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「順天金氏墓出土簡札」の年代および前後関係の推定

高橋　春人

「순천김씨묘출토간찰」은 한국어사 연구에서 매우 중요한 자료적 가치를 지니고 있

어 지금까지 많은 연구가 이루어졌다. 대체적으로 16 세기 후반의 언어를 반영하고 있다

는 점과 편지를 주고 받았던 사람들에 대해서는 이미 선행연구에서 대부분 밝혀져 있다. 여

러 차례에 걸쳐 판독문이 발표된 바 있으며 표기나 어휘, 그리고 대우법과 같은 문법에 대

한 연구 성과도 쌓여 있다고 할 수 있다. 그러나 이 자료에 대해 한층 더 깊이 있는 이해를 

하기 위해서는 단지 각각의 편지들을 개별적으로 검토하는 데 그치는 것이 아니라 전체를 

포괄적으로 파악할 필요가 있다. 본고에서는 그러한 작업의 일환으로서 각 편지들의 필사 

연대를 좀 더 세밀하게 추정해 보고 서로 어떤 시간적 관계를, 다시 말해 선후 관계를 가지

고 있는지 살펴보고자 한다. 단서가 될 만한 내용이 모든 편지에 포함되어 있지 않기 때문

에 다룰 수 있었던 것은 극히 한정된 일부에 불과하다. 그러나 향후에 참고할 수 있도록 단

서들을 가능한 한 많이 찾아서 연대 추정을 시도해보고자 한다.

要　旨

「順天金氏墓出土簡札」의 연대 및 선후 관계 추정
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1．はじめに

　本稿では、「順天金氏墓出土簡札」の年代および前
後関係について、可能な範囲でより具体的な検討を試
みる。取り上げる資料は 1977年に大韓民国の忠清北
道清原郡1にあった「順天金氏」の墓の棺の中から、
ミイラおよび他の品々とともに出土した一連の書簡
類である2。これら発見された計 192枚の書簡のうち、
189枚はハングル3で筆写されており、多くは埋葬者
の「順天金氏」宛のものと見られるが、他の人物（夫
や兄弟、姉妹など）に宛てたと見られる手紙も混在し
ている。
　その大まかな年代については、既に先行研究で 16

世紀の後半、恐らく 1560年代から 80年代にかけて書
かれたものと推定されている。その根拠としては、当
資料の中に 16世紀末の戦乱に関する話題が見られな
いこと、および、埋葬されていた人物「順天金氏」が
継配として嫁いだ夫「蔡無易」よりも先に亡くなって
いたであろうことが共に出土した資料から推定され、
「蔡無易」の生没年の記録が 1537年～ 1594年である
こと、などが挙げられている。
　そのため当資料はハングルで書かれた書簡のうちで
も早い時期の資料に属し、資料的価値が高く、原文の
判読を含め様々な言語学的研究がなされてきた。しか
し言語的特徴を把握するためには単に個別の言語形式
を抽出するだけでなく、内容に対する理解が前提とな
るべきであろう。そしてこの場合の内容の理解のため
には、手紙という資料の特性上、個々の手紙をそれぞ
れ単独で扱うのではなく、全体を網羅した検討を通じ
てその手紙が書かれた背景や状況を補うことが必要で
あると考える。また、刊記その他の記録により比較的
刊年を特定しやすい刊本資料の場合と異なり、往々に
して筆写資料、特に手紙の様な私的な用途で作成され
た文献の場合は年代の特定が難しいことが多いが、歴
史記録や資料そのものの内容の検討を通じ年代をより
細かく特定することは、筆写文献の言語史資料として
の価値を高める一助になると考える。そこで今回はそ
のような作業の一環として、各手紙の筆写年代や互い

の関連・前後関係などの整理を試みた。したがって本
稿の目的は言語学的考察ではなく、あくまでその前提
となる内容に対する理解を深めるための一つの試みに
過ぎない。また、必ずしも全ての手紙に手掛かりがあ
る訳ではないため、考察できた手紙も半数ほどである
が、幾らかでも今後の参考になることを期待しつつ以
下にまとめることにする。

