
ソウル大学校奎章閣所蔵の 「朝鮮資料」について

辻 星 日しーノ

1． はじめに

国栢（日木悟）史研究において、「朝鮒査料」が市民権を得てすでに久しく｀『捷解新語J

をはじめとする幾多の狩料や研究が公にされている。また朝鮮栢を記した日本文献である「日

本贅料•Jについても、 朝鮮語史研究において、 徐々にその地歩を固めつつある。 そしてまた、

両者が不可分の関係にあることが多い点から、「日本・朝鮮没料」として総合的に捉える必

要があることことも既に指摘したところである（辻1997)。このような総合的観点から「日本・

朝鮮；代科J を濶査、 研究する一環として、 今般、 韓国において、 ソウル大学校奎序閣、 国立

中央図瑚館その他所蔵の関係；代科を中心に講査を行った。蛮章I閲所蔵の r朝鮮費科」につい

ては、 既に斯界に公にされ、 解俎や彩印本が出されているものも多いが、 従来、紹介されて

いなかった沢料•もあることから、 ここに、 奎章ll!I所蔵の r捷月各新語J糀本と r隣語大方J を

中心に、 まとめて取り上げ、 報告することとしたい。 また、 同時に、 他機 l閲所蔵の沢料との

比牧により、奎章閣所蔵本の特徴も見ていきたい。

2. 奎章閣の蔵書

金章Il11は、 王室の文栂保箭所、邸り：館、 学術・政策研究の機能を持った機関として、 正祖

元年(1776年）に創設された。1910年の植民地化とともに、奎章1!11が1絡止され、 その所属は、

紆余1111折を経たのち、1928年京城帝国大学（附属）図也館に移管された。第二次大戦後、 ソ

ウル大学校図翡館がその蔵杏を箭理していたが、1992年にソウル大学校変章 llllとして独立・

昇格した。 本来の（旧）奎浮l褐所蔵図害はJ4万8干冊であるが、 現在に到るまで、 多くの古也

等を収歯し、現在は26万5干点（古文苦、版木等を含む）に上る(s:i ·ur大学校苑I;tl柑2001)（注1)。

奎茸 llll には国宝を含む歴史的に非祁に貨狙な文献が多数所蔵されていることは言を侯たない。

現蛮窃l川が所蔵する蔵也（韓国本）の目録としては、1962年の r蛮卒1111韓国本熊名索引」

を陪矢として、1965年にはr奎箪淵隙国本総目録」、1981年にはr奎潅 ll!l韓国本綜合目録」 (1994

年に修正版）が出されている。また、 解題篇が1978年より部l'1別（経史子集）に刊行されて

いる。 ここで扱う、 いわゆる「朝鮮骰料」 については、多くが r蛮蹂閣韓国本図密解題 経・

- 254 - (11) 



子部』 (1978年）に入っている。 さらに、 1997年から同所蔵の匝文学査料の文献学的整理作

業が企画、推進され、2001年に r奎章隙所蔵語文学狩科 語学菊 解説』 および r奎章閣所

蔵諾文学査料 訴学篇 目録 掛誌』（ソウル大学校奎章IMI描 太学社）・ （以下、 蛮章料l福

(2001) とする）として結実した。 この『語学篤 解説』には、 それまでの解題には含まれ

ない 一毀文庫本（後述）や karam 文庫本も入れてあり、 さらに言語史的観点からの解説も

大幅に盛り込まれている。 ここには、 本「朝鮮査科」関係の由誌・解題の情報としても有益

なものが含まれている。

3. 奎章閣所蔵の 「朝鮮資料」

3. 1 『捷解新梧』 （原刊本）

いわゆる原刊本は次の2本を蔵する。

① 奎黄1638 （安田 (1990) でいう「底本」）

産章閣紺 (2001) （目録・柑誌）によれば、 本杏の杏桔は次の通りである。

奎貨1638

康遇聖（朝鮮）紺 ． 校術館． 1676年（粛宗2年）

10巻10冊 ． 活 (hankwr. hanca :戊辰字， kana: 倭諺大字） 33X22cm (i土2).

