

0               50m
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←

泉
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外
三
門
楼

東軒

邑司倉

獄

山

図 4-35　絵図に当てはめた 19世紀末治所の推定配置 図 4-36　復原図上の 19世紀末治所の推定配置

注 4-46）　参考文献 18）　pp198-200

　邑司倉の管理権は守令にあるが， 行政体

系上は中央政府の下にあり， 運送や税米量

などは中央の指示で行われたという。

　また， 客舎は観察使の宿の機能面から中央

と関係する施設である。

　

(2）治所配置推定

　上述のように間数を調整した施設（表 4-7）を絵図にあてはめた配置

が図4-34である。間数は推定値の最小をとり，間の大きさは門楼（実測:

縦 2.20m，幅 -左右間 2.50m･中間 3.05m）を基準とし，19世紀末の有無

が確実でない位版庫と楼上庫は除いた。

　以上までの情報を統合し，図 4-34の施設配置を復原図の地割にのせ

ると図 4-35が得られる。復原図の地割と治所の壁が必ず合致したとは

言えず，図 4-35では絵図と空中写真の区画を考慮して領域を区分し，

移植されている保護樹と古木は元位置に復原した。建物については客

舎 ･東軒以外の遺構調査や復原研究は僅かであるため，現存建物と空中

写真での配置，また他邑治の絵図を参考とした。東軒は空中写真の面

事務所の後ろに門楼と同じ入母屋屋根があり，建築物管理台帳により，

付属の宿職室が 49.6㎡で，1間を 2.2ｍ× 2.5ｍとすると，東軒は（8間）

44㎡となり，ほぼ合致する。

　絵図に基づいた配置（図 4-35）と復原図上に推定した配置（図 4-36）

の間にはかなり違いが見られる。絵図では直角の矩形に描かれた治所

は，実際には矩形地割は見られず，客舎と邑司倉が東軒施設群と離れ

ていることが目立つ。邑治の空間は，北は川に，南西は水路に，南東

は山に囲まれており，客舎と邑司倉は東西に平地の開けた空間に位置

する。これは中央と直接関係する施設注 4-46)であるため ,外部とのアク

セスのよい立地をとったと考えられる。
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注 4-47)　

　朝鮮王朝実録 1438年 5月 16日 1目記事の

邑治移転の工夫から *， 全国邑治を整備して

いた世宗の任期（1418-1450年） の間にでき

たことが推定できる。

　*己亥 /前掌漏趙鼎上言 “今連山縣遷于開

泰寺。 夫開泰 **， 不宜立縣之， 願待豐年移

于他地。” 從之。
　**現在邑治近くの北側の北川沿いの位置

注 4-48)　S氏， 2014年当時 74歳

注 4-49)　R氏， 2014年当時 70代

注 4-50）　参考文献 19） 

　漢陽において， 近隣施設へ公式的に訪れ

る際， 近い門ではなく南門が正門として利用

されているとし， 地方では漢陽がある（王が来

る道） 方向の門を正門としたとされる。

注 4-51)

　紅門は郷校 ･書党には必ずあり， 絵図では

儀礼の場所でもある客舎にもよく見られる。 下

馬碑が共に立てられることが多い。

路
邑治施設
宅地
泉(湧水）
推定路(畦)
水路
推定水路

東西路

南
北
路

門前路

0        50m

N↑

図 4-37　19世紀末の空間骨格推定

4.5　都市空間としての連山県邑治の特性

　復原した空間と各種文献資料を元に，連山県邑治の空間特性を考察

する。朝鮮の建国以来，次第に各地方の邑治が整備され，連山県邑治

は 1438-1450年の間に形成されたと考えられる注 4-47)。以降，治所と関

わる地名を持つ集落ができ，県の中心部としての骨格を備えるように

なったと考えられる。

4.5.1　空間骨格と象徴要素（道路 ･入口 ･軸）

　邑治の道は周辺部と異なる骨格としての役割を持っていたと考えら

れる。量案では邑治の道を「路」と表記しており，宅地群を囲む農地で

の畦道は特に記録されていない。邑治内の道路に関して，『磻溪隨錄』

（1670年）では，大路（18歩）･中路（9歩）･小路（6歩）に区分し，順次

整備するよう勧めている。つまり，量案での「路」は邑治内道路として，

記録されていない畦道と異なるものであるといえる。

　連山県邑治内の「路」は大きく見て南北路，客舎から邑司倉までの東

西路があり（図 4-37），これらの道は泉（南北路の脇）の北の部分を除き，

日帝時代に拡幅 ･連結された「新作路」と呼ばれる。現在は東西路の代

わりに，地籍原図上の鉄道が道路となって東西連結の役割を担い，南

北路と共にバスが通っている。その他の「路」は「手車１つが通る程度

の小道」注 4-48）であり，「日帝時代の民家は特に塀がなく，民家の間を

自由に通った」注4-49)という。

　有城邑治においては城壁に複数設けられた門のなかで正門としての

機能を備えた門があったように注 4-50)，無城邑治にも治所の正門にあた

る入口としての道があったと考えられる。主に無城邑治の絵図では治

所の正門（門楼）へ接近する道に紅門注 4-51)があり，治所の入口として表

現されているが，連山県邑治の紅門の存在は，史料やヒアリングから

は確認出来なかった。ただし，漢陽の宮殿の前に T字の門前路があるよ

うに，連山県邑治も門楼前に T字の門前路があり，この道を含む 3つの

道路が邑治への主要進入路として考慮できる。従って，漢陽から繋が

る大路がある西側から邑治に入る連結路としての南北路 ･東西路 ･門前

路を検討していく。

　連山県の西北には忠淸監營（観察使の執務官庁）のある公州牧の邑治

があり，連山県邑治から西側の大路によって繋がる。量案では邑治の
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西部端の邑司倉のさらに西側に「旧將臺」という地名が記録されている。

忠清道観察使が地方を巡る際，地方守令などが將臺で観察使を迎えた

と言われることから注 4-52)，大路から邑治に入り，邑治の入口は西側に

あったことが考えられる。

　南北路は川を渡って北の郷校へ繋がり，さらに行くと北部の公州牧

に繋がる大路と合流する。東西路の西部は論山場への道に繋がり，門

前路から西へ伸びる道は連山の有力両班の村である高井里の近くを

通って恩津県邑治に達する。南北路の北部は ｢門楼前のような道ではな

く，（邑治北部に隣接する）村の進入路」注 4-53)であり，「川の渡る場所

は今の橋ではなく，より上流部であった」注 4-54)とのことから，入口と

いうよりは郷校がある川北部の村に繋がる道であると考えられる。

　東西方向の道路機能は邑司倉からの税米を論山場近くの水路の倉庫

まで運搬する利便性注 4-55)，観察使の宿舎である客舎の交通利便性が要

求される道である。邑治内の門前路は邑治西側で東西路の線中に合い，

東西路はさらに西部で，北川上からなる西方への道と合う。門前路は

また途中で南西方面の恩津県へ繋がる道に合流する。

　連山県を訪問した観察使は公州牧から魯城県 -恩津県に寄ってから連

山県に入ったという記録があり注4-56)，恩津県邑治に繋がる門前路に入っ

たと考えられる。つまり，邑治内での機能面から考えると，南北路は

郷校に通う道，東西路は税米運搬の道，門前路は官の公式的な入口と

して使われたと解釈できる。

図 4-38　治所配置軸（左） と門前路一帯の集落図

案山
(社稷壇位置)

主山
(連山公園)

外三門楼

N0      10    20m
水田

水田

水田

水田

水田

水田

駐車場

南
北
路

←門前路

外三門楼

注 4-52)　参考文献 20)　pp147-149

　將臺は監視や軍指揮のための高い建物で

ある。

注 4-53， 54） S氏， 2014年当時 74歳

注 4-55）

　『與地図書』 では邑治から西側 30 里の距

離にある河倉に税米を集めて， 首都に運搬

するとされる。 18世紀の恩津県地図（方案式）

から川の近所に「連山倉」 が確認できる。

注 4-56）　参考文献 21)

　29日晴尼山鄕校謁 聖後恩津中火連山宿

所。
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注 4-57） S氏， 2014年当時 74歳

注 4-58)　参考文献 22)　p349

注 4-59)

　朝鮮王朝実録では朝鮮初期の 1400年代に

邑治の移建などの記事が多く見られ， 世宗

70卷の 1435年 11月 23日の記事では治所の

再建の一つの理由として権威の象徴が挙げら

れ， その意見に同義している。

注 4-60）

　湖西邑誌（1895年） には春・ 秋に編伍の軍

兵を邑で訓練させるといい， 金鑢は， 編伍の

30隊が門に集まって点呼をし， 足りない一人

分を自分が参加したという＊。

　＊参考文献 13） 27句「天鵝聲動鼓韸韸　聚

點官門日正中　束伍牙兵三十隊　鵶靑快子

服裝同」， 本縣各項軍額。 各色牙兵最多。

余以初十日聚點。 整器械修服色塡闕額。

注 4-61)　J氏， 2014年当時 80代

注 4-62）　M氏， 2014年当時 86歳

　なお，門前路は主入口としてその象徴性が伺える。治所は図 4-38の

ように主山 -東軒 -門楼 -案山が軸となっており，その軸上に門前路が

ある。門前路から西へ伸びる道は「しょいこを背負って通った畦より広

い道」注 4-57)であるといい，門楼の上からは門前の家並みの端の様子ま

で望むことができる。また，連山の地名由来には邑治内で唯一「街」と

呼ばれる道があり，門楼前の「三門街」があったとし注 4-58)治所前の空間

であると考えられる。漢陽のように，門楼前に町が形成されたかは確

認できないが，治所配置軸と重なって，門楼から観察使が邑治に入る

ことを望めるなど，象徴的空間であったと考えられる。そのうえ，治

所は権力を表現するため，華美にならない程度に威厳のある建物を建

設し注 4-59)，連山県の復原図範囲内では治所（獄を除く）の建物だけが瓦

葺であった。瓦葺の建物が軸中心に向き合って群集しており，治所の

空間軸を外に延長することで，治所の象徴性が邑治という地域空間に

まで及んだと考えられる。

4.5.2　公共空間（広場 ･市場 ･泉）

　連山県邑治には公共空間として，門楼前の広場と市場（邑場），2ヶ所

の泉がある（図 4-37）。門楼前の広場は朝鮮時代には軍の訓練場所に使

われており注 4-60)，日帝時代には「集まって公開裁判などをした」注 4-61)

といわれ，人の招集の場所であったと考えられる。また，門楼は 1973

年に文化財となる以前は，亭子として住民が自由に使った休憩の場で

あった。現在は観察使や守令の名前の石碑が道沿いに並んだ行き止り

の道となっているが，門楼とそのすぐ後ろの保護樹が朝鮮時代の景観

を維持している。

　一般的に朝鮮時代の市場，即ち，「場市」は常設店舗というよりは，「場

日」という決まった日に行商や住民が集まって商売をした場所であっ

た。連山県の邑場は 1911年に連山場となり，当時，連山場にできた醸

造施設の一部と「場屋」が残っている。また，現在は整備された市場（日

帝時代の常設市場）と伝統行事を行う広場としての駐車場（日帝時代の

牛市場）がある。日帝時代には「行商にご飯を売る店が 3ヶ所ぐらいあっ

て，常設の店はほぼなかった」注 4-62)とのことで，空中写真から分かる

ように常設店舗は道近くにあり，朝鮮時代の「場市」の様子が残ってい

たと考えられる。「場市」は 1770年『東国文献備考』に場日の記録があ
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注 4-63)　韓国民族文化大百科事典， encyk　

orea.aks.ac.kr， 論山文化院， 論山の民俗，

1992

　連山県邑治の西北にある豆磨面に， 金国

光死後（1480年）， 墓垈を踏むのが良いとさ

れる風水地理説から祭りが始まり， 近隣川辺

で行われたことが， 金氏が連山面に移住する

ことにつれ， 連山場で行われたという。 1942

年が最後で， 1989年復活し， 1991年無形文

化財となっている。

注 4-64)　M1氏， 2014年当時 50代， 市場内

食堂運営

注 4-65） S氏， 2014年当時 74歳

注 4-66） 参考文献 22） p349

注 4-67）　参考文献 23） p223から再引用，

庶民が所志を提出， 日帝時代 Kim-YoonBo

の絵， 漢城判尹展， p26， 1997　

るように，1930年『論山郡誌』は勿論，現在も運営されているシステ

ムである。現在の場日には車で移動する行商が歩道で販売をし，店舗

があっても南北路沿いに商品を持ってきて販売するなど，南北路と場

屋がある裏道が賑やかである（図 4-32）。この様子は人が比較的集中し

ない整備された市場や，日帝時代の商店街であった東西路に閉鎖した

店舗が多い状況に比べると，商圏縮小と接近性の理由もあるとはいえ，

場所が変わっても過去の慣習が続いているとも言える。なお，連山県

では，農事が終わると村ごとに参加する「百中ノリ」という農神祭りが

あり，連山地域両班の光山金氏家門が主導し，連山邑場で開かれたと

いわれ注4-63）,両班と庶民との交流場でもあった。

　また，量案からは共用の主水源かつ洗濯場として考えられる 2つの

「泉」が確認できる。両方とも現在は埋められている。南北路の脇にあ

る泉の付近は，現在の「農協組合の建物の建設時，水と砂が多くて，川

がここまで繋がっていたのかと聞いた」注 4-64)という程度の話が伝わる

のみで，泉を知る住民はなく，「全部，川に出て洗濯をした」注 4-65)とい

う。もう一方の泉は，地名由来の中に，東軒の東に内衙に住む守令の

家族が主に使った「안샘：アンセン」があり，夜に婦女子が髪を洗いな

がら歌った民謠があったと言い注 4-66)，量案中でも連山公園の辺りに確

認できる。宅地群と離れたこの泉は内衙と共に夜の限った時間に女性

だけが水浴のために利用し，日常生活には南北路脇の泉と川を利用す

るなど，異なる利用の性格を有したと考えられる。

4.5.3　媒介空間としての邑治

　邑治内においては官民などの異なる階層間の交流の場がみられる。

その場の 1つ目は客舎である。王権を象徴する客舎は，王と地方の長

たる守令が観察使を媒介として連結される。王の名代たる観察使は客

舎を訪れ，邑の統治に関する相談を守令と行う。従って客舎という空

間が国家と地方の媒介空間であると考えられる。2つ目は門楼の広場で

あり，広場では官員と住民が集まり，邑の年中行事が開催され，また，

官からの指示が公表される。住民は東軒にいる守令に上訴するために

声を上げ，広場は守令に意見を伝達する空間となる注 4-67）。つまり，広

場は官と民を連結する媒介空間であると考えられる。3つ目は市場であ

る。市場の成立の目的は物の交換にあったが，大勢の人が集まること
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注 4-68）　1727年 12月 16日 1目の記事

　…時　凶逆輩　以誣上不道之説 潛相煽動　

誑惑民心。 至是　以匿名書　掛於全州場市　

而思孝狀啓封進。 …

注 4-69)　参考文献 23)

　