2．先行研究と判読文に関して

　当資料は趙建相（1978）により最初に報告された
後、数回に渡り判読がなされた他、姜秉倫 （1989）、 
이은주 （1995）、 서태룡 （1996）、 김무식 （1997）、  박준 

석 （1997）、 조항범 （1998a）、 조항범 （1998b）、 이양순 

（2000）、 이양순 （2001）、 박승원 （2007） などで研究の
対象とされてきた。特に조항범 （1998b） は全てのテ
クストに判読と注釈を加えており、一部誤謬はあるも
のの参考になる研究である。しかしこれらの先行研究
は主に表記や語彙、また敬語に関するものであり、原
文の欠損、意味が明らかでない語彙、手紙という資料
上の特性などといった点も一因であると思われるが、
必ずしも内容全体が十分に把握されているとは言い難
い。
　以下、引用する例文は충북대학교박물관 （2002） の
画像を確認しつつ、全哲雄 （1996）、 조항범 （1998b）、 
황문환他 （2013） などの判読文を参考にし、判読に誤
りがあると思われる場合には適宜修正する。なお、そ
れぞれの手紙は조항범 （1998b） で付けられた番号で
示す4。

3．年代の推定
　3．1．鍵となる年代5	

　年代を推定するにあたり考慮すべきものとして、ま
ず科挙の記録がある。具体的には当資料が出土した
墓に埋葬された「順天金氏」の夫である「蔡無易」
（1537-1594）が 1579年の式年試で生員に合格してい
る。また、「順天金氏」の兄弟である「金汝 」（1548-
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1592）は 1567年の式年試で生員に合格し、1577年の
謁聖試で文科に壯元合格している。
　次に考えられるのは人物の生没年に関する記録であ
る。上述した「金汝 」の息子「金 」は 1571年に
生まれ、後に最高の官職である領議政を務めた人物で
ある。また、「順天金氏」と「蔡無易」の長男「蔡宗吉」
は 1567年に生まれ 1624年に没した文臣である。
　「順天金氏」の父である「金壎」に関しては、すで
に先行研究でも報告されている通り、当資料には「隆
慶三年（1569年）」という記載のある「告目」6が書い
てある手紙（80番）が存在する。「金壎」は晩年に「察
訪」7という官職に就いていたことが分かっている。し
たがってこれを職務で使用した紙を再利用したものと
推定するならば、少なくとも 1569年には「金壎」が「察
訪」に就いていたと考えることができよう。ただし、「金
壎」の生没年および官職に就いた年は明らかになって
いない。
　「順天金氏」の母である「信川康氏」に関しては、
長らく生没年不詳とされてきたが、最近になり백두현 

（2015:176）にて、「順天金氏」の兄弟「金汝 」の墓
碑銘に 1585年に母を亡くした旨が記録されているこ
と、これにより「信川康氏」によって書かれたと推定
される書簡の年代は 1585年を下限と定めることがで
きると報告された8。本稿でもこれに従うが、一々の
場合につき言及することはしない。もちろん、下限を
1585年よりもさらに遡って定め得る場合はこの限り
ではない。

　3．2．具体例

　上述の年代を参考にし、関連のある手紙を挙げると
以下のとおりである。通し番号、原文の判読文、和訳9、
年代の推定、の順に掲げる。

　　3．2．1．科挙に関するもの10

15番 :