四周双辺 ． 半葉匡郭： 23.8Xl8.2cm ． 有界．6 行11字． 注双行 ．

版心：上下内向二策花紋魚尾 ．

表題・版心題：捷解新語 ．

刊記：康熙十五年 (1676) 丙辰孟冬開刊 ．

印： ［廂邸］ （朱文長方印）、［弘既］ （長方印．弘：白文．齋：朱文）、 ［承華／章］ （方

印． 承華：白文．章：朱文）

なお［廂廊］は巻 1 第 1 張首題「捷解」に瓜ねて押され、［弘齋）と［承華／章）は、巻 1 第 1 張

右下に、 それぞれ上下に押されている。［弘齋）と［承蔀／章］の印は正祖（在位1777-1800 号

は弘齋）の手沢本であることを示すという（干恵鳳1993:122) 。また、 上欄には右から、［京

城帝国大学図街章］ ［朝鮮総瞥府図歯之印］ ［s;i'u1・ 大学校図歯） ［京城帝国大学図宙章］の

印が見られる。

本術に貼られた図省ラペルは、「図術番号：奎炭1638; 一部冊数：10; 内別番号： 1(-10) 」

とある。 また、 この上に 別ラペル 「蛮3707 ; 2 ; 1 (~ 10) 」が貼ってある。

本苔は、 1934年古典刊行会から影印され、 その後、 その再影印本が京都大学文学部国語学

国文学研究室福（以下京大国文箱とする） （1957, 1972) として刊行されている（さらに、 こ

れを基にした影印本が韓国より複数出ている）。 また弘文llll (1990a) も、 これを底本として
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新たに影印されたものである（原刊本の解題については京大国文編(1957)、同(1973)等参照）。

② 産賃1639（安田(1990)でいう「別本」）

本術の術誌は①と同じであるが、印影については若干異なる。すなわち印影（巻1第1張）

は、［廂血］と棉外の［S;)'ur大学校図書］［朝鮮総将府図む之印］ ［京城帝国大学図宙章］ （右

より）の4 印である。①と異なり、［弘齋］ ［承華／章］の印がない。奎章閣所蔵の伝来本であ
るという（干恵鳳1993:122)。

本牲に貼られた図由ラペルは、「図柑番号：奎貨1639; 一部冊数：10;内別番号：1(-10)」

とある。 また、 この上に 別ラベル 「奎複3707; 2; 1 (-lO) J が貼ってある。

本由と上記①とは同版同刷であるが、 誤植訂正が両者に見られる。 これについては、安田

(1990:65ff.）に詳しい。

この奎炭1639は未だ公刊されていない。 ソウル大学奎章1開では、 同店のコビーの参観が可

能である。なお、 奎章閣椙（解説）（2001)で、京大国文編(1957)の底本をこの金貨1639

とするが、 これは誤りである。

3. 2 r貫刊改修捷解新語J

いわゆる重刊本については、 次の2本を蔵する。
① 奎貨3952 OB奎章闇本）

奎章1閤糊(2001)（目録・掛誌）によれば、 本術の也詰は次の通りである。

奎賓3952

程鶴齢（朝鮮）箱 ． 1781年（正祖5)
10巻12冊 ． ［木］33.3X20.8cm.

四周単辺 ． 半菜匡郭：23X16.1cm ． 有界．4行12字（拡刊序： 6行12字） ．

表題・首題・尾題：捷解新語 ．

版心姐：改修捷解新語 ．

序：重刊捷解新語序…歳辛廿(i7Rl)・・・李湛 ．

巻末：伊呂波真字半字並録．伊呂波吐字（以下略）

印： ［本学］ （朱文印）

なお、本粒の印は、「序」 の第1張の右下に［本学］とあり、上欄右に［朝鮮総咽府図杏之印］

［s;i'ur大学校図酢］がある。
本掛に貼られた図掛ラペルは、「図省番号：奎貨3952; 一部冊数：12 ;内別番号： l (一

12)」とある。また、 この上に・ 別ラペル 「 奎3707 ; 2 A ; l (-10)」が貼ってある。
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本術は、 弘文憔l(1990b)として影印されている。 なお奎章1紺(2001)では、 京大国文紺