邑治

行
政

邑
治

広　場

市　場

観察使の地方へのアクセス

守令の観察使へのアクセス

住民の邑治へのアクセス

大
路

漢陽都城
公州牧

門前広場

東軒

客舎

邑
場

漢陽都城

集落

東　　軒

客　　舎

中央と地方の交流

官と民の交流

民と民の交流

官施設

市場

集落

図 4-39　連山県邑治の媒介空間

により，公の場での意見交流の場所となる。『朝鮮王朝実録』1727年 12

月 16日 1目の記事には，凶逆の群れが不道な言葉で扇動して，民心を

誑惑させ，匿名書を全州の市場に掛けたといい注 4-68)，世論を造ろうと

する行動が市場で行われていたと考えられる。市場で収集した情報は，

市場を巡る行商により，周辺市場に伝達され注 4-69)，市場は一般民の間

を連結する空間，世論を作り出す空間であると考えられる。なお，邑

場で開かれた「百中ノリ」は，村と村，両班と庶民が交流する祭りであり，

市場は物の交換だけではなく，交流の場として使われていた。　

　上述した 3つの場を中心に，民意の伝達を軸に連山県邑治の空間を

表現したものが図 4-39である。左は地方の集落から首都の間を貫通す

る民意伝達の体系であり，右は邑治の空間にそれを反映したものであ

る。王の名代となる観察使は，大路を通って客舎へ赴き，観察使と守

令の連結は治所内のルートを使い，集落からの市場や門前広場への接

近は邑治内路と畦道から接近する。このように，連山県邑治はその成

り立ちとして統治の為の国家的装置であり，統治を形づくる機能を備

えた空間であると同時に，王官，官民，民民を媒介する空間が形成され，

地方における秩序が維持されたと考えられる。即ち，邑治という空間

は漢陽と地方を媒介する空間であった。
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4.6　まとめ

　連山県邑治は与えられた地形条件のなかで，風水地理説及び儒教理

念下での邑治空間の配置規則性にしたがって施設が位置し，治所周辺

を囲んで民家が密集していた。また，宅地群を囲む農地にある畦道と

は異なる性格の「路」が邑治の骨格を形成し，県内の人々が利用する邑

場（県内場）と役所（治所）が位置した。邑治は治所が位置することで

県内の中心として位置づけられ，治所は邑治を守る鎮山から繋がる主

山を背山とし，瓦葺の建物が集中するなど，邑治内で卓越性を持って

いた。そのうえ，治所内の配置軸が治所外まで繋がって治所がより目

立つ景観を造り出したと考えられる。

　復原した邑治にはいくつかの風水地理説に基づく意図的な要素が見

られた。絵図で象徴的に表現されたのは自然条件であり，「臨水」を

より重視した風水地理説が治所と邑治の向きに影響を与え，水口の誇

張表現により案山の表現が弱くなり，案山にあった社稷壇が左青竜の

上に描かれた。地勢の弱い左青竜の代わりに右白虎に位置したと考え

られる郷校は，絵図での位置に現存しているが，絵図のように邑治全

体が向く西ではなく，独立して北に背山する風水地理的に良い南向き

をとったと考えられる。また，絵図と同じく実際の邑治空間内で意図

的な要素として目を惹くのは道と客舎である。南北路は一続きの曲線

のようにも見えるが，実際は 3つの線分からなる道であることが空中

写真から見て取れる。邑治では十字路は忌避され，絵図でも道の交点

は全て三叉路として描かれたように，実際にも全ての交差部が少しず

つずれている。また，各施設を囲む塀の高さも施設のヒエラルキーの

通り，客舎－東軒－内衙－郷庁の順に描いたことが見て取れる。客

舎は絵図の方位（東が上位）と絶対方位でも上部に位置し，復原図か

らも確認できた。これは，東軒より上位となる空間のうち，「天子北

坐南向」が守られる場所を選定したためであると考えられる。実際

の空間では，王の象徴となる客舎は邑治の象徴にもなると言われる

が，治所の配置軸上に位置せず，少し離れた東西路の軸に位置し

ていた。東西方面は北川の線でもあり，近隣邑治に繋がる空間で，

客舎が東西路に接しながらも標高の高い位置にあったのは，遠くからも

見えて邑治であることを知らせるためであったと考えられる。つまり，

東軒を中心とした治所一帯が主山と案山に囲まれ遠くからは見えず，
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邑治内の空間配置の秩序を担ったとすれば，客舎はより広い空間から

邑治であることを示す象徴となる機能性からも東西路に位置したと考

えられる。そのうえ，観察使が客舎で宿泊した後，東隣の邑治に移動

する路線上に客舎位置が定められたと考えられる。

　絵図で治所だけを拡大して描いたのは，作成した連山県の役所の空間

認識が風水地理的かつ治所中心的であり，民家の宅地に関しては量案整

備を通して課税のための情報を把握するのみで，行政にとっては治所

周辺集落の都市空間的重要性は高くなかったためであると考えられる。

　19世紀末の連山県邑治が持った機能のうち，行政機能が邑治外へ転

出したのに対して，邑場が現在まで維持されているのは，邑治内での

生活における重要性がより高かったためであると言える。人が集まる

邑場，周辺のミチとは異なる「路」，泉などの給水システムを備えた連

山県邑治は都市的様相を持つ空間であり，治所の立地があってからこ

そ形成されたと考えられる。

　邑治の空間は，機能面から行政・経済・教育の中心空間として，理念

面から権力を象徴する空間かつ風水地理を実現する空間として語り得

る。そのうえ，邑治には階層間の意思伝達を媒介する空間が形成され，

邑治によって漢陽と地方が媒介されたと言える。　
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第 5章　連山県邑治における居住民の階層別分布特性

　5章では 4章の復原図作成により明らかになった邑治の宅地群に対し

て，邑誌に記録された集落の構成を検討し，その集落にどのような階

層の人々が住んでいたかを考察する。『経国大典』には漢陽都城内の土

地においては階層による規模規制をしており，この規制は地方の邑治

においても適用されたと言われている。その基準に基づき，量案の宅

地面積別分布特性を分析し，連山県の居住民に関する史料とヒアリン

グの対比により，邑治居住民の特性を明らかにする。また，4章の空間

構成に加え，集落の空間は治所とどのような関係があり，邑治内でど

のような役割を持つ空間であったのかを考察する。

5.1　連山県県内面の集落分布

5.1.1　県内面の範囲検討

　邑誌には連山県の各面の集落名 (里）が記録されているが，その位置

が確認できる地図資料はない。邑誌では邑治を含む行政区域を県内面

と記録しているが，1901年量案では，邑治一帯は食汗面に含まれてい

る。しかし，絵図においても食汗面は邑治の北部の地域を指し，量案

の時点では県内面の記録も食汗面の記録に統合されていたと考えられ

る。従って，邑誌に記録された，邑治における集落の構成を明らかに

するためには，量案の食汗面内において邑治のある県内面の範囲を検

討する必要がある。

　連山県の『輿地図書』では県内面，伐谷面，豆磨面，外城面，夫人處

面，食汗面，白石面，赤寺谷面，芽村面の 9ヶ面が記録されており，そ

のうち，「県内面」は名称からも邑治のある中心地域を指していること

が分かる。行政区域の境界が明確である最初の地籍図は 1914年の地籍

原図であるが，朝鮮時代の「県内面」一帯は「連山里」として記録され

ており，行政区域の単位が「面」から 1つ下げられた「里」となっている

(図 5-1）。1930年の論山郡図 (図 5-2）では，邑誌での 9ヶ面の名称が

里として確認でき，邑誌の各面の下位の里であった地名は一部が確認

できる。ただし，1930年論山郡図の連山里の境界は地籍原図とは異なっ

図 5-1　1914年以降の連山里境界
（1914年地籍図に加筆）

図 5-2　1930年論山郡図
（連山里一帯， 部分）
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ており，また，鉄道や川の形も正確でないことから，論山郡図はイメー

ジ図であると考えられる注 5-1）。従って県内面の範囲検討は地籍原図の連

山里の境界に基づいて行い，論山郡図と現在の論山市行政区域図は参

考とする。　　　　

　年度の異なる各邑誌には，県内面の四方の面とその面内の里までの

距離注 5-2）が記録されており，その記述は同一である。県内面の境界を

推定するため，四方の面内のうち最も近い里までの距離記録を検討し

ていく。東側に伐谷面の汗三川里 (現存）が 15里の距離にあるが，地

籍原図では東接に邑誌では記録されてない松亭里がある。地名由来注 5-3）

によると松亭里は 1914年に周辺里を統合し作られた新しい里であると

いう。論山郡図では，汗三川里が離れて描かれているが，連山里の東

側にある大きな山脈のためであると考えられる。即ち，論山郡図での

連山里と汗三川里の間に，県内面の東境界があると考えられる。

　西側には外城面があり最も近い里は林里 (現存）で 10里距離である

といい，西南側の赤寺谷面で最も近い里は青洞里 (現在は青銅里）で 5

里距離にあるという。現在青銅里は連山里と林里の間に位置しており，

県内面の西境界は現在の靑銅里までの間にあったと考えられる。

　南側は茅村面があり，最も近い里は暘材洞里で，5里距離にあるとい

うが，現在はなく，鳴岩里 (7里距離）と盤谷里 (8里距離）が論山郡図

から確認できる。この 2つの里と連山里の間には莘巖里 (莘岩里）と新

良里がある (図 5-2）。莘巖里は，1871年の『湖西邑誌』に新しくできた

里とあるので，莘巖里と新良里の一部に暘材洞里があったと考えられ，

南の境界として推定できる。

　北側は食汗面の校村里と官寺洞里が 3里距離で最も近い里として記

録されている。地名由来では現在の校村里は，邑誌の校村里と官洞里注

5-4)の一部が統合されたものとされ，邑治の北部を流れる北川のさらに

北部の地域をさす。郷校のある校村里と北川の間には農地のみで，県

内面の北の境界は北川と関係があると考えられる。

　以上により県内面の四方の境界が推定でき，地籍原図と対比すると，

県内面の境界は地籍原図の連山里の境界の位置とほぼ合致する。しか

し，地名由来では，莘巖里は 1914年に周辺の村と統合され，連山里か

ら分離され，また，松亭里も 1914年にできた新しい里であることを勘

案すると，県内面の最大範囲は 1914年の境界に南接の莘岩里（莘巖里）

注 5-1）

　連山里の正確な境界は北の川を超えない

南の部分だけである。 現在使われている論

山市行政地図も同じくイメージ図であるため，

行政境界においては地籍原図は勿論， 論山

郡図とも異なる部分が多い。

注 5-2）　

　邑誌で記録された施設や里の距離におい

ては， その基準点が客舎であるという意見が

多いが， 本稿では東軒と設定した。 その理

由は注 5-5参考。

注 5-3）

　デジタル論山文化大典の地名由来参考，

nonsan.grandculture.neｔ

注 5-4)

　官洞里は邑誌での官寺洞里から名づけら

れたと考えられる。
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の一部と東接の松亭里注5-5)の一部を含む範囲であると考えられる。

　しかし，東側の松亭里は山であり現在も集落はなく，この山により

空間が地形的に断絶されるので，県内面の集落はこの山以西にあった

と考えられる。同様に北は川，東西は山によって空間が区分されるが，

南の莘岩里には平地が開いている。『湖西邑誌』で県内面の里として記

録された莘巖里は 1914年の莘岩里（図 5-1）内に含まれたと考えられ，

他の県内面の里は地籍原図の連山里の範囲内に位置していたと考えら

れる。

5.1.2　県内面の宅地分布

　ここでは邑誌での県内面の里の位置を把握するため，上述で検討し

た県内面の範囲（地籍原図の連山里）において復原図外の宅地分布を検

討する。

　図 5-3は 1914年地籍原図での宅地と 4章の 1901年復原図 (図 4-10）

での宅地について，建築物管理台帳より 1910年以前許可の建物，1910

年 -1945年許可の建物の筆を表したものである。この範囲外の宅地は南

側に 3軒のみ存在する。それぞれ農地や山に囲まれ 1軒ずつ位置してい

るため，里として邑誌に記録されていない宅地であると考えられる。

　現在の建築物管理台帳のうち，1910年以前に使用許可が与えられた

建物の筆をまとめたものが表 5-1である。建築物管理台帳は 1962年建

築法が独立し編纂され始めたものであるため，編纂開始時に既に存在

した建物については，それ以前の記録を元に使用許可日が記載されて

いる。なお，建物許可日については，朝鮮時代には土地の下賜と建築

許可が一体であり，建築許可日というものが存在しないため台帳中

には空欄となっている。以降，建替えなどで建築物自体は現存しない

が，筆内のいずれかの建物の使用許可日が 1901年前後であることから，

1901年頃には宅地として存在しと考えられる。

　これより，量案上では農地であるが建築物管理台帳から建物が確認

できた筆が 1つあり (図 5-3の 6番）注 5-6)，また，山の東側と南西水路

の西側には 1901年時点で集落が存在したことが分かった。

行政区域図

（2004年論山市行政区域図に基づき作成）

注 5-5)

　現在松亭里は連山里に東接しながら北部

へ伸びっているが， 2004年以降公開されて

いる論山市行政区域図（下） には， 汗山川

里と連山里に挟んでいる松亭里の部分は連

山里となっている。

注 5-6)　

　この筆は， 日帝時代に南北路の向かい側

にあった電信電話施設が， 戦後， 暫く韓電と

いう名前で使った土地である。 また， 量案に

よる土地所有者は， 門前路の向かい側にす

んでおり， この土地も戦後村の会館として使

われ， 官との関連性があり得る。
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5.1.3　県内面内の集落位置推定

(1）邑誌での里の位置推定　

 　『湖西邑誌』には県内面内の 10里の名称が記録されている (表 5-2)。

1759年『與地図書』では 9里とその戸数が記録されており，1871年『湖西

邑誌』の時点で新たに莘巖里が形成されていることが分かる。正確な

人口把握を目的とした『戸口総数』では里がより細分化され記録されて

いる。朝鮮時代の「里」が明確な境界のある一定の区域を指すのではな

く，目で見て 1つの住宅密集地として映るものをさす言葉であることを

考えれば，邑誌よりは『戸口総数』がより正確な記録であると考えられ

る。しかし，『戸口総数』での里は，里名が邑治の施設名称などと一致

するものを除けば，その位置を推定することはできない。里が治所の

どちら側に位置したかを記録したのは『與地図書』のみで，その里名は

『湖西邑誌』に継承されるので，1895年の『湖西邑誌』の里名を基準と

してその位置を検討する。なお，『與地図書』に記録された里別戸数を

0 250m125

N↑

1910年以前使用許可

1910年~1945年使用許可

　

3

9

13

1

主山

12

8

2 

7 6

5

4

10

11

旧客舎

泉

連山衙門

図 5-3　建築物管理台帳による県内面一帯の宅地分布
（2013年数値地図上の建物の上に表記， 番号は表 5-1による）
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集落規模の想定の参考とする。

　『湖西邑誌』での 10里は，里の名称を量案などの史料中に見つけるこ

とができず，ヒアリング調査でも確認できなかった。従って図 5-3に基

づき，地名由来などの口伝をまとめた資料との対比により，里の位置

を推定する。邑誌の記述では方位の基準を官衙としており，東軒施設

群から見た方位であると考えられる注5-7）。　

　①県西里 (25戸，西 )：『與地図書』での名称は県里であることから，

県 (邑治 )の中心集落であったと考えられ，門楼の前の空間を指すと考

えられる。復原図では，治所の西側に門楼前路を中心とする宅地の集

積地が見て取れ，これを県西里と推定した。北村の行政境界 (図 5-4参

考）が，水路（地籍原図では溝）と一致しているのと同様に，県西里の

北端・南端もまた自然的境界である水路であったと推測される。

　②玉田里 (13戸，西 )：『論山市地名由来』では「獄があった村である」

と言い注 5-8)，また，「玉田里は (現在の）連山 1里にあった」と言われ

る注 5-9)。現在の連山 1里は市場があるブロックであり，獄の存在したブ

ロックを含めないが，『與地図書』での名称が上玉田里であったので，

獄の上である北部の市場一帯が玉田里であったと推定し得る。また，

獄の字の代わりに同じ発音で良い意味を持つ「玉」の字を使っていたと

注 5-7)　参考文献 1） p209から再引用

　客舎が全ての記録において基準点となると

いうが *， 連山県の場合は客舎が治所と離れ

ており， 客舎を基準とする場合， 北にある中

里と月陽垈里の戸数を満たすような空間が客

舎の北側ではないため， 東軒施設群を基準と

設定する。 （*AN-Kilchong， 官衙の物語， 2000）

注 5-8） 参考文献 2） p348-349

注 5-9）

　デジタル論山文化大典の地名由来参考，

nonsan.grandculture.net

図 5-3
の番号

用途 構造
使用

許可日
建築

許可日
その他

1 住宅 木造 1912 - -

住宅 木造 1903 - -

2 住宅 木造トタン 1943 - 建築法以前建物

住宅・ 付属屋 木造 1880 - 1961年増築

3 住宅 木造 1905 - 所有者出生日不明

4 住宅 木造 1949 - 所有者出生日不明

住宅 木造 1903 - 所有者出生日不明

住宅 木造 1860 - 所有者出生日不明

住宅 木造 1895 - 所有者出生日不明

5 住宅 木造 1871 - 所有者出生日不明

6 住宅 木造 1873 - -

付属屋 木造スレート

7 住宅 木造 1897 - 所有者出生日不明

8 住宅 木造 1871 - 所有者出生日不明

付属屋 木造草屋

9 住宅 木造 1953 - 所有者出生日不明

住宅 セメンブロックスレート 1898 - 所有者出生日不明

住宅 木造スレート

住宅 セメンレンガスラブ

住宅 セメンレンガスラブ

10 住宅 木造 1902 - -

11 住宅 木造 1892 - -

12 住宅 木造 1903 - 所有者出生日不明

13　　　　　 住宅 木造 1903 - 所有者出生日不明

区分
湖西邑誌

(1871・1895年)
戸口総数
(1789年)