「また蔡書房はするだろうかと期待しているのだ

がどうか ?」

　この手紙は母「信川康氏」が嫁いだ娘つまり「順天
金氏」宛に書いたものと推定されている。引用した箇
所の前の部分には息子が科挙に及第できなかったこと
に対する不満が綴られており、「蔡書房11」つまり「蔡
無易」に期待しているものと解釈できる。したがって、
この時点で「蔡無易」は科挙に合格していなかったも
のと思われるため、この手紙は 1579年以前に書かれ
たものと推定される。なお、「信川康氏」には息子（す
なわち「順天金氏」の兄弟）が前述の「金汝 」を含
め三人いたことが知られているが、ここで及第できな
かったというのが「金汝 」であるとするならば年代
はさらに遡り得る。ここではこれ以上の憶測はせずに
おく12。

51番：
    

　「（前略）私はまた落ちたので、今年のことは残
念だ。（中略）今度の別試13だけを受けてもう止
めようかと思う。スミに伝えてほしい。『お前に
期待している。文を一生懸命に読みなさい』と。
先に書いて送った文をたくさん（立派に ?）書い
てあるので戻ったら誉めてあげよう、と伝えてほ
しい。」

　この手紙は夫「蔡無易」から妻「順天金氏」宛て、「ス
ミ」は夫妻の息子とそれぞれ推定されている。この中
で「蔡無易」が別試を受けること、むしろ息子に期待
すると述べていることからこの時点では科挙に合格し
ていなかったものと思われ、上述の 15番と同様 1579

年以前に書かれたものと推定される。しかし「蔡無易」
が合格したのは 1579年の式年試であり、それ以前の
最も近い別試は 1577年であるため、恐らくはさらに 2

年を遡って 1577年以前に書かれたものと推測される。

「順天金氏墓出土簡札」の年代および前後関係の推定
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150番：
「だんな様は東堂初試をしたのか」

　この手紙は母「信川康氏」から娘「順天金氏」宛の
ものであり、言及されているのは夫「蔡無易」のこと
であろう。原文の「동당최시」について、 조항범 （1998b: 

670）は「東堂初試」のことであるとしている。「東堂」
とは科挙、「初試」は一次試験である。したがってこ
れは「蔡無易」が生員試に合格した 1579年の式年試
以前のものと考えられる14。

152番：
     

　「今回、別試と生員と全てするかどうか待って
おり、別試に及第して来たら私は死ぬかもしれな
い」

　この手紙は母「信川康氏」が婿「蔡無易」に書いた
ものと推定されている。既に扱った例と同様に「蔡無
易」の生員試合格以前のものと推測されるが、「別試」
と述べている点からすると 51番の例と同様の理由で
1577年以前と考えられる。

191番：
「蔡生員宅姉上さまへ」

　この手紙は兄弟「金汝屹」から「順天金氏」に宛て
た手紙である。上に引用したのは宛先に相当する部分
であるが、「蔡無易」を「蔡生員」と呼んでいる。単に「生
員」を呼称として用いている可能性もあるが、そうで
ないとすれば 1577年以降のものということができる。

73番：
「ただ生員が殿試を受けるのなら」

　この手紙は母「信川康氏」から娘「順天金氏」に宛
てたものと推定されている。また、当資料では「生

員」と呼ばれる人物が度々登場するが、先行研究では
これを兄弟「金汝 」と推定している。その根拠とし
て조항범 （1998b: 295-296）では 57番の手紙の内容か
ら「生員」が「順天金氏」の兄弟と考えられること、
そして三人いる「順天金氏」の兄弟のうち「生員」になっ
たのは「金汝 」であること、を挙げている。この推
定が正しければ「金汝 」が 1567年に生員試に合格
し、1577年に文科謁聖殿試に合格していることから、
この手紙は 1567年から 1577年の間に書かれたもの
と推測される。また、この「生員＝金汝 」という推
定が正しければ、「生員」に言及している 8、13、28、
31、32、35、40、41、46、53、55、57、60、66、72、
73、82、83、84、85、90、100、111、115、128、152、
165、166、172、174番などの手紙も 1567年以降のも
のと看做すことができる15。