(1960,1972)の底本を、 この蛮貨3952としているが、 これは朕りで、 底本は東洋文廊本で

ある（なお重刊本の解四については京大国文淵(1960 ; 1973)�I光・手泄英(1998)等参照）。

② ー筑文庫本

図掛番号： •irsa（一鉗）古；495.68; Gl55c ; V.7- V.9 

この一筑文JilI本（ 一捉本）については、 これまで紹介されたことがなかったので、 やや詳

しく述べておく（奎章閣編(2001 )にも、この②については、 大きさと雰本であること以外

酋及がない）。本Ul-は 一絞文叩所蔵のものであるが、 一毀文郎は、 ソウル大学校文理科大学

教授およぴ同学長を務めた栂国語学者方5船欽（号一沢）教授が1952年に奎章1紺に寄j岱した蔵

fil (2502fllflである。本也は、 巷7, 8, 9の三冊の雰本である。 形体は、 29X20.2cm（奎章

rn,組(2001)による）で、奎棋3952より天地が少し短い。もともと保存が非‘前に悪く、張ご

とにばらけて、断片、破片が残存していたようである。現在の形体はこれを補修し、 淡打ち

し、 断片を適当に張り合わせて整理し、 咎ごとに製本し直したものと思われる。 しかし、 整

理時における張付けの誤りや断片を張り付ける際の誤りなどが数多く見られる。

巻 7 • 8はマイクロフィルム化されており 、 紺査はこれに依った 。巻9 はマイクロフィ

ルム化されておらず、 原物を濶査した。諏刊改修本は、 完本として、 上記の蛮棋3952本であ

るID奎討21財本のほか、 東洋文庫本、 金沢庄三郎縛士旧蔵の濯足文庫本、 小倉進平栂士旧蔵で

ある小倉文献本（康大言語学研究室所蔵）などが知られているが、 一筑文血本も、 これらと

同じ版である。 しかし、 旧奎章Ill!本と比べれぱ、 一部に印刷上の相述が見られる。 例えば、

咎8-25表から裏にかけて記された朝鮮語訳のハングルは、 旧蚕ft|}］本でto-ra-ka-ko-cya

（かゑりたう）であり正しいが、 一沢文,,,図本は、 to-i-a-ka-ko-caで、 cyaの母音字の横 一

画がない。 しかも kaの母音字の横棒が補写してあるようにみえる。 いずれも版木の摩滅に

よるものであろう。 ちなみに、 東洋文庫本（京大国文紺1960)では、 to-ra-ki-ko-ciとなって

おり、 kaもcyaも柚の面が全て消えている。（東洋文耶本は、他の点でも最も庶滅が箸しい

ょうに見える）。なお濯足文眼本(i:t3)は一箕本と同じではあるが、kaの母音字の横面ははっ

きりしている。 さらに、麻麗大学校縛物館所蔵の煎刊改修本の版木(60枚D-1273;D-1263-

D· 1321)により新刷されたものの影印（月i光・手泄英1998)では、 to-ra-ki-ko-ciである。

(ciはcy;iとも見えるが汚れによるものであろう）。煎刊本llりの印刷の前後関係は、複雑な

さHti'iもあり、 今後の問題としたいが、 一毀文Jil1本は旧班卒l開より後摺であろう。

一箕文』1本は上記のように乱丁や欠丁があり、多くの断片（破片）が誤って配箇されてい

る。例えぱ、 巻7-12狐が巻9-1裏に、 巻8-14表が巻7-14表に配阻されていたりしている。