與地図書
(1759年基準)

① 県西里 県西里 県里 西25戸

② 玉田里 上玉前里 上玉田里 西13戸

③ 日陽垈里 日良垈里 日陽台里 西21戸

④ 中里 中里 中里 北35戸

⑤ 月陽垈里 月良垈里 月陽台里 北25戸

⑥ 玉溪丁里 玉溪丁里 玉溪丁里 南12戸

⑦ 栢林洞里 栢林洞里 栢林洞里 南11戸

⑧ 旧衙洞里 旧衙洞里 旧衙洞里 東5戸

⑨ 白厓里
上白屋里・
下白屋里

白厓里 東11戸

⑩ 莘巖里 - - -

- 県東里 - -

- 客舎前里 - -

- 場垈里 - -

- 城本里 - -

- 鷲山里 - -

- 146戸 158戸

表 5-1　建築物管理台帳の 1910年以前の宅地 表 5-2　県内面内の里
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も考えられる。

　③日陽垈里 (21戸，西 )：県西里と玉田里を除く西側の宅地は図 5-3

の最左部のみである。地籍原図での宅地は 4つのみであるが，その最も

大きい筆は，現在の地籍図では多くの宅地に分筆されており，1948年

空中写真でも住宅が密集していることが確認できるので，筆数より多

くの住戸が存在したと考えられ，この一帯を日陽垈里と推定した。

　④中里 (35戸，北 )：地名から，何らかの中心や間，もしくは，中人

階層を中心とした村であったことが伺える注 5-10）。量案からは客舎—東軒

施設群の間に大規模の筆が分布しており，地方行政における上位身分

であった中人との関係したのではないかと考えられる。また，この一

帯は邑治の中央であると同時に客舎と東軒に挟まれており，中里と推

定し得る。

　⑤月陽垈里 (25戸，北 )：邑誌での記述において北部に存在したとさ

れるのは中里と月陽垈里のみであり，中里を除いた川に近い集落が月

陽垈里であったと推定した。復原図からは塊村のように見て取れ，地

籍原図では鉄道により邑治の宅地群とは断絶されている。ヒアリング

調査ではこの地名ではなく，「鉄道上の村と呼んだ」という注5-11）。

　⑥玉溪亭里 (12戸，南 )：『潭庭遺藁』では邑治南を囲む柳の並ぶ水の

美しい水路が詩に描写されており注 5-12），玉のような清水が流れる溪と

いう「玉溪」の意と交じり合う。現地調査では「亭」の存在は確認でき

なかったが，橋のそばに休憩のための機能的空間が残されていること

を確認した (旧バス亭，図 5-5の玄 42の下 )。これらから，邑治の南西

を囲んで流れる水路の南部にある宅地一帯を玉溪亭里と推定した。

　⑦柏林洞里(11戸，南)：玉溪亭里の推定位置は南北路の左側であるが，

右側にも宅地群が見て取れる。『潭庭遺藁』には，治所の後側に栢があ

ると言われ注 5-13），漢字は異なるが山の辺りに「柏林」があったと考えら

れる。従って，治所の南東側を柏林洞里として推定した。

　⑧旧衙洞里 (5戸，東 )・⑨白厓里 (11戸，東 )：量案では「北村」の次

に甘泉 (宅地 8)，県東 (宅地 4)，衙谷 (宅地 1)の順に記録されている。

この順序は量案の調査者の移動ルートと一致していることから，主山

の西側にある北村の東側の泉（復原図参照）が甘泉であると考えられ，

県東と衙谷はさらに東側であると考えられる。図 5-3を見ると，客舎か

ら東へ行く道と，その南側に甘泉から東へ行く道沿いに宅地が分布し

注 5-10） *参考文献 3） pp379-386， **参考

文献 4)　p186

　ソウルの漢城府は身分や職業などの同特

性の人々の住居空間が分けられており， 中

里は中人身分の居住地であった *。 中人な

どは朝市近所に住ませたので「中路」 という

名称ができたという **ことでの， 地域によって

様々な由来があると考えるが， 中里を中人と

の関係からも考えて置く。

注 5-11）

　S氏， 当時 73歳， 前連山里庁， 自営業，

2014.9.27

注 5-12） 参考文献 22)　72目句

　1817-1819年連山県監であった金鑢の詩集

で， 詩の注釈に連山県の日常が書いている。

　官堤十里水縈紆　楊柳千株復萬株　自是

輞川非別界　分明一幅右丞圖。

注 5-13） 参考文献 22)　153目句

　衙後側栢上有老鴟　年久甚黠　使善砲者

覗之　一月始獲（十箇鷄雛九箇爲　攫槃梢

肉也無時　夜令官砲齊圍住　病栢前頭獲黠

鴟）。
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ており，その数から泉からの東側の道沿いが旧衙洞里，客舎からの東

側の道沿いが白厓里であると推定した。

　⑩莘巖里：地籍原図の連山里には図 5-3の範囲外には宅地群がなく，

5.1.1で述べたように，莘巖里は地籍原図での連山里に南接する莘岩里

の一部であったと考えられる。　

(2)集落の分布推定　

　以上で検討した内容を地図資料，量案，ヒアリングにより総合的に

対比し，最も適切であると考えられる集落位置を表したのが図 5-4であ

る。ヒアリング調査では，公園前の村，門の向かい側の村，市場の村，

市場向かい側の村，鉄道上の村の 5つの集落が現在邑治に存在する集落

として認識されていた。これらの集落は，門前の村は県西里，市場の

村は玉田里，市場向かい側の村は中里，鉄道上の村は月陽垈里に対応し，

公園前の村は柏林洞里とは少なからず位置が異なるが，柏林洞里を指

すと考えられ，朝鮮時代の集落の区分が，認識として現在も残されて

庁

庁

庁

庁

庁

1901年量案での宅地
1901年の推定宅地
1914年の宅地
量案での地名
量案の北村の境界
集落の主要推定位置

[　]
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図 5-4　県内面の集落の推定分布
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いると考えられる。また，地名から考えると，県西里と玉田里，ある

いは中里も治所と関係する名称であり，治所の建設と共に形成された

可能性も考慮し得，徐々に成長していく中で，全体が復原図のように 1

つの宅地群となっていったと考えられる。

5.2　邑治居住民の一般的特性

5.2.1　居住民構成

　1894年以前まで，朝鮮の身分制は良人と賤人を区分する良賤制を取っ

たが，実際は，良人のなかでも文班と武班の両方の官員を兼ねる人と

その家門を両班と呼び，両班を庶民と区別する班常制であったと言わ

れる。15世紀以降は技術職の官員のみを勤める両班が蔑視されるよう

になり，両班層から分離され，中人という新しい階層が形成された。従っ

て，当時の朝鮮の身分は両班，中人，庶人，賤人の 4階層からなり，両

班と中人は支配層，庶人と賤人は被支配層であったと言われる。基本

的に，良人には官職に進出する機会があり，両班であっても賤人に落

ちるなど，階層間の移動はあったが，支配層は彼らの身分を維持する

ため官職を独占・世襲し，負役をする労働階層である庶人・賤人の身分

上昇は難しいことであった。庶人は農・工・商に従事したが，とりわけ

農業が奨励された一方で，商業は排斥された。

　漢陽の城内では，庶人以上の階層に土地が提供され，家を建て残っ

た空間を畑とすることは許可されたが，穀物の栽培は禁止された注 5-14）。

城内では高位官職の両班，一般官職と高位官職を求める両班，下位官

職の衙前，軍官，商人 (市廛），工匠などの庶民がそれぞれ職場近隣の

良好な居住地に群集して住んでおり，その他の庶民と零細商工人，出

身により差別された階層は，残された居住環境の良くない土地に居住

した注 5-15）。また，城内の土地には限界があるため，人口増加につれて，

門付近や壁付近には，城内支配階層へ食料や日用品を供給する商人・賤

人が居住を許され，またその周辺に農民が居住し，城外に居住地が展

開したと言われる注5-16）。

　地方の邑治においては，史料不足注 5-17）から居住民に関する詳細な研

究は不振であり，主に官員が住んでいたと言われるのみである。法制

的な根拠や事例分析が示されているわけではないが，孫禎睦は，地方

有城邑治においても，原則として官員だけが居住し，農民・商人・外居

注 5-14） 参考文献 5)　pｐ 304-305

注 5-15， 16） 参考文献 5)　pｐ 319-324

注 5-17)　参考文献 6） p239

　韓国戦争で主に破壊された都市部にすん

だため史料が僅かであるという。
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奴婢は城外に居住したと主張している注 5-18）。城内の面積が邑全体の人

口を収容できるにも関わらず，城外に居住地が分散していることをそ

の理由として上げ，無城邑治においても治所を中心として，その近所

に官員が，その周辺に他の階層が職業別に集居しただろうと述べてい

る。

　居住民の身分が分かる戸籍台帳が伝わっている邑は 7ヶ所あり注 5-19），

無城邑治の丹城県に残る戸籍台帳は地方社会研究の代表的な史料と

なっている。權乃鉉は丹城県邑治の領域を治所のある里に設定し，年

度別のデータから，居住者の階層構成を両班 1-1.6％，中人 3-11.8%，

庶人 29.3-62.4％，賎人 25.8-66.7％の割合の範囲であったとしている

注 5-20）。加えて，權乃鉉は，県全体の戸数変動と関係なく，邑治の戸数

は常に増加すること，朝鮮後期になるにつれ両班は邑治外へ居住地を

移し，邑治には官員が残されたとまとめている。また，丹城県は 2度治

所を移しており，彼の分析と丹城県データ注 5-21）を対比検討すると，官

奴は治所移動と共に，居住地を移す一方で，郷吏と呼ばれる官員は旧

治所所在地に残る傾向がうかがえる。

　また，孫禎睦は地方邑治には原則的に官員のみが居住したとしてい

るが，邑治周辺が農地であることや，邑治には邑場という市場があっ

たことなどを勘案すると，官員以外の職業の人々もまた邑治に居住し

たと考えられる。しかし，それらの居住民の数は必ずしも多くなく，

農民が必要により兼業することで，工・商などの職業にも従事したと

考えられる。なぜなら，地方において定期的な市場の開催は元来禁止

されており，邑場が公式に開かれるようになっても褓負商という行商

が主軸で，邑治居住民は自らの物を持って来て交換する程度しかでき

ず，商人とはなり得なかったためである。その他の私奴や，工匠なども，

官員や両班の日常生活の必要により，近くに居住したことがうかがえ

る。

5.2.2　官員：主な居住民

　本稿では守令から官奴までの官に関係ある全ての人を官員とし，そ

れぞれの特徴を検討する。既往研究では官員と官人を通称として混用

しており，孫禎睦は一般的な定義として正式試験に受かった官僚が官

人 (mandarin)であるとしている注 5-22）。しかし，邑誌類には品階を持つ

注 5-18） 参考文献 5） pp325-331

注 5-19） 参考文献 7） p52

　1606-1894年の史料が残っていいるのは，

丹城， 山陰， 蔚山， 大邱， 尙州， 彦陽，

大靜 (濟州島） である。

注 5-20） 参考文献 8） ｐｐ 358-360

注 5-21）

　成均館大学校大東文化研究院所蔵， 戸籍

DB, http://ddmh.skku.edu

注 5-22） 参考文献 5） p61



19世紀末連山県邑治の空間構成と住民属性に関する復原的考察96

守令から品階を持たない下位官人や官奴までを全て官員として記録し

ているので，本稿では官と関係ある人全体を示す語として官員を用い，

官人は個別の官職や人を示す際に用いることとする。

(1）守令

　守令は各地方行政区域の最高官職であり，府使・牧使・郡守・県監・

県令などの通称である。守令は中央行政の代理人として各地方に派遣

されたもので，『経国大典』の吏典の外官職条ではその任期を 1800日

と規定している。任期制は地方に定着して地方勢力として成長するこ

とを防ぐためであり注 5-23），派遣の際は，出身地など縁故のある地域や，

親族が官職を担う地域を避ける相避制を適用した。守令の執務所は東

軒であり，隣接する内衙に居住した。守令の主な仕事として「守令七事」

があり，農桑盛・学校興・詞訟簡・軍政修・戸口増・賦役均・奸猾息の基

準で定期的に評価された注 5-24）。守令は地方の事情に詳しくないため，

郷吏という官人の補佐を必要としたが，旧来の支配層であった地方両

班や郷吏の勢力は強く，守令の統治に支障をきたしたため，1485年経

国大典において，以前より守令の任期を延長し，部民告訴禁止法を布

いた。どの勢力も守令の告訴ができず，地方において守令権を拒否で

きないよう法律で保護し，中央統治体制を固めて行った。18世紀の守

令は，邑の最高権力者としての地位を確かにし，守令は地方両班など

の助言なしに，独自の判断のもと命令を実行することができたという注

5-25）。

(2）郷吏（上位官人）

　郷吏は地方官庁において実務を担う官員層である。高麗時代には郷

吏が地方の支配層であり，両班の身分であったが，朝鮮になってから

は品階のある官職をする家門が両班に区分されるようになる。朝鮮の

両班は郷吏職を忌避し，中央官職を目指した。地方官人のなか品階が

ない階層は両班より低い身分に区別され，郷吏という特定の集団を形

成するようになる。郷吏層は元々地方土着勢力で世襲的に地方行政を

担当したため，地方実情に明るく，中央から派遣された守令を騙し不

正なことを行なうこともあった。『経国大典』の刑典において「元悪郷

吏」注5-26）を規定するなど，法整備により郷吏の権力を制限した。座首・

別監は郷吏の首長であり，地元の長者が推薦され守令が任命した。彼

らは郷庁を執務空間とし，守令を補佐，地方民の訓育を担当しなから，

注 5-23） 参考文献 5） p66

注 5-24)　経国大典， 吏典， 考課条

注 5-25)　参考文献 9） p196

注 5-26)　

　地位を利用して悪事をする郷吏
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注 5-27） 参考文献 10） p56

注 5-28)　参考文献 9） p89

注 5-29)　参考文献 6)　p217

注 5-30)　参考文献 10） p56

　