　　3．2．2．人物の生年に関するもの

66番：

　「生員のところも無事出産し男の子だというの
でさらに嬉しい」

　「生員」が「金汝 」を指すと推定される点につい
ては上述した通りだが、この手紙によると「生員」に
息子が生まれたことが分かる。조항범 （1998b: 12）に
掲載されている家系図や한국민족문화대백과사전、 
한국역대인물종합정보시스템などのデータベースを参
照する限り、「金汝 」の息子は「金 」のみが挙げら
れている。仮説の上に仮説を立てる感はあるが、もし
この手紙で言及されている息子が「金 」であるなら
ばこれは 1571年のものと推定し得る。

55番：

　「生員へ（中略）お前の息子にも服を未だ送っ
てやれず」

高橋　春人
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　この手紙は母「信川康氏」から息子「金汝 」への
ものと推定されている。ここで「お前の息子にも」と
いう言及があることから、「金汝 」に息子がいるこ
とが分かる。したがって、上で述べた 66番の手紙と
同様の理由からこの息子が「金 」かその弟以下であ
るならば、この手紙は 1571年以降のものと看做すこ
とができる。

83番：

　「無事に出産したか。何を生んだか。私が思う
にスミの妹ではないか」

　これは父「金壎」が娘「順天金氏」に宛てた手紙で
あり、 「수미」 の妹もしくは弟を出産したことと、누의 

と言っているところから 수미 が男の子であること
が分かる。さて、「順天金氏」と「蔡無易」には息子
が三人おり、その長男「蔡宗吉」の生年は 1567年で
あるとされる。ここで可能性としては① 「수미」 と宗
吉が同一人物または② 「수미」 が宗吉の弟、さらに③ 

「수미」 が宗吉の兄、の三通りが考えられる。①と②
の場合はこの手紙は 1567年以降のものと看做すこと
ができる。一方、③すなわち 「수미」 なる人物が 1567

以前に生まれて何らかの原因で早くに亡くなった可能
性も排除できないが、少なくともそのような出来事に
直接言及している手紙は見当たらない16。
　さらに推測を一歩進めるならば、上述した 51番の
手紙で「수미」に対して「文を読め」といっているこ
とからすると、少なくとも 51番の手紙の時点で「수미」
は既に生まれてから数年経っていたものと思われる。
したがって、51番の手紙は別試についての言及に基
づいて 1577年以前のものと推定したが、「수미」の
生年の下限は 1577年よりもさらに数年遡ると考えら
れる。①もしくは②の仮説を採る場合、このことを合
わせて考慮すると、この 83番の手紙は 1567年から
1575年頃までの期間のどこかで書かれたと言えるで
あろう。
　また、①もしくは②の仮説を採る場合には、既に言

及した 51番の手紙と次の 49番の上限も 1567年以降
と推定することができる。

49番：

　「スミに文をもっと教えられなくても文に志（?）
を忘れることの無いよう、基本的な文（?）だけ
でもいつも読ませなさい。」

　ここで息子「수미」が文字をある程度読むように
なっていることから、①もしくは②の仮説が正しけれ
ば 1567年よりも恐らく数年下った年代を上限と考え
られるかもしれない。
　ところで、「金壎」と「信川康氏」の孫にあたる
と思われる人名としてはこの 「수미」 の他にも「복길 

（길）」17、 「슈옥」などが見出される。「수미」 と「복길 

（길）」は「順天金氏」と「蔡無易」の息子と推定され
ているが18、上述の理由、すなわち長男「蔡宗吉」と
同一人物かその弟であるという仮説に則って考えるな
らば、この両者が言及されている手紙は 1567年以降
に書かれたものと看做し得る。番号のみ記すならば、
「수미」に関しては 6、49、51、54、61、63、69、78、

83、136番、「복길（길）」は 17、22、48、49、53、65、
106、110、132、143、146、152、153、163、169、190

番の手紙に登場する。
　また「슈옥」は「金汝 」の息子と推定されてい
る。やはり仮説に過ぎないが上述の通り「金汝 」の
息子が「金 」一人であるとすれば、「슈옥」に言及
する手紙は 1571年以降に書かれたものと考えられる。
同様に番号のみ記す。10、13、38、46、61、62、65、
68、98、100、113、134、135番19。