(14) - 251 -



また、 巻 8 -12裏の2断片が、 巻 8-7裂と巻 8-10狐に張り付けられたりしている。 今回、 こ

れらの整理を行ない、 断片の配骰の修正を試みた。細かい断片の配位などは措いて、 以下に

欠張に関してのみ簡単に整理結果を記す。

巻 7 における欠張： 8 張表衷、 9 張炭、 10張表衷、 12張表、 14張表裂

巻 8 における欠張： 7張衷、 13張裏、 14張裏、 15張表

巻 9 おける欠張： 1 張表裟、 2 張表班、11張表衷、 13張表裏｀ 15張表裏、 17張表

これ以外でも、 ごく 一部の断片しか確認できなかったものも多い。詳細は別秘に誼る。

3. 3 r捷解新語文釈」

本歯のil}誌については、奎章閣紺 (2001) に採り上げられていないので、奎章1開 (1978=1993)

による。

司訳院（朝鮮）絹 ． ［刊年未詳］

12巻 4 冊．［木］ 33.8X21cm. 四周双辺． 半策匡郭： 22.6 X 15. 6cm ．有界， 7行14字 ．

版心：上花紋魚尾 ．

巻末：伊呂波媒字半字並録、 伊呂被吐字（以下略）

＜奎1678〉

本術に貼られた図t!防
・
ラベルは、「図掛番号：奎-Ci"1678; 一部冊数： 4 ;内別番号： l （一

4) 」 とある。また、 この上に 別ラペル 「発3707 ; 3 ; l (- 4) 」 が）I占ってある。

本Ufの影印本は、 京都大学国文紺 (1963a, 1972) 、弘文llil (1990c) として刊行されている。

後者のほうが鮮明である（なお文釈本の解題については京都大学国文編 (1963a ; 1973) 

祁光·手世英 (1998) 等参照）。

r文釈」については、 この奎章1珈］所蔵本が天下の孤本とされている。 ただし、 韓国盛麗大

学校博物館には、 同害の版木11枚（D-1246- D-1256) が所蔵されており、新刷されたもの

の影印が鄭光・手泄英 (1998) に掲載されている（なお、 この文釈の版木はr（高麗大学校）

博物館収蔵品目録1989」では単に 「捷解新語」 とある）。また、 報国国立中央図栂館には、

文釈本の写本（完本 4 冊）が所蔵されていることが今回判明した（図歯番号331; 3) 。 原本

の正確な写しである。本杏の登録は棺紀4282年11月 15 日、 古01688とあり、 国立中央図杏館

への受入年が1949年であることが分かるが、 掛写年代や入手経路については不明である。

3. 4 r隣語大方』

奎章1開紺 (2001) （目録・栂誌）によれば、 本術の紺誌は次の通りである。

租杖(1622
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粗鶴齢（朝鮮）絹 ． 17 90年（正祖14)

10巻5冊 ． ［木］33.3X20.9cm.

四開双辺· 半菜匡郭：23.1 X 15. 7cm．有界， 7 行21字．

版心：上白魚尾．

表題，版心題：隣語大方．

各冊第1張桐外上に、［朝鮮総督府図掛之印］ （京城帝国大学図せ料t] (s;:,'ur大学校屈ml

（右より）の3印が押されてある。本Q}に貼られた屈杏ラペルは、「図魯番号：奎設1622; 