中央に対する地方民の仲介役を行った。郷吏は地方行政実務の上位職

である戸長・将校などの職を世襲・独占する傾向があり注 5-27），その職を

担う家門が主導勢力となった。国家としても，制度だけでは効率的な

地方統治を実現出来ないとの考えから，地方における郷吏の影響力を

認め，彼らを 1つの地方支配層として許容していた注5-28）。

　行政執務をする官人を総称して広く郷吏と呼ぶが，本稿では，先祖

からの土着支配層・世襲・独占としていた特徴を持つ層を区別するため，

座首・別監・戸長・将校などを担った，特定家門の勢力を郷吏また上位

官人と呼ぶ。

　舟城県は邑治居住民の「戸籍台帳」が現存しており，居住民研究の主

要史料となっている。舟城県は，邑治を 2度移建しており，その移動前

後のデータから郷吏層の戸に注目すると，邑治移動前の 1678年邑内里

(150戸 732人）に郷吏 17戸 (18人）で，その他の里には郷吏は 8戸 (10

人）であった。邑治移動後の 1759年，新たに治所がおかれた城内里 (94

戸 434人）には，郷吏は 2戸 (2人）のみであり，元々の邑内里と推定さ

れている里に 9戸 (10人）が集中しており，その他の里に 7戸が分散し

ていた。これは，郷吏が邑治移動と共に移動せず，本来の居住地に残り，

定着する傾向を見せていると考えられる。

(3）衙前 (下位官人）

　衙前とは広くは郷吏を含む全ての官人を指す語であるが，狭義には

土着の特定家門ではなく，主に下位職を担った官人層を郷吏と区別し

て衙前と呼ぶ。官衙 (治所）の前に集まって住んだことから衙前と呼ば

れたという注 5-29）。衙前は 3代以上に渡って邑治内に住み続けた事例が

僅かであり，特定の家門に職を独占されないなど，郷吏とは異なる特

徴をもつ注 5-30）。本稿では郷吏より下位の土着姓でない官人を衙前また

は下位官人とする。また，最下職で行政雑務をする知印・使令も衙前と

呼ばれるが，身分的差があり，本稿では衙前（下位官人）と区分して，

知印・使令とする。

　舟城県データからの衙前の居住地を検討すると，1678年邑内里 (150

戸 732人）には 20戸 (20人）で，他の里に 1戸 (1人）のみであり，1759

年城内里 (94戸 434人）には 17戸 (18人），郷吏が残っていた旧邑内里

に 9戸 (11人），その他の里に 11戸 (12人）が分散しており，郷吏より

は邑治移動に敏感であったと考えられる。　
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注 5-31） 参考文献 11） pp22-38

　朝鮮王朝実録分析による。

注 5-32） 参考文献 12） pp291-292

　朝鮮王朝実録 1433年 12月 21日記事によ

る。

注 5-33） 参考文献 12）

注 5-34）

　記録は復治という語を使っているが， 旧治

所の場所に戻したかは明らかではない。 ただ

し， 最初の邑内里に居住した郷吏は移動しな

い傾向であり， 復治以降の城内里での郷吏

の居住が僅かであることから， 旧治所の近く

に戻したと考えられる。

(4）官奴婢

　官奴婢は『経国大典』の刑典に人数を規定され，治所における官奴婢

は，治所運営のため支給された官屯田の耕作など，雑役に従事する階

層であった。朝鮮初期には主に犯罪者を官奴婢とし，火砲扱い，養蚕，

守令および郷吏の私役などをさせたり，呈才や醫女など技術を要する

ことに選抜したりもした注 5-31）。官奴婢は独立した戸を持ち，県邑治に

所属する官奴婢は 30戸と『経国大典』に規定され，戸当り 3人程度を維

持することが原則であったという注5-32）。

 舟城県の官奴婢は，法律の規定数には達してないが，戸数は 30戸弱で

維持されていた。官奴婢は私奴婢・官奴婢・寺奴婢などとの婚姻が一般

であるが，下位官人との婚姻も多く見られた。下位官人と奴婢の間に

できた子供は身分は奴婢であるが，軍卒や假吏など下位官職につくこ

ともあり，自分の私奴を持つこともあった。權奇重は，官人が官婢を

妻もしくは妾にすることによって (従母法により，その間の子供の身分

は奴婢），一定数の官奴婢が維持されていたと言い，官奴婢を単純な賎

人ではなく官属の構成員として見直す必要があると指摘している注5-33）。

　舟城県データを見ると，官奴婢の居住地は 1678年時点では治所があ

る邑内里に集中しており，1702年治所移転以降の 1717年データでは新

邑内，1731年復治注 5-34）以降の 1732年データでは城内里だけに官奴婢の

戸が確認でき，治所移動と共に移動する傾向が強かった。1678年邑内

里 (150戸 732人）の官奴を含む戸数 24戸 (49人）のうち 18戸は官奴が

戸主であった。1759年城内里 (94戸 434人）においても官奴を含む戸数

32戸 (56人）のうち 28戸が官奴が戸主であった。1801年の公奴婢廃止，

1866年奴婢世襲制廃止を経て，1894-1896年の甲午改革以降，奴婢制は

完全に廃止された。舟城県のデータでも官奴婢は 1864年以降には記録

されていない。
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5.3　量案に基づく邑治の宅地の特性分析

5.3.1　分析概要

　漢陽都城建設の際，政府が土地を提供して住民を移住させたように，

地方の邑治造成の際にも邑治住民となる多くの官員を移住させ，また，

一般住民の定着を誘導した。その際，地方においても漢陽と同じく，

法律に定めた基準で土地を配ったと考えられる。　

　その法律上の基準とは，品階による宅地と住宅の規模に制限であり，

1485年の最初統一法典である『経国大典』にその基準が公表される。こ

の基準は大韓帝国期である 1865年の最後の統一法典である『大典会通』

においても変更事項はなく，これらに示された基準に基づいて量案の

土地状況を検討する。品階による建物の規模の制限は，大君 60間，君・

公主 50間，2品以上 40間，3品以下 30間，庶人 10間であり，土地規模

の制限は絶対面積を表す尺ではなく，土地等級による相対面積の負を

用い，大君・公主に 30負，王子君・翁主に 25負，1･2品には 15負，3･4

品には 10負，5･6品には 8負，7品以下と有蔭子孫は 4負，庶人は 2負の

土地が提供された。建物規模は個人の経済力に影響を受けるため，こ

こでは負を基準に法律上の階層を分ける。負は収穫量の単位であるが，

農地ではない宅地も全て負を用いて規模が記録されており，面積の概

念でも使われている。量案は宅地を 1等から 6等までの等級に区分し，

各等級に対応する負を記録している。法律上の宅地規模制限は 3等級土

地を基準とするため，量案に記録された各宅地の負を 3等級の負に換算

し，宅地面積（尺），住宅間数，土地所有者名字，所有者の行列字関係，

農地所有分布について分析し，邑治の宅地群の空間別に特性があるか

を明らかにしていく。対象宅地は，復原範囲の 87筆（内衙除く）である。

　また，国家記録物調査，文献研究，ヒアリング調査により連山県邑

治の居住民に関することを，分析した空間分布と対比する。ここでは

5.1.2で推定した邑治の宅地群における月陽垈里，中里，玉田里 ,県西

里と，1914年地籍原図上合筆された筆のうち，作庁（下部の区域）と客

舎（上部の区域）の隣にいくつかの宅地が大筆に統合された区域（以下，

大合筆地），また，各治所施設と隣接した筆（以下，治所隣接筆）を考

慮して検討する。　

　大合筆地は，量案では土地所有者があるにもかかわらず，接道して

ない筆が密集し，また地籍原図では近隣農地を含めて合筆されるなど，
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他の宅地とは特性の異なる筆であることが伺える。作庁隣の大合筆地

には大きい「官屯田」が 2筆含まれている。官屯田は地方行政庁に与え

られた土地であり，官奴の耕作により治所の予算に補充するものと，

軍卒の耕作により軍予算に補充するものがあったという注 5-35）。一般農

民が官屯田を耕作することは法律で禁止されていたが，実際は一般農

民による耕作も多く注 5-36），19世紀になって，祭壇・店幕・治所・民家の

土地として提供された事例や注 5-37），市場用地として提供された事例注

5-38），郡守（守令）が家を建てて住んでいた事例注 5-39）もあった。量案が

残っている忠清南道の他の郡・県を検討すると，12ヶ邑のうち 7ヶ邑で

治所周辺に「官垈」，「官屯田垈」などの土地が密集しており，「垈」の

字が後から書き加えられ，土地主ではなく家主の姓名が記録されてお

り注 5-40)，連山県のこの 2つの大合筆地も官屯田であった可能性が高い

と考えられる。

　治所隣接筆は，東軒と内衙のように職場と居住地が隣接し，次の理

由で官と関係がうかがえる筆である。1つ目は地籍原図では治所施設と

合筆されている点，2つ目は日帝時代から戦後にかけて実際の使われ方

注 5-35， 36)　参考文献 13)　pp25-26

注 5-37） *参考文献 14)　pp90-91， **p97

　慶尙道新寧県の邑誌に祭壇基・ 店幕家基・

官基・ 邑低居民家基に使われているという記

録があるという *。 全羅道古阜郡邑誌には邑

内官屯に入居を許可し， 地代を収納したとい

う記録があるという **。

　

注 5-38） 参考文献 14)　p312

　備邊司謄錄英祖 3年 5月 8日記事では黃海

道黃州の邑内場市が官屯田で開かれたとい

う。

注 5-39） 参考文献 15)　p74から再引用

　忠州郡の事例， Jeong　Gyoung-im， 大韓

帝国期忠州邑城の量案統計と分析， 蘂城文

化 31， 2011， p37

注 5-40）

　官垈， 官屯田垈などの記録がある地域は

牙山 *， 天安， 扶餘 **， 溫陽， 木川， 全義，

定山である。

 *牙山

　**扶餘

図 5-5　邑治の空間区分

治所・倉垈（市場）
大合筆地
治所隣接筆

0    　 　 50m
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が公共施設であった点である。これらの筆は，農地の場合は量案上で

は官所有の土地であり，宅地の場合は個人の所有であったが，日帝時

代に公共施設の用地として使われている場合が多く，1914年の合筆の

様相から庁 -住居 -農地，庁 -住居が並ぶ特徴が見られ (図 5-6），隣接

する治所施設と関連する人が住んだのではないかと考えられる。

5.3.2　品階による負別分布

　宅地は国が与えるものであったため注 5-41），身分による宅地面積が検

討できる。『経国大典』の戸典の「給造家地」に示された基準は大君・

公主に 30負，王子君・翁主に 25負，1･2品には 15負，3･4品には 10負，

5･6品には 8負，7品以下と有蔭子孫注 5-42)には 4負，庶人には 2負の土地

が与えられた。なお，この基準は 3等田の尺によるという。

　負は穀物の収穫量の単位であり，量案には土地の面積 (尺）と共に，

土地等級による負が記録されている。世宗 26年 (1444年）には 1-6等級

の土地においてそれぞれ長さの異なる尺で測量したが，孝宗 4年 (1653

年）からはこれを廃止し，1等級土地の尺で全ての土地を測量すること

となった注 5-43）。そして，負は 1等級土地の 100尺（=1負）を 1とし，そ

れに対して，2等級土地は 0.85，3等級土地は 0.70，4等級土地は 0.55，

5等級土地は 0.40，6等級土地は 0.25の倍率を用いて計算された。

　連山県の量案もこの方法で記録されたことが確認できる。守令の住

んだ内衙を検討すれば，1200尺で 1等級土地の 12負と記録されている注

5-44）。内衙の土地を 3等級土地に換算すると，12負× 0.70=8.4負となり，

守令すなわち 6品官員の規制の 8負と合致する（四捨五入）。

　他の宅地も同様に，量案の記録を 3等級土地の負に換算し，法律の基

準と照らし合わせ居住民の階層を分類すると庶人以下は 48.3％であり，

庁

庁

庁
庁

庁
庁 庁

庁

庁
農

農

農農

農

農

居

居

居

居

居
居

居

居

図 5-6　治所隣接筆の土地特性

注 5-41） 参考文献 5)　p306から再引用

　宅地は国が与えるものであり， 家は個人所

有となるが， 『韓半島（信夫淳平， pp40-41，

1901年）』 によると， 家の所有者が変わると

宅地と隣接空き地や圃地なども移権されるの

が慣例であったという。

注 5-42）

　先祖の官職また功により， 試験を受けずに

官職をもらった子孫

注 5-43）　参考文献 16)　pp219

注 5-44）

　量案では内衙と東軒を合わせ， 官舎とし，

総 3230尺（32負 3束） と記録している。 つま

り 100尺は 1負となり， 四票では内衙の筆（30

× 40尺） が確認できる。

表 5-3　負別筆数

2 負以下 4 負以下
~1.4
1.5~2.4

2.5~4.4
8 負以下

4.5~8.0
8.1~8.4

図 5-7　負別分布

宅地規模制限 筆数(％)

庶人 2負 42（48.3）

7品以下・
有陰子孫

4負 34（39.1）

5・6品 8負 11（12.6）

3・4品 10負 0

1・2品 15負 0

計 87(100)
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7品以下・有陰子孫（下位官人）が 39.1％，守令 (6品）以上の品を持つ

家は 12.6％であり，庶人のうち，2負に満たず 1負（1.4負未満）の階層

が 12筆（13.8％）あった（表 5-3）。

　8負の 5・6品のうち，守令の内衙規模に相当する 8.0負以上の土地が

2筆ある。『経国大典』の吏典と兵典の外官職には連山県の 6品は県監と

兵馬節都使があるというが，邑誌では兵馬節都使は特に記録されてお

らず，守令が軍職を兼任したと考えられ注 5-45)，連山県内の地方官職な

かでは，守令以上の地位を持つことはない。従って，守令と等しい地

位は，上位の公州牧や漢陽の官職を持つ階層の家族，即ち，地方権力

層であった両班や郷吏であったと考えられ，彼らの居住地は中里に分

布していた。

5.3.3　土地面積の尺別分析

　量案での尺は量田尺であり，量田尺は周尺 (韓末の 1尺は 20.48㎝）

の 4.775倍であるといい注 5-46），量案の尺を実面積に換算すると，治所

施設以外は記録された面積に比べて若干少さな値をとる。量案中の土

地の形区分が単純で測量が非正確であるので，尺面積を換算せずに記

録された尺の分布を表したのが図 5-8と表 5-4である。

 200尺未満の小筆は東西路と南北路の交差部にあり，1筆は北部の南北

200 尺未満 400 尺未満 600 尺未満

800 尺未満 1000 尺未満 1000 尺以上

図 5-8　尺別分布

尺 筆数(％)

200未満 11
(12.6%)

400未満 39
(44.8%)

600未満 25
(28.7%)

800未満 4
(4.6%)

1000未満 5
(5.8%)

1000以上 3
(3.5%)

計
87

(100%)

表 5-4　尺別筆数

注 5-45）

　観察使は 2品で牧使・ 郡守・ 県監・ 県令

などの守令と地方軍の頭が 6品以上である。

地方では守令が軍職を兼任する場合が多

く， 参考文献 22)の 27句の注釈に「余以初

十日聚點」 といい， 守令が軍官の役も兼任

したと考えられる。

注 5-46） 参考文献 11)　pp219-223

　朝鮮末期推定の『度支準折』 では量田 1 

尺は周尺の 4.775 尺と記録されいるという。
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路上に位置するなど，人口増加による道路占有であると考えられる注