4．前後関係の推定

　ここまで、例は少ないが特定の年代と関連付けて考
慮できる手紙を取り上げた。次に、必ずしも特定の年
代に関連付けることはできないが、それぞれの手紙の
間に時間的な前後関係ないしは同時関係を見いだせる

「順天金氏墓出土簡札」の年代および前後関係の推定
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例を考える。

　4．1．出産に関するもの

　出産に関する言及がある手紙は 12、16、53、66、
68、83、90、124、131番などである。このうち、66、
83番の手紙に関しては既に述べた。これらのうち、
前後関係を認められるのは 53、66、68番である。

53番：

　「出産はどうなっており出産したものは元気で
あるか ?蔡書房のところはどうで生員のところは
どうなのか ?」

66番：

　「出産の知らせを待っているがまだなのでそろ
そろ産まれたのではないかと思っている。生員の
ところも無事出産し男の子だというのでさらに嬉
しい」

68番：

　「体は無事でとても嬉しく（中略）二人の子が
大事を行うことになり（中略）ヨングミを二十日
にここから遣わして両家の出産を手助けしてくる
ようにと言う」

90番：

　「ヨングミが来たのを見てまるでお前たちに
会ったかのようで涙が出た。（中略）息子を皆産

んで体も無事だというので両親に大きな孝行をし
たのだと思う。」

　53と 66は母「信川康氏」からの、68は父「金壎」
からの手紙と推定される。これらの手紙の内容からは
二つの家でほぼ同時期にそれぞれ出産があったことが
窺える20。68番の手紙では二軒ともまだ生まれておら
ず、66番の手紙では「金汝 」と推定される「生員」
の家には息子が生まれ、「蔡無易」の家はまだ生まれ
ていないようである。そして 53番の手紙は恐らく両
家ともに出産した後の容体を気遣っているものと思わ
れる。さらに 90番の手紙は恐らく出産の手伝いに送
ると言及されていた人物が復命したものと思われ、和
訳には反映していないが、「親孝行」を意味する表現
に複数を表わす語が伴っていることからも、他の三通
で言及されている出産に関係があるものと考えられ
る。したがってこれら四通の順序は 68＞ 66＞ 53＞
90もしくは 68＞ 66＞ 90＞ 53のように考えられる。
　この他、出産に関する話題が言及されている 12、
16、83、90、124、131番の手紙については互いの関
係を推定することができなかった。ただし、124と
131はともに複数の人物が妊娠していることを窺わせ
る表現が見られ、体を気遣っていることから、68番
の手紙に先立つものであるかもしれない。

　4．2．閔麒瑞の妻に関するもの

　「閔麒瑞の妻」とは「順天金氏」の姉妹の一人であ
る。名前は「順天金氏」同様不明であるが、「閔麒
瑞」に嫁ぎ、当資料中では主に 「민셔방안해」 と呼ば
れる人物である。この人物に関する言及がある手紙は
35、42、61、63、64、66、68、69、145番などである
が、35、42、61、66、68、145番の手紙を見ると何か
この人物の身の上に良くない出来事が生じたようであ
る。조항범 （1998b: 341） は 66番の手紙の注釈におい
てこの人物が亡くなったようだと述べている。ただし、
次の 42番の手紙のような例もある。
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42番：

　「私の考えは閔書房の妻がとても辛そう（?）な
のでそこへ行って入って（住んで ?）いれば彼女
の食事でも私が面倒を見てあげたいと思ったのだ
が（中略）閔書房の妻にだんな様が外出したとき
に私の手紙を見せてやりなさい」