一部冊数：5 ;内別番号：1(- 5) 」 とある。また、この上に 別ラペル 「奎3707 ; 1 ; 1 (-

5) Jが貼ってある。

本世全秩の影印は太学社(1988)である。京大国文編(1963b)の影印本は、 巻9と巻10

のみがこの奎章閣本で、 巻1から8までは、 金沢博士旧蔵の湿足文血本による。i祉足文眼所

蔵の頃語大方』 は、 1J: 9と巻10を欠くが、 奎章1闊本とは同板である。今回の調査では、 奎

輝1褐本の原本は参観できなかったが、 その後、 駒沢大学で湿足文廊本を参観する機会を得た。

太学社(1988)の奎章閣影印本とi1it足文匝本を比較すると、 奎卒閣本のほうが明瞭であるが、

同世の月i)外上部に記された漢字注において、 一部奎衰屈）影印本（太学社(1988)）には見ら

れない例がある（逆の例も多い）。例えば、

巻1 -15表「去サル」

巻1 -21裏「俵タワラ 」 （太学社(1988)ではラのみ）

巻1 -33表「凌シノ」

影印の関係があるのであろうが、 濯足文瓶本も合わせて見る必要があろう（なお本杏の解

題については、 京大国文紺(1963b)、 太学社(1988 ;洪允杓）等参照）。

4. おわりに

以上、奎章闇所蔵の『捷招新語J li訟とr隣語大方』を中心にみてきた。今回は、特に吼

刊改修捷解新即の一筑文廊本の実態と狙刊本相互の関係、r隣語大加の奎章閣本とi1U足

文血本の問題等を見た。奎章！柑所蔵の「朝鮮；頁託には、 この他、r}j首集釈』（ 『保晩齋剰即

の第24-25冊）やぽ今釈林」 所収の 「三学訳語」などがあるが、 これ らの調査については

稿を改めて報告したい。

1注］

l) ハングルのローマ字転写は河野(1980)による。

2) 本柑の形体（大きさ）に1見て、 本文に引用した〈砕閣紺(2001)（目録 ・ 愁誌）と 『登序開図
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也韓国本綜合目録」、森田博士の解題（京大国文紺(1957 ; 1973)）で若干の述いが見られるが、これ

は1!i測時の基準の述いによるものと見られる（他本についても同じ）。

3) 駒沢大学「i1d足文庫」での閣査による。

［参考文献）

（日本人文献）
河野六郎(1980) 「ハングル」（国語学会編『国語学大辞典」束京訟出版）

京都大学文学部国語学国文学研究室紺(l957)『捷月蹂新語J寮都大学国文学会

(l 960)『煎刊改修捷解新語J. 京都大学OO文学会

(19G3a) r掟解新胚文釈』京都大学国文学会

(1963b)『隣栢大方J. 京都大学国文学会

(1972))『三本対照 掟解新語 本文福』 ， 京都大学国文学会

(1973) 『三本対照 捷角1新語 釈文・索引・り籾阻釦， 京都大学国文学会

辻 星児(1977) r朝鮮語史における r捷解新語』』（岡山大学文学部研究叢!!fl6)岡山大学文学部

安田 f,'c(l990) 『外国打科と中世国語」． 三省裳

（韓国人文献） （kanatara顛）
窃脱大学校栂物館(1989)『博物館収蔵品目鉗1989』 戟国 高麗大学校閲物館

s;i'ur （ソウル）大学校産瓶/31 (1978) (1993) r奎坪1l!1韓国本図む角，Jl1l』 （第1梨 経·子部） s;i 'ur 大

学校斑章閣
ー(1994)『奎章9附1韓国本綜合目録J （修正版） s;i'ur 大学校蛮立18)

ー(2001) r缶章11!l要翌』 sa ·ur 大学校査京）聞

sa'ur 大学校蛮京1開絹(2001) 『奎章,�1所蔵甜文学安科• 語学篇 解説』
『壷章1開所蔵栢文学沢料 語学

篇 目録1麻切 s;i'ur 大学校奎章Ill 韓国太学社

邸光・手世英(1998)『司訳浣訳学船冊板研究J 緯国 甜屈大学校出版部

千恵肱(1993) r韓国金屈活字本J韓国 汎友社（原名はハングル表記）

太学社(1988) r隣語大方』 韓國語漿仕料叢杏第四輯

韓．国精神文化研究院(1999)頃国人物大辞知韓国 中央日報出版法人中央 M&B （原名はハングル

表記）
弘文ll!l (1990a)『原刊沿字本 捷解新語』 怜国 弘文IHI

ー(1990b) rm刊捷招新語J 韓国 弘文1l!1

一（l的Oc)『捷鮒新語文釈』 韓国 弘文l困

I付記］本栢は平成14年度科学研究代補助金、 基盤研究(C) r日本・朝鮮沢料の甘研史的研究」（謀
遁番号14510621)による研究成果の一部である。

（つじ せいじ 岡山大学文学部教授）

- 248 - (17) 