5-47）。200-400尺の筆は主に道路沿いに分布し，邑治北部の月陽垈里と

治所前の県西里には 400-600尺の筆が多く，800尺以上の大筆は中里に

分布している。また，大合筆地の宅地は 1筆を除いて，600尺未満であっ

た。

5.3.4　住宅の間数分析

　『経国大典』の戸典によると，漢陽の住民は身分により住宅の総規模

(間数）に制限がある。大君 60間，君・公主 50間，2品以上 40間，3品

以下 30間，庶人 10間である。『朝鮮王朝実録』では法制化する前から，

住宅における間・柱の規模など，より詳しい規制をしている注 5-48）。総

間数には楼の間数が含まれ，楼を除くと，大君 50間，君・公主 42間，2

品以上 34間，3品以下 25間，庶人 7間である。しかし，この規制が地方

の邑治においても同じく適用されたかは明らかではない。間数規制で

はないが，高東煥は，住民戸の把握の際，漢陽の住民と都城外 (地方）

の住民には地位の差があり，当然，民家の等級においても基準が異なり，

都城は間数，地方は田結数で区分したという注5-49）。この田結数は 5.2.2

で検討した負であり，連山県の間数分布が法律よりかなり小規模であ

ることを勘案すると説得力はある。一方で，申榮勳は，庶人は都城と

間 筆数(％)

1-2 19
(21.8%)

3-4 48
(55.2%)

5-6 10
(11.5%)

7-8 5
(5.7%)

9-10 1
(1.2%)

11-12 4
(4.6%)

計
87

(100%)

2 間 3-4 間 5-6 間

7 間 9間 11-12 間

表 5-5　間数別筆数

図 5-9　間数別分布

注 5-47） 参考文献 5)　pp333-336

　漢陽に道路計画があるにも関わらず， 開城

還都の間に道路を占有して宅地を広げるなど

の事例が多く， 直線道路に整備する議論が

あったが， 既に建てられている建物を撤去す

ることには無理があり， 結局， 中小路までは

整備できず， くねくねの道になったという（朝

鮮王朝実録から） *。 こんな現象は文禄の役

などの戦争後は勿論， 市場発達と伴う邑治へ

の人口集中の 18世紀以降もあったと考えられ

る。

注 5-48） 参考文献 5)　p318

　経国大典（1485年） の以前は世宗 22年

（1440年） と 31年（1449年） 改定され， その

以降， 大典会通（1896年） の以前には成宗

9年（1478年） に改定された。

注 5-49） 参考文献 3)　pp85-86

　大戸 50結以上， 中戸 30結以上， 小戸 10

結以上， 殘戸 6結以上， 殘殘戸 5結以下に

区分して賦役を与えたという。 （1結は 100負）
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図 5-10　全体間数分布

注 5-50）　参考文献 17)　p81

注 5-51） 参考文献 17)　ｐｐ 114-115

　文禄の役以降， 建築機能者の損失・ 職人

社会秩序破壊・ 経済悪化をあげ， 伝統建築

の格式が落ち， 茅葺さえ草が足りなかったと

いう。

　

注 5-52）　参考文献 6)　ｐ 329

注 5-53）　参考文献 13)　p313

地方，瓦屋と草屋の区分なしに，民家の間数規模は同一であったとし

ている注5-50）。

　連山県邑治の間数分布を見ると（表 5-5），最大規模が 12間で 4間以下

が 77％を占め，『経国大典』の楼を除いた規模にしても，かなり小規模

の分布を見せている。間の規模が全般的に法律より小規模であるのは，

文禄の役以降復旧が困難であったためと言われ注 5-51），18世紀の奴婢制

解体と共に，両班の財産規模も零細化したこと注 5-52）などは，地方邑治

において共通の現像であり，高東煥が言った通り，漢陽と地方では住

宅の事情が異なり，間数の規制は同一ではなかったと考えられる。

　守令について検討すると，6品の守令の住まいである内衙は 15間であ

り，3品以下（3-9品）の基準 30間を品数により等分すると，6品は最小

18間程度となるので，連山県の内衙は法律より若干小規模であると考

えられる。漢陽では両班が勝手に制限より大きな間数の建物を持つな

ど，法律通りではなかったといい注 5-53），官庁も地方の事情により規模

にばらつきがあり，民家も個人の経済状況によるところも多く，法律

の規制をそのまま適用するには限界がある。

　連山県邑治の宅地において，間数分布を検討したのが図 5-9で，87宅
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金 宋

朴

李

白

洪
吳
崔
姜
その他

図 5-11　名字別分布

名字 筆数(％)

金 20
(23.0)

宋 12
(13.8)

李 9
(10.3)

朴 8
(9.2)

白 7
(8.1)

その他 31
(35.6)

計
87

(100%)

表 5-6　名字別筆数

注 5-54）　参考文献 18)　p15

注 5-55）

　現在は忠清南道洪城郡の遺構と門中の活

動が知られている。 　

注 5-56） *参考文献 18)　p16，　**参考文献

19)　p109

　朝鮮時代では特別な活動や人物の記録が

ないことで， 連山県においての権力の中心か

らはなれたという *。 また， 礪山宗氏が連山に

定着したのはしばらくの間であり， 朝鮮初期

には郷吏として活動したが， 中期以降は中央

官職に進出し， ソウルと京畿道での活動が見

取れるという **。

地のうち，3間が 39筆で最も多く，40%を占めている。大合筆地と治所

隣接筆は 4間が多く，大規模の 11-12間は中里に位置する。全体的には

間数の大きい家が治所の正面から中里に，即ち邑治の中央部に密集し

ている（図 5-10）。

5.3.5　所有者の名字と行列字分布

　『世宗実録地理志』では連山県の土着姓氏を，宋・徐・孫・高である

とし，高は駅の衙前に入役する續姓であるという。土着姓は高麗時代

から存在した地方の権力層 (士族）であり，續姓は郷吏を表すという注

5-54)。上の 4氏のうち，連山を本貫とするのは徐氏であるが，連山県で

はなく他地域で盛んになり注 5-55)，量案復原範囲内には 2戸のみである。

また，孫氏と衙前の高氏も連山県において特別な史料がなく，復原範

囲内には登場しない。一方で，礪山宋氏を中心に，加平李氏・全州李氏

などが婚姻関係により次々に定着し，その後，朝鮮初期に光山金氏が

定着する。朝鮮時代の連山県における礪山宋氏の権力は強くはなかっ

たと考えられており注5-56），光山金氏は開国から功を立て，大きく成長し，

忠清道の名門士族と呼ばれるようになる。従って礪山宋氏中心の血縁

関係構造が光山金氏中心に変わり，そのうえ，光山金氏は書院を建て，
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注 5-57）　参考文献 18)　p60

注 5-58）

　デジタル論山文化大典から引用， nonsan.

grandculture.net

学派を形成しながら名門となる。礪山宋氏の兄弟派である恩津宋氏が

光山金氏と血縁・学縁を持ち金氏と共に名門に成長する。そのほか，連

山県監であった慶州金氏が丁卯胡亂 (1627年）の際死亡し，それ以降，

彼の子孫が連山に定着・成長したという注 5-57)。これらの名字は邑地近

隣に同族村を形成した両班家門であり，連山県邑治の居住民のなかで，

両班階層として検討でき，復原範囲内には金と宋が考慮できる。

　1934年『朝鮮の姓』には連山面の同族村を記録しており注 5-58)，加平

李氏 1ヶ村，光山金氏 4ヶ村，延安李氏 1ヶ村，全義李氏 2ヶ村であり，

礪山宋氏は記録されてないが，現在邑治の西北側に位置している。こ

の同族村は，加平李氏，光山金氏，延安李氏，全義李氏の順に連山県

邑治と近く，徒歩 1時間 30分以内に位置する。光山金氏の同族村は論

山市全体に 13ヶ所もあり，連山県一帯に大集団を形成していた。

（1）名字分布

　これを背景にし，連山県邑治の名字分布をみると (表 5-6，図 5-11），

金・宋・李・朴の順に宅地数を占めている。金氏は全般的に分散してい

図 5-12　行列字関係

金
宋
崔
朴
白
行例字関係
同所有者

階層 行列字有無
間数
範囲

平均
間数

平均
負規模

庶人
〇   9筆 2-5 3.0 1.8

X 33筆 2-5 2.9 1.8

下位
官人

〇 11筆 3-7 4.2 3.3

X 23筆 2-9 3.7 3.1

表 5-7　行列字有無別間数と負規模
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表 5-8　所有農地規模
所有者の
宅地番号

所有
農地数

農地
等級

農地
種類

農地
面積（尺)

3等級換算
面積（負）

備考

地09 1 2 田 4428 37.6
地12 4 1,2,5,5 田,田,畑,畑 8457 50.8
地17 1 4 畑 580 3.2
地18 1 2 畑 83 0.7
地23 1 3 畑 80 0.6
地24 1 4 畑 180 1.0
地29 1 3 畑 403 2.8
地33 2 4,4 畑,畑 953 5.3
地37 1 5 畑 144 0.6
地42 1 4 田 1794 9.9
地43 1 4 畑 370 2.0
地46 1 5 畑 345 1.4
地49 2 3,4 畑,畑 1266 8.2
地50 3 3,4,3 畑,畑,田 2367 15.8 1筆時作
地53 1 3 畑 196 1.4
地55 2 4,4 畑,田 6211 34.2 1筆時作
地60 1 4 畑 595 3.3
地62 1 4 田 1962 10.8 時作
天80 1 4 田 2830 15.6
玄16 2 5,5 畑,畑 595 2.4
玄21 1 4 畑 1898 10.4
玄27 1 4 畑 1120 6.2
玄33 1 3 畑 150 1.1
玄41 1 4 畑 1332 7.3
玄42 1 4 畑 225 1.2

計25筆

図 5-13　農地所有分布±

農地所有宅地
復原範囲内の農地
復原範囲外の農地

注 5-59） 参考文献 20)　ｐｐ 163-164， 参考

文献 16)　ｐｐ 89-95， p131

　郷庁は郷村（地方） 自治機構で， 地方で

德のある年上が坐首・ 別監（郷任） に選出さ

れ， 郷村の秩序維持・ 守令補佐及び監視を

する。 その郷任をする家門が主要地方官職

を任し， 16世紀から， ある階層を形成する。

かれらを郷吏・ 吏族と呼び， 社会的身分とし

ては中人とも呼ぶ（法律上の身分は両班， 主

に高麗時代の地方支配層）。 この階層は中

央官職に進出できず， 中央官職に進出する

両班（士族） と区別され， 地方官職を世襲し

ながら， 郷権を維持する。

注 5-60）

　同じ家門（本貫を同じくする姓） で， 名前

に世代毎に共通する 1字を付けることをいい，

また，その字そのものを行列字という。 しかし，

時代によりあるいは家門により， 守られないこ

とも多く， 連山県の量案中に記載された姓を

同じくする名前を見ても， 4人以上に共通す

る字は存在しなかった。 しかしながら， 兄弟

は必ず同じ 1字を名前に持ち， その字から本

貫は判断できないが， すくなくとも兄弟関係

を持つことは明らかであり， ここではそれらを

行列字とし血縁関係があると考える。

るが，宋氏は中里に集中し，大筆を占める特徴がある。李氏は中里を

避けるような分布が見られ，朴氏は大合筆地と治所隣接筆には居住し

ていない。

　宋氏だけが集中して分布することから，旧来の土着姓であった礪山

宋氏は士族としての勢力を弱めていき，中央権力と離れ，郷庁を中心

とする地方郷吏層注5-59)を形成していったことがうかがえる。

（2）行列字関係分布

　量案に記載された所有者の名前のなかで，行列字注 5-60）が認められ，

血縁関係のうかがえる筆を現したのが図 5-12である。金氏の 20筆中 10

筆，宋氏の 12筆中 2筆，朴氏の 9筆中 2筆，白氏の 7筆中 5筆，崔氏の

6筆中 2筆 (同じ人が所有する筆を含めると 3筆）に行列字が認められ，

血縁関係によって邑治に集まっていると考えられる。また，庶人層は，

間数や負規模と行列字の有無に相関関係は見られないが，下位官人層

では行列字を持つ戸の方が持たない戸よりも間数と負規模が若干大き

かった（表 5-7)。

5.3.6　農地所有分布

　邑治は山脈と川に囲まれているため，農地が広くなく，復原範囲の
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図 5-14　所有農地規模 図 5-15　負別間数分布

表 5-9　負別の平均間数

宅地規模制限 平均間数 宅地規模制限 平均間数 宅地規模制限 平均間数

庶人 2負 2.8
7品以下・
有陰子孫

4負 3.9 5・6品 8負 8.0

*8負階層のうち 8.0負以上は平均 12間を持つ。

周辺まで検討した結果，邑治の総 87宅地のうち 25筆が周辺に農地を所

有していた (図 5-12）。農地を所有しない宅地が断然多く，所有したと

しても，その農地は主に畑であり，宅地の近くに 1ヶ所を持つ程度であ

る (表 5-8，図 5-13）。また，大合筆地には農地を所有する戸が少ない。

農地の負規模から見ると，30負以上の農地を持つ戸は 3筆のみであり，

時作（小作）をさせる戸は 3筆あった。また，9筆は宅地の近くに 2負以

下の農地を持つのみであり，邑治には農業を生業とする家は少なかっ

たと考えられる（図 5-14）。

5.3.7　宅地特性の交差比較

　朝鮮末まで使われた『大典会通』の規制の通り，負が身分を反映する

のであれば，社会変動の多い 19世紀末ではあるものの，量案に現れる

宅地の特徴は，当時の邑治の状況をよく反映したものであると考えら

れる。間の規模からは居住者の経済力が，負の規模からは身分が，名

字分布からは邑治での地方勢力（郷吏層）について知り得る。連山県邑

治に分布した法律上の階層から，4負階層は下位官人，8負階層は上位

官人（郷吏）と認め，居住民中心に宅地特性を総括する。

(1）階層による間規模　

　間数は経済事情によるもので，法律規制を適用するには限界があり，

階層の区分ができる負の階層別に間の分布を見たのが表 5-9と図 5-15
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図 5-17　農地所有筆中行列字名字

Ｋ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｐ

Ｃ

金 
崔 
朴
白
農地所有筆

Ｋ
Ｃ
Ｐ
Ｂ

図 5-16　負・ 主要名字別間数分布

0
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14

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

間

負

金 宋 李

表 5-11　主要名字の平均負・間

区分 平均負 平均間

金 2.6 3.5

宋 4.1 5.0

李 1.8 2.9

表 5-10　主要名字の負別分布

区分 金 宋 李

庶人 2負 10筆 4筆 8筆

7品以下・
有陰子孫

4負 10筆 4筆 1筆

5・6品 8負 - 4筆 -

注 5-61）　参考文献 6)　ｐｐ 336-337

　主人屋と離れ， 独立して居住する奴婢であ

る。 1801年公奴婢廃止以降は外居奴婢を放

棄しても両班の体面上， 率居奴婢（主人と同

居） は維持したようで， 1894年身分制が廃止

された後でも， 日帝時代初期には少数の奴婢

を持っていたという。

である。庶人の 2負以下の宅地は平均 2.8間の住宅を持ち，最も多い 4

負以下の宅地は平均 3.9間の住宅を持っている。韓国の典型的な庶民の

家は草屋 3間 (2房とプオクを持つ）といわれ，連山県邑治も庶人は 3間

程度の家を持っていたようである。しかし，庶人層の 38％は 2間にす

んでおり，外居奴婢注 5-61)からなる貧困層であったと考えられる。庶人

層は大規模の農地を所有する筆もあるものの（地 55，34.2負），農地の

有無による宅地の間数や負規模には目立つ差がなかった。

　下位官人層の間数規模は 2間から 9間まで幅広く，3間が 19筆で最も

多く（55.9％），2間 3筆，4間 3筆，5間 4筆，6間 1筆 ,7間 3筆，9間 1筆

であった。下位官人は庶人と異なり，農地のある宅地が農地のない宅

地より大きい間数の家を所有していた。即ち，庶人層の大規模の農地

を所有した宅地は，所有者と実際住んでいた人が異なり，耕作の担い

手が住んだ可能性があると考えられる。一方，下位官人層の所有する

農地は自身の財産であり，これが住宅規模にも現れていると考えられ

る。

　地方勢力であった郷吏層と思われる上位官人は身分的には中人と両

班からなり，この階層は 8負の階層である。郷吏層は平均 8間を持ち，

そのなかでも，両班であったと考えられる 8.0負以上が 2筆で 12間を

持っていた。地 50は宅地規模が大きく，所有する農地の規模も大きい

が，住宅は 3間と小規模であった。この宅地は宋氏（両班）の所有であ

るが，住宅の規模から実際に住んだのは宋氏ではなく，外居奴婢であっ

たと考えられる。

(2）特徴のある名字（上位官人の宋氏，下位官人の金氏）

　連山県邑治に多く住んだ姓である金 ･宋 ･李氏の負別分布をみると

(表 5-10，表 5-11，図 5-16），李氏は 2負が多く，連山の土着両班層で
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図 5-18　8負階層の名字分布