　これは「閔麒瑞の妻」と「順天金氏」の母「信川康
氏」の手紙と推定されているものであるが、「閔麒瑞
の妻」に何か良くないことが生じたこと、しかし亡く
なってはいないことが見てとれる。66番の手紙にお
いてもはっきりと死亡したとは書かれておらず、本稿
では 조항범 （1998b: 341） のように断定することはで
きないと考えるため、何らかの良くない出来事が生じ
たとするだけに留めておきたい。
　一方、63番と 64番の手紙は宛先が「閔麒瑞の妻」
と「順天金氏」の両者であるが、特に何か良くない出
来事があったことを窺わせる内容はない。むしろ 63

番では「手紙を読んで元気そうなので安心した」とい
う旨のことが書かれている。恐らくこの二通は他の
手紙よりも先立つもの、つまり「閔麒瑞の妻」に何
かが生じる前のものではないだろうか21。もしそうで
あるならばこれら一連の手紙は 63、64>35、42、61、
66、68、145のように分けることができよう。さらに
66番の手紙が上述した通り 1571年の「金 」の誕生
に関するものであるとすれば、「閔麒瑞の妻」に何か
が生じたのはそれ以前ということになる。また、66

の手紙を介して、上で述べた一連の出産に関する 68、
53、90番の手紙もこれらと近い時期に書かれたもの
と推定できる。

　4．3．火事に関するもの

　51番と 87番の手紙を見ると、「順天金氏」の家が
火災に遭ったようである。前者は夫「蔡無易」から、

後者は母「信川康氏」からそれぞれ火事の便りを聞い
て心配している旨が記されている。さらに 51番の手
紙には原文に通し番号「一」が記入されており、「二」
とある 52番の手紙がそれに続くものと推定されてい
る。したがって、51、52番と 87番はほぼ同時期のも
のと考えられる。なおその時期は上述した通り 51番
の手紙の内容から 1577年以前であると思われる。

　4．4．「학개」の結婚に関するもの

　「학개」は「順天金氏」の兄弟、すなわち「金壎」と「信
川康氏」の息子と推定される人名である。この人物に
ついて 조항범 （1998b: 11）は「金壎」の家系図に載っ
ていない息子二人のうちの一人であるとしており、一
方 이양순 （2001: 11）はこれを「金壎」と「信川康氏」
の三男「金汝嵂」と同一人物であるとしている。ただ
し同論文はその根拠を特に示していないが、次の 55

番の手紙を見るとその可能性もあるように思われる。

55番：

　「ハッケは仕方なく虎班に出したが親の意思で
はなく心配だ」

　조항범 （1998b: 285） はこの手紙の注釈で「호반」を
「虎班」すなわち武臣のことであるとしている。한국

역대인물종합정보시스템によると「金汝嵂」は後に武官と
して科挙に合格した記録が残っているという22。
　いずれにせよ本稿で取り上げるのはこの人物の正
体ではなく結婚に関する内容である。この人物は 21、
30、31、32、40、55、84、85、93、115、128、151、
169、172、173、186番の手紙で言及されているが、
このうち 21、40、151では未婚であることが分かる。

40番：
　　「ハッケを結婚させられないことも残念だ」
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21番：
　　「ハッケも結婚をこの冬にその家とさせようと」

151番：

　「ハッケをオクチョン23に（の女性と ?）来月
26日に結婚させるので」

　一方、30、31、32、172の手紙にはこの人物の妻と
推定される人物が登場し、128番の手紙には息子が生
まれた旨が記されている24。したがって、これらの手
紙は 21、40、151＞ 30、31、32、128、172のように
前後に分けることができよう25。

　4．5．「명견」に関するもの

　この人物は「金壎」と「信川康氏」の孫にあたると
思われるが、54番と 68番の手紙を見るとこの人物に
も何か良くないことが生じたようである。この二通の
手紙は共に「金壎」が書いたものと推定されているが、 
「명견」 に生じた出来事の他にも「영금」なる人物（恐
らく使用人）を二十日に遣わす、という内容を共に見
出すことができる。したがって、この二通の手紙はほ
ぼ近い時期に書かれたものと考えられる。ただし、68