注 5-63）　金氏，当時 70歳，金長生宗家長男，

2016.10.8

注 5-64）　参考文献 21)　ｐ 10

注 5-65） 参考文献 8)　ｐ 347から再引用

　李樹健， 嶺南学派の形成と展開， 一湖閣，

1995， ｐ 53

注 5-66）　参考文献 4)　ｐ 184， 参考文献 6)　

pｐ 239‐ 241

　郷吏の名録である吏案と， 郷吏家門中の文

件は郷吏研究の主要史料であるが， 邑治は

韓国戦争時に主要な攻撃対象となったため，

郷吏家門に伝わっていた史料もまた喪失して

いる。

はなかったと考えられる。

　金氏の場合は，総 20筆のうち，農地を所有する筆は 3筆のみであり，

行列字を持つ筆 10中 1筆が農地を持つ。金氏と同じく行列字関係を持

つ筆の多い白氏をみると，農地を所有する筆が 3筆で，その 3筆は全て

行列字を持つ (図 5-17）。つまり，白氏は，経済基盤として農地を持つ

ことに対し注 5-62），金氏は農地よりも他の経済基盤があると考えられる。

特に，行列字を持つ金氏 10筆中 6筆は下位官人層（4負）で，彼らは官

職のみをしたと考えられ，6筆のうち 2筆は下位官人としては規模の大

きい 6間と 7間の住宅に住んでおり，先祖が官職であったために官職に

登用される有陰子孫であったのではないかと考えられる。

　宋氏は 5負以上と 5負未満の 2グループが見て取れ，守令と同じ 8.0

負以上の大筆（2筆）だけが 12間の大規模で，両班層の住居であると考

えられる。「邑内の李・宋・洪氏は両班名字である」注 5-63）といい，邑治

の 5負以上の大筆のうち洪氏が 1筆（地 56）を持ち，大筆の宋氏と同規

模の 12間であった。その筆は，現在は全州李氏（両班）の所有であるこ

とが現地調査で確認でき，邑治の大筆は両班層によって使われてきた

と考えられる。小規模住宅の宋氏も含め，宋氏は他の名字の分布と異

なり，中里を中心に集中しており，また自然集落と考えられる月陽垈

里の大筆にも分布し，邑治形成前からこの地域に住んでいた土着姓氏

の一族であると考えられる。

　土着姓氏は高麗時代の地方貴族であり，地方の政治を担った階層で

ある。朝鮮時代になって，中央による統治への反対派や高品職をもら

えなかった貴族は，邑治の行政を担当する郷吏となり，朝鮮時代にも

中央官職に進出した貴族は両班であり続けた。郷吏は邑治に住みなが

ら官職を世襲した注 5-64）両班で，朝鮮前期の邑治は土姓郷吏の住居地と

して開発されたといわれる注 5-65）。郷吏は韓国戦争の時期までも主に邑

治に住んでおり注 5-66），現在も連山の邑治に恩津宋氏が住んでいること

を鑑みると，量案にある宋氏は恩津宋氏である。即ち，宋氏は 19世紀末，

連山県邑治の有力な階層（郷吏又は両班）であったと考えられる。

(3）宋氏以外の上位官人（8負階層）

　郷吏層は 2-3家門が世襲したといわれるが，上位官人の 8負階層の名

字分布を検討すると (図 5-18），特異な部分はむしろ一部家門に偏って

いないことである。各道の監營の營吏を研究した李勛相は，朝鮮中期

注 5‐ 62）

　さらに， 邑治西北側の農地の所有者の多く

が白氏であり， 白氏家門（白氏は朝鮮全土で

「水源白氏」 のみ） は邑治とその周辺地域に

おいて， 地主となると考えられる。
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官職
與地図書

(1759年基準)
湖西邑誌
(1871年)

湖西邑誌
(1895年)

勤務庁 通称 身分 本稿の名称

県監 1 1 1 東軒 守令 両班 守令

座首 1 1 1 郷庁
郷吏 両班・中人 上位官人

別監 1 2 2 郷庁
軍官 30 30 30 軍官庁・将庁 上位職は郷吏

下位職は衙前
中人

中人・庶人
上位官人
下位官人衙前 20 30 30 県司・作庁

知印 13 7 7 通引庁
衙前 庶人・賤人 知印・使令

使令 14 12 13 使令庁
官奴，官婢 15，13 13，13 13，13 官奴庁 官奴 賤人 官奴

計 107 109 110 - - - -

表 5-12　邑誌での官員数

表 5-13　連山県と県内面の人口

区分
連山県 県内面

戸 人 人/1戸 戸 人 人/1戸
1759年輿地図書 3,488 14,685 4.21 158 627 男291,女336 3.97
1789年戸口総数 3,588 15,066 4.26 146 583 男351,女232 3.99
1849年湖西邑誌 3,528 14,968 4.24 -

注 5-67）　参考文献 20)　ｐｐ 168-172

注 5-68）　参考文献 23)　ｐ 315

注 5-69） 参考文献 27）　pp197-199

から，各邑の郷吏の独占・世襲傾向が現れ，朝鮮後期には邑を超え，營

吏に進出する郷吏が一部の邑に集中する傾向があったというが，15世

紀の忠清道は独占の様子が見られなかったという注 5-67）。彼は朝鮮後期

には忠清道も同じく独占されていただろうとも言っているが，負規模

からの階層推定からは，連山県の上位官人層は姓の異なる複数の家門

から進出したと考えられる。その階層は平均 6.7間の規模に住んでいた

（8.0負以上の宋氏筆除く）。

　まとめると，金氏は邑治の定着性の高い下位官人層で 4間程度の家に

住んでおり，郷吏のうち，上位官人層は姓の異なる複数の家門から成

り 6間程度の家に住み，両班であり得る郷吏が 3筆（宋 2，洪 1）で 12間

程度の家に住んでいたと考えられる。

5.4　史料による連山県の官員および住民

　ここでは 5.3で分析した結果に基づき，邑治の住民に直接関係する内

容を邑誌・各司謄錄・量案の調査者・潭庭遺藁から検討し，邑治のどの

空間にどんな人が居住したかを考察する。

5.4.1　県内面の人口，官員

　邑誌には連山県の官職と官員の総数が記録されている。1759年『與地

図書』記録では 107人の官員が治所に雇われており，『磻溪隨錄』が提

示する県邑治の官員数の基準の 144人よりは少ない注 5-68）。邑誌にある

官職を身分と勤務庁で区分したのが表5-12である。守令は県監(從6品）

であり，座首・別監は，地方では品官と呼ばれたというが注 5-69），邑誌
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には派遣の守令のみ品格を記録している。軍官と衙前は上位職と下位

職に分けられ，上位職は座首・別監の家門や，戸長・吏房（無品）を輩

出した家門が独占・世襲し，郷吏と呼ばれた。下位官人は世襲性がなく，

庶人・賎人も登用されることがあった。

　県内面の人口が記録されたのは 1759年の『輿地図書』と 1789年の『戸

口総数』であり，1戸当り人数は県全体より若干少数であるが，1戸に 4

人程度の構成である (表 5-13）。官員数と県内面人口が同時に記録され

た『輿地図書』を検討すると，戸主にならない官婢を排除する官員が 94

人であり，県内面の男 291人のうち約 30％が官人に該当する注5-70）。

　県内面の集落 (図 5-4）からは，遠くても徒歩 30分内外で治所に行く

ことができるが，衙前という名称の由来注 5-71），舟城県事例から官人は

治所移転によって居住地を移動したこと注 5-72）から推定すると，邑誌に

記録された多くの官人は邑治に居住したと考えられる。また，邑治の

宅地供給における居住地空間の範囲が決められており注 5-73），県内面で

は邑治に宅地が集中しているので，邑治が官員の集居地として適合で

あると考えられる。

　量案の階層別宅地数と邑誌の官員数を対比すると，量案による下位

官人層の 7品以下・有陰子孫は 34筆であり，邑誌の下位官人は軍官・衙

前の階層に含まられ 50-60人以下になる。量案の 34筆において，1筆が

1戸と仮定すると，136人（1戸当り 4人）となり，ここで県内面の男女比

率 (『與地図書』基準）を適用すると男が 63人となる。即ち，邑誌の軍

官・衙前の数に含まれている上位官人（戸長・将校など）を勘案すると，

量案の下位官人宅地数に邑誌の下位官人が十分に収容できる。

　また，量案では内衙と等々しい負規模が 2筆（天 80，地 60），さらに，

その 2筆と等々しい間数の家のある宅地が 1筆（地 56）あり，『湖西邑誌』

上の座首・別監 3人に当たると考えられる。

5.4.2　各司謄錄・量案調査者からみる官人

　①「各司謄錄」注 5-74）の近代編により連山県の下位官人の宋濟弼 (司法

稟報，1905.3.14)，屯税監官の宋宅用 (公文編案，1897.11.28)，駅員

の宋順命と柳漢洙 (驛土所關訴題存，1896.4.2，柳氏から宋氏に交替），

また，1909年連山財務署長の柳志熙注5-75）が確認できた。

　特に宋濟弼は邑治の天 74の畑の所有者であることが確認できた。「各

注 5-70） 参考文献 3)　ｐｐ 96-102

　18世紀の戸口調査においては正確率が低

く， 特に 15歳未満と， 15歳以上の未婚者（特

に女性）の記録漏れが非常に多かったという。 　

注 5-71）　参考文献 6)　ｐ 217

　治所の門前に集居したことで， 衙前と呼ば

れる。

注 5-72）

　舟城県の朝鮮末の邑治は 1613年造成さ

れ， 1702年移転， 1732年復治される。 それ

で邑地移動直後の 1678年・ 1717年・ 1732年・

1750年のデータを検討すると官奴は邑治があ

る里だけに居住し， 治所移動に直接影響を

受け早く移動する。 その反面， 他の官職は

旧邑治のある里や周辺里にも分散しており，

治所移動に敏感ではなかった。

注 5-73）　*参考文献 5)　p337，　**ｐｐ 326-328

　洪水による農作物被害の記録はあるにも関

わらず治所や居住地の被害記録がないことか

ら， 風水地理による邑治居住地の範囲が決

められたという *。 また， 地方の有城邑治に

おいて， 城内の面積は全体の県民が収容で

きる程であるが，城外と区分した居住地であっ

たという **。

　連山県邑治の居住地において， 西部境界

は等高線により 1901年復原図と現在の範囲

に差がない。

注 5-74）

　各官府の登録類史料， db.history.go.kr， 

2016.8.25閲覧

注 5-75）

　国家記録院， 連山水利組合委員任命報告

の件， archives.go.kr， 2016.8.25閲覧
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司謄錄」の記事は宋濟弼が税逃れで告発されたことであり，量案の時

点で彼が所有していた畑は 1914年地籍原図上では庁所有となっている。

しかし，量案から連山県全体において彼の居住地は探せなかった。こ

れは分家してないこと，長男世襲の風習で家が本人所有ではないこと，

家主としての経済力がないことなどが考えられる注 5-76）。ただし，彼と

行列字を使っているとうかがえる宋濟峯が近隣の天 80に住んでいた。

天 80は上位官人層の宅地規模のうち，内衙と等々しい大規模（8負以上）

の宅地である。この土地の建築物管理台帳では，1920年生まれの宋氏

が土地所有者であり，現在居住している恩津宋氏の妻から「堂叔から土

地を買って入ってきた」と言われ注 5-77），1901年の宋濟峯は両班の恩津

宋氏であることが分かった。宋濟弼と宋濟峯の関係は行列字があるの

みであるが，2つのことが考えられる。1つ目は彼らが兄弟または親戚

であると仮定したら，19世紀末は名門両班の恩津宋氏であっても下位

官人に雇ったことになる。2つ目は，両班の宋氏が自分の腹心に名字を

与え，郷吏の仕事をさせたことが考えられる。

　屯税監官の宋宅用に関しては，屯田管理の上位官人であり，礪山宋

氏の族譜には名前がなく，恩津宋氏の族譜から名前が確認でき，恩津

宋氏の可能性がある注 5-78）。宋順命は駅の近所に住む駅員（下位官人）で

あると記録し，駅は邑治の西側の大路近くに位置するため，邑治の居

住民ではない。ただし，宋順命と行列字を使っているとうかがえる宋

順兆が邑治の地 50（6負以上）に住んでおり，地 50は邑治近所に 3筆の

農地を所有している。これらの宋氏は，朝鮮以前から連山県に定着し

ていた土着両班の礪山宋氏とその兄弟の恩津宋氏が，連山県の地元し

て，県の行政に勢力を及んでいたと考えられる注 5-79）。金鑢は，自分の

義理の息子は恩津宋氏の世族だが「家貧流落」であるといい注 5-80），両班

さえ貧困な場合があり，19世紀末には官人に雇ったこともあり得る。

　ちなみに，ヒアリングにより，門楼前広場の北部には，「日帝の建物

で，郡守の家だった」注 5-81)と言われたが，「各司謄錄」と『承政院日記』

注 5-82)から確認した 1850年以降の守令の名前を量案から検討すると，邑

治外の農地を所有している者は存在するが，邑治の復原範囲には居住

していなく，内衙が守令の家として継続的に利用されたと考えられる。

　②量案の9面の中草本の表紙には初査・再査・初書・再書に各1人，初推・

再推に各 3-4人の名前が記されており注 5-83），正書本の最終ページには

注 5-76）

　量案検討では家を 3ヶ所も持っている人が

あることもあり， 彼以外に名前が確認された

全官人の家主記録はなかった。

注 5-77）

　 現 在 そ の 土 地 主 ， 7 0 代 ， 精 米 所 ，

2016.10.9， 堂叔は父親の四寸であるので，

遡ると主人の 3代上の父も恩津宋氏となり，

彼が 1901年に住んだことが考えられる。

注 5-78）

　1981年論山市花岳里に同族村を形成して

いる礪山宋氏が出版した正嘉公派譜 *には連

山居住部分が確認できるが， 宋宅用はなく，

邑治内からは 2人の名前が確認できた。また，

1923年恩津宋氏世譜 2巻 *からは 21世の宋

宅用が確認できたが， 彼が連山県に住ん

だことは明らかではない。 （*The Genealogical 

Society of Utah所蔵， gok.kr， 2016.7-8閲覧）

注 5-79） 参考文献 24)　pp135-137

　恩津宗氏は家門の成長と共に居住地の拡

張があり， 17世紀後半に連山居住の恩津宗

氏が公州鎮官に進出しているという *。つまり，

17世紀には連山県に恩津宗氏が定着してお

り， 公州牧の官職に進出していることで， 連

山県の官職にも進出したと考えられる。

　

注 5-80） 参考文献 22)　100目句

　有女睽離已七年　卽今流落古洪川　多情

數紙情還㥘　回首東雲但惘然（余女壻宋一

準平哉　恩津世族　家貧流落　寓居關東之

洪川縣　與德翁同里閈）。

　

注 5-81）

　S氏， 当時 73歳， 前連山面長， 自営業，

2014.9.27

注 5-82）

　1623-1894年の王命を記録した文書， sjw.

history.go.kr， 2016.6閲覧

注 5-83)
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注 5-84)　*参考文献 25)　pp160-161， お

よび韓国民族大百科事典 encykorea.aks.

ac.kr，　**参考文献 20)　ｐｐ 164-171

　正書本の地契衙門官人は， 調査より中草

本の検修が主な業務であり， 同じく量田を担

当した量地衙門は各道に設置され， 地方の

実情に明るい地元の地方官を選抜したという

（後， 両機関は統合） *。 牧の監營などに選

抜された官人は， 出身邑治での権力を維持

するため， 家族は移住しなく， 勤務期間が

終わったら出身県に帰って来たという **。 従っ

て，量案調査に県の地元が参加したと考えられる。

注 5-85） 参考文献 22)　16目句

　公庭吏退鳥聲踈　鈴閣蕭然似佛廬　烏石

閒磨眞海墨　倩人移寫閠翁書（知印朴寅範　

頗解得幾字　以凈紙搨出烏絲爛札本　使於

暇日謄出　閏人觀尺牘）。

注 5-86） 参考文献 22)　88目句

　常行日用在倫常　尼聖書中聖訓洋　半部

讀來何事業　可憐當世趙韓王（知印宋益文

讀論語第三卷　其聲琅然可愛）。

注 5-87)　参考文献 22)　70目句

　銀河斜流斗柄低　膠膠角角亥鷄嘶　料知

縣市明朝是　礧餠聲來柿樹西（縣衙西墻外　

有大柿樹環　西居者皆貧戸　趁邑塲　日以

打餠爲業）。

　

注 5-88)　参考文献 22)　136目句

　無腔篴和破鉦聲　鼓吹虛傳兩部名　靑草

池塘新雨後　不論公私只亂鳴（衙舍西墻外　

有一小瀦澤　每大雨飜盆　澤水漲溢　則䵷

黽蝦蟆　晝夜亂鳴　不知幾萬）。

注 5-89）　参考文献 22)　72目句

　空間の描写が地図の通りである。

　官堤十里水縈紆　楊柳千株復萬株　自是

輞川非別界　分明一幅右丞圖（衙門外皆閭

閻　閭閻之外沿溪上下　皆禿楊老柳　長亘

十里）。

調査委員 1人，調査学員 1人，量務委員 1人，量務学員 4人が記されて

いる。正書本に記録された官職は量案調査を行った機関である地契衙

門の所属であるが，中草本の調査員は地契衙門の官人として連山県か

ら選抜された人もあると考えられる注 5-84)。従って，量案の表紙に掲載

された名前を，連山県全体の量案から検討すると，金永善 (白石面，草

4間，近隣農地 2筆），李章夏 (豆磨面，草 2間・瓦 5間の宅地 2筆，近隣

農地 4筆），朴祥来 (豆磨面，草 3間），金永兩 (食汗面，地主は金永九で，

1筆に瓦 4間・草 3間，近隣農地 1筆）の 4人があり，そのうち 1人のみ

が邑治のある食汗面に居住していた。彼らは，連山県治所より道の行

政施設である地契衙門の官人であるため，連山県の下位官人よりは地

位が高く，連山県邑治の下位官人より間数や農地所有が多かった。

　

5.4.3　『潭庭遺藁』からみる官人・居住民

　金鑢は 1817-1819年間，連山県の守令として赴任し，その間，「黄城

俚曲」という七言絶句の詩を書いた。155句が連山県や業務で訪問した

近隣県の話であり，詩の下に注釈を付け詩の背景に関して説明を加え

ている。

　その中，賤人も雇えられた知印に，朴寅範と宋益文が言及される。

朴寅範は文字が少し読める人物であり注 5-85)，宋益文は「論語を読む声が

聴きによかった」というほど注5-86)，文字を読むことが上手だった人物で，

最下位官人であっても宋氏の知印は知識があったことが分かる。

　邑治の住民に関するものは 2つある。1つ目は，治所の西壁の外に餅

を造って場市に売ることを生業とする人々が密集していたという注 5-87)。

ここは 1914年合筆された邑治南部の大合筆治であり，官屯田であった

と考えられる空間である。また，小さい泥が度々溢れるなど注 5-88)住環

境がよくない貧困層が住んでいたことが分かる。しかし，量案の土地

情報からは 2-4負，3-4間規模の宅地が密集して，極貧困な階層が住ん

だとは見られない。ただし，農地を持ってない家が密集し，名字分布

がより多様な空間であることで，先祖から定着した居住民ではなく，

人々が入れ替わり居住する空間であったと考えられる。

　その反面，2つ目は，外三門楼の向かい側の県西里に関して，皆「閭閻」

であるといい注 5-89），集落を囲む水路の風景が絵のようだと表現してい

る。「閭閻」は朝鮮後期には都市の非両班層の空間を意味したといい注
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5-90)，その都市の非両班層としては主に中人を現すという注 5-91）。一般的

には生活の厳しくない民家として使われている。

　ちなみに，邑治以外に，筆工が槐亭 (県北部）に住んでいること注

5-93)，魯城と連山の間に棉田と荳田の農業があること注 5-94），高井里の西

側に麻農業を生業とする村があること注 5-95），酒造家が県内に 30戸ある

注 5-96)ことなど，連山県における職業による居住分化注 5-97)が見られ，邑

治は官人居住地として特化されたと考えられる。

5.5　細部区域別居住民考察

（1）前節までのまとめ

　本章では治所周辺集落の構成とどのような特性の人々が住んでいた

かを，身分と官人を中心に考察を行った。主要な内容をまとめると次

のようになる。

　①朝鮮末の連山県の県内面は現在の行政境界である連山里と概ね一

致し，9里からなり，邑治は 4-5里が集まって構成されていた。そのうち，

県西里・玉田里・中里は治所と関連する名称であり，邑治の中心部に位

置していたことが推定できる。

　②邑治の宅地は 1914年の合筆から，接道せず治所の隣に密集した宅

地 (大合筆地）と，治所各施設と隣接して行政と関連性が見られる宅地

(施設隣接筆）の，他の一般の宅地とは特性の異なる 2つの類型を見出

し得る。これらの筆は，平均すると宅地面積は 352尺，建物規模は 3.3

間となり，小規模なものであったと言え，これら以外の区域には小規

模から大規模なものまで偏りなく分散している。

　③各筆の量案に記録された面積を，その等級から負規模に換算し，

品格による法律上の規模制限に照らして，邑治居住者の階層構成を見

ていくと，庶人が 48.3％，7品以下の下位官人が 39.1％，郷吏と呼ば

れる上位官人 (5・6品，身分的は両班を含む）が 12.6％であった。

　④居住者の名字分布からは，金氏が最も多く，彼らは庶人と下位官

人層に均等に分布していた。金氏の特徴は，農地所有が僅かであるこ

と，行列字関係が多く見られることであった。特に，下位官人層のうち，

同じく行列字関係が多い白氏と比べると，農地所有が僅かで，官職の

みをする階層であり，もしくは有陰子孫であることが伺えた。

　⑤宋氏は，邑治の最も広い 2筆を占め，その筆がある中里に集居する

注 5-90)　参考文献 26)　ｐ 21

　閭巷と同意味で「礼記」 などで主に使われ

たとし， 本来は曲がりくねる道沿いに集まった

居住地， 非支配層の居住地を示したという。

注 5-91)　参考文献 3)　ｐ 195

　朝鮮王朝実録から， その使い方を民間の

家， ソウルの都市地域を現したという。

注 5-93， 94， 95)　参考文献 22)　89目句，

146目句， 151目句

注 5-96)　参考文献 22)　152目句

注 5-97)　参考文献 5)　p330

　『朝鮮の集落』 には，邑治周辺に郷吏部落，

匠人部落， 官奴部落などの特殊部落があっ

たという。 （*朝鮮の集落， 中編， 朝鮮総督府調

査資料第 39輯， 1933）
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特徴があった。また，上位官人の宋氏と下位官人の宋氏の負規模は差

が大きく，2グループにはっきり分けられる。上位官人の宋氏は地方権

力を持った両班，そして，地方官員を世襲した郷吏家門であったと考

えられる。最も面積の広い 2筆のうち 1筆は，量案の時点で両班の恩津

宋氏の居住が確認でき，彼らの兄弟派の連山の土着両班の礪山宋氏の

代わりに，連山県邑治における影響力を持つ一族であったと考えられ

る。

　⑥門楼前の県西里には主に官人が住んでおり，南部の大合筆地には，

特に連山県に縁故がなく，最下位官職を担った階層が住んだと考えら

れる。

（2）分析による居住民の細分類　

　農地所有・名字・行列字は，その居住民の特性が現れたものであり，

負規模による階層の推定に加えて，居住民を分類すると図 5-19となる。

分類を説明すると，まず，法律上の 2負，4負，8負の制限に基づいて，

大きく 3つの類型に分けられる。

　2負，即ち庶人は，まず農地を所有するか否かによって農民（C）とそ

の他に分けられる。庶人のうち，農地を持たないものは 33筆存在し最

も多く，これらは邑治における商人・職人や知印・使令といった最下層

の官人，もしくは先祖が奴婢であった人であると考えられる。これを

法の制限だけではなく，実際の負規模によって分類すれば，私奴（A)と

商人・職人・知印・使令・官奴（B)の階層が見出し得る。但し，C階層は

農民のみではなく，農地をもった B階層の可能性も考慮されるが，B階

層よりも若干規模が小さく（表 5-14），知印・使令などの職業が安定し

ていた官人は Bに含まれたと考えられる。

　4負，即ち下位官人は， 農地有無により邑治での定着性の有無が考え

表 5-14　庶人・下位官人の間数と負

階層 筆数
間数
範囲

平均
間数

平均
負規模

A 8 2-3 2.3 1.1

B 26 2-5 3.0 2.0
C 8 2-4 2.9 1.5
D 17 2-5 3.1 2.9
E 8 3-7 4.1 3.4
F 9 3-9 5.0 2.7

庶人（2負,42筆） 下位官人（4負,34筆） 上位官人（8負,11筆）

農 地 農 地

農 地行列字

無 有

有 有

有 無

無無

8.0負

下 上

1負 2負

Ａ

C

ＥD Ｈ

Ｉ

私奴婢　　　　　　　　　 　 農民　主職業　

法律
分類　

量案
分類　

身分　 　　賎人・庶人 庶人・中人 中人・両班

　下位職（衙前·軍官·知印·使令）　     上位職（戸長・校官等） 座首・別監　　　　　　　　

Ｆ

ＧＢ
8筆 26筆

8筆 9筆

8筆17筆 6筆 3筆

2筆

商人・職人
知印・使令・官奴

図 5-19　居住民の細分類
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られ，農地のある筆を Fと区分する。F階層は，農地のある庶人（C）が

Bより間規模が小さいことに対し，農地を持たない他の下位官人層より

住宅間数が最も多い。所有する農地が小規模であっても住宅は 7間であ

るなど（地 18），家門に財産を持つ階層であると考えられる。また，下

位官人層は，農地の有無による行列字における特徴があったため，農

地のない筆を行例字がある筆（E）と行列字がない筆（D）に区分する。E

階層は金氏 5人，宋氏 1人，白氏 2人で，金氏は下位官人を担った一族

であったと考えられる。D階層は，金氏 3人，宋氏 3人が含まれてはい

るが，総 12ヶ名字があり， E・F階層に比べ間数が小さく，E・Fより下位

職を担った階層であると考えられる。

　上位官人の 8負階層は，守令の家の負規模と等々しい 8.0負以上の 2

筆に宋氏のみが住んだ特徴から，この 2筆を Iと区分する。8.0負以下

の筆のうち，広い宅地を占めるものの，農地を持たない筆は，Hに区分

し，H階層は家門が連山の土着ではない官人であると考えられる。Gは，

農地を所有する階層で，宋氏以外の郷吏家門がうかがえる。

（3）空間別分布特性考察

　この細分類に従って，各階層の居住地の分布を見ると，図 5-20，21，

22のようになる。邑治のなかでも広い宅地のある中里には上位官人（G・

H・I）が集中し，下位官人は邑治全体に分布するが，治所門前の県西里

と南部の大合筆地に集まっている。そのうち，土着性の高い有陰子孫

と考えられる Fは南北路を基準に主に左側に分布し，郷吏（G・H・I）は

主に南北路の右側に分布する特徴を持つ（図 5-23）。庶人層だけを検討

すると官と関連する可能性のある Bは半数（13筆）が治所隣接地や大合

筆地に分布している。Aと Cは市場と中里の上位官人近隣に分布してい

た（図 5-20）。

　この分布を，ヒアリングと史料と対比して詳細に検討する。中里と

自然村と考えられる月陽垈里には郷吏と上位官員（G・H・I）が点在し（図

5-22），『各司謄錄』から確認したように，宋氏が官職を担った一家門

であったと考えられる。ヒアリングから，Iの 1筆は恩津宋氏であるこ

とが確認でき，土着姓氏の礪山宋氏から分かれた近い一族として，連

山県の邑治に関わったと考えられる。また，邑治の 5負以上の大筆のう

ち，洪氏が 1筆（地 56）を占め，大筆の宋氏と同規模の 12間であった。

洪氏は宋氏が農地を持ったのに対して農地を持たず，邑治に 2戸のみで
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図 5-20　庶人層（A,B,C)の分布

図 5-23　Fと GHIの分布

図 5-21　下位官人層（D,E,F） と Bの分布

図 5-22　上位官人層（G,H,I)の分布
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あることから，官職のため邑治に居住し，『湖西邑誌』の座首・別監の