番の手紙に出て来る出産の話は 54番の手紙には見え
ない。

　4．6．通し番号と連続した手紙

　まず、先行研究によると原文に通し番号が付けられ
ている手紙が 2系統ある。一つは既に取り上げた 51

番と 52番のもので、これらはその内容から 1577年以
前に書かれたものと思われる。もう一つは 141、142、
161、47、140、160と続くものであるが、これは年代
を特定する手がかりがない。

　次に、先行研究で連続した手紙であると推定されて
いるものがいくつか存在する。それぞれ 71、70のもの、
80、79のもの、91、92のものである。この他조항범 

（1998b） では共に「信川康氏」の手紙と推定される 28

番と 24番が続いていると述べているが、両者をつな
げた場合、該当する部分の文意がはっきりとしないよ
うに思われる。ただ、両者とも医員から受けた病気の
診断・治療に関する類似したコメントについて述べて
いることから、連続した手紙ではなかったとしても近
い時期に書かれた可能性はある。

5．まとめ

　以上、本稿で取り上げることができたのは全 189通
のうち 80通ほどだが、この解釈はあくまで一つの可
能性であり、見落としているも多いと思われる。ま
た、書簡が途中で終わっているもの、あるいは途中で
始まっているものも少なくないが、それらを果たして
どの程度つなぎ合わせることができるのか、という点
についてはさらなる考察が必要である26。ただし、そ
もそも当時全ての手紙を保管し且つ棺に納めた、とい
う保証はない。
　最後に、本稿で提示した仮説を図で示しておく。矢
印は「それ以前、以降」を意味し、推定される年代と
矢印の長さ、および高さは無関係である。円の中は互
いに連続した、もしくは近い時期の手紙と推定される
ものだが、それぞれ時系列に配置してある訳ではない。
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まで一つの可能性であり, 見落としているも多いと思われる. また, 書簡が途中で終わって
いるもの, あるいは途中で始まっているものも少なくないが, それらを果たしてどの程度
つなぎ合わせることができるのか, という点についてはさらなる考察が必要である.２６ た
だし, そもそも当時全ての手紙を保管し且つ棺に納めた, という保証はない. 
最後に, 本稿で提示した仮説を図で示しておく. 矢印は「それ以前, 以降」を意味し, 推
定される年代と矢印の長さ, および高さは無関係である. 円の中は互いに連続した, もしく
は近い時期の手紙と推定されるものだが, それぞれ時系列に配置してある訳ではない. 
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注
 1 現在は清州市に統合されているという。 
 2 より詳しい出土経緯や書誌情報については趙建相 (1978)、 조항범 (1998b)、 충북대학교 박물관 (2002)など
を参照されたい。 またその他の手紙資料については황문환 (2010)、 황문환 他 (2013)などを参照。 

 3 便宜上このような名称を用いる。 
 4 조항범 (1998b)の番号は原本の忠北大学校博物館に保管されている順序にしたがって付けたものであると
いう。 同館の保管番号は황문환 他 (2013)に示されている。 原文には分かち書きやピリオド、 クエスチョ
ンマークなどは無いが、 便宜上それらを使用する。

 5 以下の年代などに関する情報は、 趙建相 (1978)、 조항범 (1998b)、 충북대학교 박물관 (2002)などの先行研
究、 서울대학교규장각한국학연구원、 한국역대인물종합정보시스템などのデータベース、 および서울대학

교규장각한국학연구원がオンラインで公開している諸文献の画像などに基づいたものである。 
 6 下級官吏が上級官吏に提出する行政文書の一種。 
 7 站駅などの行政のために遣わされる地方官の一つ。 
 8 この点は本稿を投稿した後、審査中の期間に東京大学の福井玲先生に御教示頂いた。幸い、稿を修正する
機会が与えられたのでこの場を借りて感謝申し上げるとともに、ここに加筆しておく。