3人に含まれると考えられる。

　量案では，中里を含む，治所から北側を北村と記録しており，邑治

の向きから考えると，中里は南北路の上部（東側）で官施設に囲まれて

いる。漢陽でも宮殿の間に位置する北村は最も住まいに適した土地で

あり，官職の高い両班が住んだように，連山県邑治の中里もまた，道

路の利便性と泉のある平地で，邑治内の最も良い場所であり，高い階

層の人々が占有したと考えられる。

　治所の前である県西里は，衙前の名称の由来とも通じる様に，官人

が集まっていた。図 5-21を見ると，下位官人の D・E・Fは邑治全体に分

散しているものの，門前は 1筆が上位官人層で，残りは下位官人か知印・

使令と考えられるBのみである。県西里は『與地図書』では県里と呼ばれ，

治所を邑や県とも呼んだことから県との関係性からなる村であったと

考えられる。金鑢が，治所の門外は全て「閭閻」であると記録したように，

都市の非両班層として身分的には主に中人である官人が住んだと考え

られる。復原図では宅地ではないが，玄 18の右（玄 40）筆に 1873年使

用許可を取った建物があり，日帝時代に公営の韓電があったこと，治

所の配置軸がこの村を通る道（門前路）と調和することから，県西里は

治所移転に伴い，下位官人の居住地として造成された集落であったと

考えられる。漢陽でも両班は宮殿の近く，実務をする官人は行政施設

の近くに住んだように，連山県邑治にも下位官人の居住地として，治

所と最もアクセスのよい県西里が選ばれたと考えられる。

　官屯田であったと考えられる南部の大合筆地は，下位官人と共に，B

層の庶人が居住している。この区域に関して，金鑢は貧乏な人が集まっ

ていたこと，小さい泥が度々溢れていたことなどを記録しており，住

環境は決してよくなかったと考えられる。量案中の所有者の姓を見て

も，特定家門の集積は見られず，3代以上居住しない下位官人，庶人・

賤人からも登用された知印・使令など，定着性の低い人々が入れ替わり

居住地とした空間であったと考えられる。

　市場周辺と北部の大合筆地には庶人（A・B・C）が分布している（図

5-20）。目立つのは Aと Cが中里の郷吏の宅地周辺に分布することであ

る。地 27の北面が市場の旧入口として，現在裏道となっており，その

道沿いの玄 9には 1917年に使用許可（建築許可未登録）を取った場屋が



19世紀末連山県邑治の空間構成と住民属性に関する復原的考察120

4軒あった。市場入口の道沿いには仮説店舗や半農半商の家が集まって

いたと考えられる。また，郷吏層の地 56・地 60・地 62の土地に隣接し

て，それらから分筆された形態をした筆が存在し，庶人層の宅地となっ

ているが，これは郷吏の私奴婢が暮らした宅地である可能性がある。

　北部の大合筆地は南部のものと異なり，行列字が認められる金・白・

崔氏や，郷吏と関係があると考えられる宋氏の宅地のみが分布する。

また，南部の大合筆地の住居地は現在まで続いているのに対し，北部

の大合筆地の北半分は，現在駐車場になっており，解放直後「家屋の跡

地が 1つ，畑のなかに小屋が 2つのみあった」と言われ注 5-98），居住地が

持続してなかったと考えられる。また，この空間は 1968年の空中写真

上，近隣の宋氏土地と共に畑になっていること（東西路沿いを除く）が

確認できる。これは，宋氏居住地の変化に従って変化したと考えられ，

邑治両班の邑治外移転現像注 5-99)と関係があり得る。即ち，北部の大合

筆地は，中里の上位官人との私的関係を持つ人により形成された居住

地であったと考えられる。

（4）まとめ

　一般に，韓国戦争後の邑治においては商売のために人が集中し，居

住民の入れ替わりが多かった。連山県邑治も量案に掲載された所有者

と現在の所有者の姓が一致しない場合が多く，ヒアリングでも宋氏以

外の子孫は発見出来なかった。特に連山県は，日帝時代に，邑治と離

れた場所に連山駅（1911年）と町が造られ，他の邑治と比べても，多く

の居住民の移動があったと考えられる。

　上位官人は，邑治内で最も居住に適した中里に住み，下位官人は治

所からも家並みが見える程近い県西里に住んでいた。これは上位官人

は治所との関係というよりも，居住適地を選んで占め，下位官人は行

政の必要により治所前面の空間を占めていたものとも考えられる。ま

た，大合筆地と治所隣接地，上位官人筆の近隣，市場近隣に庶人階層

の筆が分布し，余った土地を占めて来たと考えられる（図 5-24）。

　1894年には身分制が廃止されているが，日帝時代までも私奴が存在

しており，本研究において復原を試みた 19世紀末は，全ての階層の商

業的な活動が活発化したことを除けば，依然として身分差が色濃く残

された時代であったと考えられる。量案による階層の分類は，実際の

居住者の身分や職業を確定する史料とはなり得ないが，邑治という空

注 5-98）

　R氏， 当時 70代， 前婦女会長

注 5-99）　参考文献 8）
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上位官人
下位官人
最下位官属人
庶人

治所施設

上位官人・庶人

下位官人
↑N

図 5-24　連山県邑治の住居分化

間の居住民の階層構成と，階層別の居住地の分布を描き得る。

　今まで邑治研究において，数値や言葉でのみしか説明されてこなかっ

た邑治の居住者の構成を，空間的に表したことに本研究の意義がある

と考えられる。また，朝鮮時代の地方都市の研究のため，邑治の官施

設と共に，邑治の居住民とその生活空間に注目し，治所周辺の集落の

空間構成などについても考察が深化する必要があると考える。本研究

では，少なくとも中里と県西里の特徴をとらえることが出来た。今後は，

連山県邑治の様に，日帝時代に作成された戸籍台帳と量案の残る邑治

や，量案の残る邑治の研究を通して，それらを比較していく必要がある。
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第 6章　結論

6.1　本研究のまとめ

　本研究は，現在韓国における「邑内」と呼ばれる地方小都市の町とし

て存在する朝鮮時代の「邑治」の研究である。この邑治は，韓国におけ

る地方都市を理解する上でも重要であり，中央集権的統治の下，統一

の理想に基づいた朝鮮の都市像を明らかにするためにも主要な研究対

象である。

　本研究は朝鮮時代地方都市のうち，小都市郡・県の無城邑治である連

山県邑治を事例に，地方都市としての空間構成と居住民構成を明らか

にするため，1901年量案を用い，19世紀末の邑治空間の復原を試みた。

その前に，2章および 3章では，邑治の基本的特性を把握するため，邑

治の形成背景と立地条件をまとめ，共通に置かれた治所施設の配置に

おける規則性を明らかにした。

　それに基づき 4章では連山県邑治を対象に，治所施設の配置規則性

と対比しながら，絵図のみでは知り得なかった連山県邑治の実像を考

察した。19世紀の連山県邑治の復原を通して，邑治内道路は周辺部と

異なる性格を持ち，邑治の空間骨格を形成していたこと，東軒を中心

とする治所の空間は風水地理要素と軸を形成していたこと，この軸は，

治所の向かい側の集落（県西里）を貫通するように通され（門前路），邑

治における官の公式的な進入路であったことが明らかになった。治所

から門前路の一帯は邑治内の象徴的空間を形成しており，その一方，

王権を象徴する客舎，中央に税米を送る邑倉，周辺市場と場日のネッ

トワークにより開かれる邑場は，その象徴軸と離れ，邑治間を連結す

る道路沿いに位置し，邑治外部との関係による機能的空間を形成して

いた。

　また，道路骨格の範囲内に治所からなる象徴空間，水供給・排水シス

テムとしての泉・水路，経済拠点としての邑場と邑倉，官・民の交流の

場である門前広場と住民の交流の場としての邑場は連山県邑治を構成

する都市的要素であると言える。交流の場は階層間の意見交換ができ，

民意は治所にいる守令を通して，客舎に泊まる観察使に伝達され，ま
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た観察使を通して王に伝達される。邑治はこれらの意見伝達の場所が

集まることで中央と地方を媒介する空間であったと考えられる。

　5章では，4章の空間復原から明確に現れた邑治の宅地群を対象に，

法律と量案の筆分析により，居住民の階層を分類し，その分布特性を

明らかにした。郷吏と呼ばれた地方権力層である上位官人は，19世紀

末には恩津宋氏（両班）が担い，彼らは泉と幹線道路に近接する空間（中

里）に集居していた。下位官人は治所正門の向かい側に，庶人は上位

官人の周りに分布する特徴が明らかになった。この分布特性を解釈す

ると，郷吏たる上位官人は邑治内の居住好適地を占有し，下位官人は

治所業務の必要性から治所から見える範囲に住まい，私奴を含む庶人

は郷吏層の居住地の近隣に住んだものと考えられる。即ち，これは地

方邑治においても，階層による居住分化が現れたのである。

　上述の居住分化は 4章で示した連山県邑治の象徴的空間と機能的空間

に分けられる。象徴的空間は治所と下位官人の村がある邑治の南部で

ある（図 6-1)。ここは東軒を中心とした地方行政施設群と行政実務を担

う下位官人の居住地からなる空間で，主山－案山を連結する象徴軸と

調和している。機能的空間は，邑治間を連結する東西路沿いの北部空

間であり（図 6-2），交通が重要な市場，中央と関連する客舎と邑倉，そ

して上位官人の家が分布していた。前者の空間は主山と案山に隠され，

図 6-1　東軒からなる象徴的空間 図 6-2　客舎からなる機能的空間
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地方行政のためコンパクトに形成された空間であり，後者の空間は外

部に開かれ，それぞれ機能面から形成された空間であると言える。

　最後に，絵図での理想的表現と復原図の実像を比較すると，儒教の

天子北坐南向の原則により，邑治が西向であるにも関わらず，実像は

絵図と同様に客舎が南向をして理想を守っていた。風水地理で忌避さ

れた十字路も絵図と同様に実像にも交差路がずれるように実現されて

いた。絵図上，治所前面にある南北路が，実像でも邑治の幹線道路となっ

ていた。一方，絵図では施設のハイアラーキーにより施設の塀の位置

を異なるように表現したことに対し，実像では，各施設の筆の位置に

おける施設のハイアラーキーは明確ではなかった。また，治所と客舎

は分離されており，実像ではその間を宅地が連結し，巨大宅地群を形

成していた。

　絵図では，風水地理要素に囲まれた治所が邑治空間の中心を占め，

治所のみが大きく描かれ，かなり官中心的思想が現れていた。しかし，

実像空間は，山と川に囲まれ，居住地が空間の中心を占め，分離され

た治所施設の間に各階層別居住空間が存在していた。連山県邑治は城

壁はないものの，一定の空間に宅地群が形成され，官と民が調和する

領域性を持つ生活空間であった。

　本研究は，量案を用い 19世紀末の邑治の実像空間の復原を試み，居

住民の構成を，絵図では表現されてない住居空間に表したことに意義

がある。

6.2　本研究の限界と課題

（1）空間解釈に関して　　　　　

　邑治の空間に関する既往研究は，邑治を，治所と官を中心とする権

威的・象徴的・理想的空間としての認識が多い。これに対し，本研究で

は地方社会を維持する階層間の媒介空間として認識した。媒介空間と

しては客舎，門楼前広場，市場であると示したが，客舎以外の空間は，

全ての邑治にあったとは断言できない。門前広場は，連山県邑治の場合，

地籍原図上では治所の筆に統合されていたように，地籍原図のみでは，

他の邑治において広場の有無が確認できない。しかし，多くの絵図と，

幾つかの事例研究，踏査した邑治からは門前広場が確認できた。この

空間は，地籍原図上で国有地であること，邑治の年中行事の際，住民

注 6-1） 参考文献 1） p277

　呉宖默 (1834-?年） が各地方の守令として

派遣された最， 邑の詳細な事を記録した日

記が残され， 『固城叢瑣錄』 （19世紀末） と

『咸安叢鎖錄』 （1890年） などには邑治の祭

儀が終わると， 官衙のマダンで集まり， 仮面

舞踏をした日常が記録されているという。

　濟州牧は 1910年まで門楼前広場で行われ

た立春祭の写真記録があり， 現在も伝承され

ている。
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との宴会が行われた事例（濟州牧・固城府・咸安郡など注 6-1））から，官

により設けられた空間であると推定できる。邑場は邑治内ではなくて

も，邑治居住民の需要により邑治の近所に開かれたのが一般的であり，

邑治によっては門楼前の広場に市場が開かれた事例もある。このよう

な媒介空間に関しては，今後究明の必要があるが，媒介空間は邑治空

間を見る一つの視点であると言える。

　邑治空間のモデルとしては，これまでに，邑治を距離と居住民で表

現した図 6-3，施設位置により行政中心地・祭儀的領域・風水的領域と

表現した図 6-4，慶州邑城をモデルとして表した図 6-5，治所の空間を

都城に対比して治朝領域（1次領域）・燕朝領域（2次領域）・外朝領域（3次

領域）と表現した図 6-6がある。これらは，邑治空間を地方行政の機能

をもとに治所施設の配置を表現したものであるが，これらに対し，本

研究では民→守令→観察使→王に繋がる意思伝達の体系を，空間に反

映して表現した（図 6-7）。今後，この解釈の検証も必要であり，邑治研

究における，多様な事例と多様な観点からの空間理解が必要であると

図 6-6　地方官衙の職による配置構成概念図
参考文献 4)　p223， 再作成

図 6-4　邑治領域の構成概念
参考文献 2)　p285， 再作成

図 6-3　邑治の空間概念と人口構成
参考文献 1)　p92， 再作成

図 6-5　慶州邑城の空間構造モデル
参考文献 3)　p318， 再作成
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図 6-8　復原研究のプロセス

Ⅰ空間復原 Ⅱ居住民の特性分析

Ⅲ邑治空間に関する考察

1.量案による地図復原

2.主要施設の位置確認

天1 天2天4

天3

天5

天1 天2天4

天3

天5

筆の情報 ①筆の情報による配置

①絵図および邑誌類での施設配置確認
②量案での施設筆と地籍原図の国地確認
③19世紀-日帝時代の邑誌類，建築物管理台帳，現地調査，ヒアリング調査で位置確定

3.治所配置復原

①治所位置の領域確認
　　ヒアリング，量案の筆面積，土地管理台帳，地籍図の対比

②治所施設の種類と規模推定
　　邑誌類の「公廨」条，絵図，量案，ヒアリングの対比

③治所配置推定
　　絵図の配置，戦前の空中写真(国土地理院)，19世紀-戦前の写真類(各自治体)，ヒアリングの対比

＊絵図での治所配置や量案がない場合は，地籍原図と配置規則性により邑誌に掲載された施設の配
　 置を推定し，ヒアリングと日帝時代の資料を活用する。

①道路網から
　　ⅰ旧韓末地図，絵図，復原図，地籍原図の対比により広域道路網把握
　　ⅱ広域道路網と内部道路網の関係，主要施設や周辺集落と道路の関係考察
②主要施設および場所から
　　ⅰ風水地理要素，地形条件，周辺施設との関係により各施設の空間位置考察
　　ⅱ日帝時代の使われ方のヒアリングにより各場所の機能考察
③居住民と居住地から
　　ⅰ口伝資料（各自治体の文化院），ヒアリング，邑誌の対比により復原図上に集落分布推定
　　ⅱ居住民階層分布と主要施設の空間関係考察
　　ⅲ居住民階層と邑治外集落（地方両班同族村など）の関係考察

　　

1.居住民把握

2.個人情報把握

①個人の居住地確認と居住民リスト作成
　　ⅰ量案での筆所有者と19世紀末の戸籍類，地籍原図と日帝の旧土地台帳の対比
　　ⅱ各司騰錄，承政院日記から守令・官員の名前検討
　　ⅲ上位行政庁と邑の治所の人吏案,官奴婢案,先生案確認(自治体の分化院・歴史博物館）
　　ⅳ郷吏家門の郷規関連文書確認

②現在居住者と①のマッチング

①『戸口総数』と邑誌での人口，邑誌の「官員」条の官員数確認
②量案の筆の負規模により階層分類
③1戸当人，男女比率，品別官員と②の対比

3.居住民生活像検討

①邑治の観察使・守令の日記類(出張記録物，個人文集)検討
②地方両班，郷吏家門の文集検討
③政府記録物(2-①-ⅱなど)の検討
④現存子孫のヒアリング，日帝時代のヒアリング

天1 天2天4

天3

天5

②筆の対比
　地籍原図（国家記録院）
　旧地籍図（各自治体）

③筆線の整理
　筆面積（尺）と地籍図対比

天1 天2
天4

天3

天5

考えられる。

（2）復原的研究に関して

　邑治の空間研究の限界は，常に史料の不足である。連山県邑治にお

ける空間史料は，本研究で用いた史料以外には確認することが出来ず，

地域によってはこれらの史料が充実してない場合もある。居住民に関

する史料は，連山県には残されていないが，幾つかの史料が存在する。

特に，朝鮮末と日帝時代の戸籍台帳は，量案の土地所有者との対比に

より，居住民の階層がより明確に把握できる史料である。また，連山

県の地籍原図は土地主の名前が消されていたが，記録されている地域

も多く，量案と地籍原図の直接比較も可能である。その他，人吏案や

官奴婢案など，官人・官奴の名簿は最も重要な史料であり，守令・観察

使の公的・私的記録物，郷吏家門の文件，地方両班の文集・族譜なども

参考となる。

　把握した史料と本研究のプロセスに基づいた研究方法を表したのが

図 6-8である。本研究では，Ⅰの空間復原は達しているが，Ⅱにおいて
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は，量案の土地所有者の名前と対比できる史料がなかったため，主に量

案による居住民の階層分布を表すことに留まった。

　今後，量案が残る邑治との比較研究により，復原研究方法をより明確

にすると共に，邑治内の主要場所の使われ方や住民と空間の関係に関す

る詳細な研究を通して，本研究による知見を明確にしたいと考える。
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