 9 和訳は報告者によるもの。 
10 原文を全て引用することはせず、関係のある部分のみ引用する。 
11 「書房」とは官職にない人の呼称、もしくは婿、 義理の弟などに対する呼称。 
12 別の可能性として、「蔡無易」が既に生員試に合格しており、その後文科を受けていたとも考えられる。 
ただし「蔡無易」が文科に及第した記録は確認できない。なお 191番の手紙では「蔡生員」と呼ばれてい
る一方、152番の手紙では別試と生員に合格するかどうか、という言及も見られる。もし「蔡無易」が既
に生員試に合格していたのであれば、すなわち、一連の言及が文科に関するものであるならば、この手紙
を 1579年以前と推定することはできない。これは以下の例でも同様である。ここではこれ以上の憶測は
控え一つの仮説として提示するに留めておきたい。 

13 式年試とは別に臨時に行われた科挙のこと。 
14 なお、「初」の朝鮮字音は「초」であるが (伊藤 2007b: 23)、조항범 (1998b: 18)でも指摘されているよう

に当資料には方言的な要素が見られることもある。文脈からしてこの場合もそのような可能性があると思
われる。

15 ただし、72、 82、 83番などは「生員」に言及しているものの、それが「金汝 」であるかどうか疑問が残る。 
16 ただし、母「信川康氏」から娘「順天金氏」に宛てたものと推定されている 153番の手紙では、「順天金氏」
の子と推定される別の二人の人物の名前が挙げられているが、この「수미」は言及されていない。 

17 조항범 (1998b)ではこの「복길」と「길」を同一人物であると看做している。否定する根拠を見出せないため、 
本稿でも同様に扱う。 

18 母「信川康氏」から娘「順天金氏」に宛てたものと推定されている 65番の手紙では、送った米の分配に
関し「너（お前）」と「  」が区別されている。これは「길」が「順天金氏」の息子という
推定と矛盾しているようにも見える。しかし実は 65番の手紙の宛名の部分には「金察訪宅」すなわち「金壎」
宅とある。したがってこの手紙は「順天金氏」ではない別の人物に宛てたものである可能性も考えられる。

19 番号を羅列した手紙のうち、「수미」、「복길 ( 길 )」、「 」については共に推定される年代が 1567年以
降である。一方、「슈옥」については推定される年代が 1571以降である。「수미」、「복길 ( 길 )」、「 」
のいずれかと「슈옥」が重複する手紙を示すと、65、61、13、46、100、135などである。 

20 これは몸「体」という語が複数を表わす を伴っていることからも推測される。 
21 なお、69番の手紙には「  また閔書房宅はむしろ喜ばしい」とある。これは

①良くないことが起きる前、②その良くないことが解決した後、の二通りの可能性があるが、どちらの解
釈を採るべきか判断できなかった。

22 「金汝嵂」(1551-1604)は 1589年の増広試で武科に合格したという。しかしこれを以て 55番の手紙を 1589
年以降のものと看做せるかどうかは疑問が残る。 

23 地名と推定される。 
24 「金汝嵂」の息子に関しては한국역대인물종합정보시스템ならびに한국민족문화대백과사전、조항범 (1998b: 

12)に掲載されている家系図などにおいて、名前・生年などの情報が食い違っている。出典とされている
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資料は韓国高麗大学に所蔵されているとのことだが、画像の公開などはされておらず、2015年 9月 3日
現在確認できていない。 

25 なお、次の 55番の手紙に見える一文を結婚前の時期について言及したものと看做し、さらに 55番の手紙
に関する推測と合わせて考えるならば、この人物の結婚時期は 1571年以降と言えるかもしれない。 

　　
「無知なハッケは教える考えもない」
しかしこれは推測に推測を重ねたもので、余り確かなものとは言い難いであろう。 

26 박준석 (1997: 19)でそのような試みがなされている。
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