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1 .   はじめに

本稿では韓国の人類学が「世界化」している近年の状況を概観する。

人類学と韓国の関係は、①日本や欧米諸国の研究者による調査対象国としての段階、②自国研究・

自文化研究の確立・発展段階から、③海外調査の展開段階へ移行しつつある傾向を示してきている。

自国研究・自文化研究の成果は目に見えて顕著な蓄積が進んだ。また、個々の論文等がインター

ネットでダウンロード可能な方向へ急速に進んでいる。韓国文化人類学会機関誌のバックナンバー

に掲載された論文もインターネットを通じて入手できる。伝統文化の新産業化という応用方面への

展開も活発で、それは観光客の行き先で具現化され、活気に満ちている感がある。伝統食堂、伝統

喫茶店ばかりでなく、土産物店に飾られた韓国的商品の数々、旧宮殿での時代衣装を着たパフォー

マンス、科挙の試験光景まで再現してみせるイベントもある。まるで全国的に「民俗村」化してい

るように、韓国文化（「伝統を売りものとする新文化」と言うべきか）花盛りである。

自国研究・自文化研究の成果として筆者がとくに注目するのは、韓国精神文化研究院が編纂した

『韓国民族文化大百科事典』である。この初版（全27巻）は1991年に刊行され、1995年に補遺編、

2001年に改定増補版（全28巻）が刊行されている。このことが教育を通じてやがて韓国内のナショ

ナリズム論議に直接間接に及ぼす影響は少なくないであろう。DVD版、CD-ROM版も開発され、市

販されているが、残念ながら今のところ、韓国語OS・韓国語WORDを搭載したコンピュータでない

と利用できない。韓国文化を海外に紹介するには、海外のコンピュータ環境でもハングルを読める

電子媒体の開発が求められるであろう。

韓国人類学の歴史については、ソウル大の人類学者、全京秀による『韓国人類学の百年』（韓国語。

1999）の浩瀚な研究史がある。植民地経験を前提として、旧宗主国・日本による朝鮮・韓国研究の

超克を目指してなお、研究進行中の労作であるが、本書では、1946年から1995年まで韓国人類学の

業績2,296件を集め、そのうち「海外の他文化を対象としたものが121例（5.3%）、僑胞を対象とした

ものが89事例（3.9%）」である一方、韓国内を対象とした研究が約9割ほどになる、と数的に把握さ

れている。１割弱の海外研究はいずれも近年の研究と説明している(1)が、本書に集められた文献を

見ても、1995年以降は一層海外調査の比重が高まっている。同書が1990年代半ばまでを視野に納め

たのに対して、本稿では網羅的ではないが、それ以降、2003年までの研究業績も含めた傾向を扱う

ことになる。

本稿で参照した資料はどれも公開されている、書籍・冊子体の大学要覧などの印刷媒体か、イン

ターネットかCD-ROM版の大学要覧などの電子情報であり、情報のバランスを取るためや、不足を

補うために問い合わせはしていない。このように記すと、手間を惜しんでいるような印象を与える

かもしれないし、知り合いの当該学科、学会の関係者がなぜ問い合わせて来なかったのかと疑問に
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思うかもしれないが、多くの人が可能な方法でできるだけの努力を試みた結果である。冊子体の大

学要覧は韓国外国語大学校ソウル図書館・東国大学校中央図書館の参考図書室に配架されているも

のを参照したが、最近年の刊行になるものが少なかった。慶煕大学校のようにCD-ROMでしか発行

していないというように電子情報化が進んでいるためかと思われる。

当該学科の企画開設者や、所属教員などの内部情報を集めれば、別の稿を作成しうるが、それは

各学科等で作成されるかもしれない年史を期待し、将来に託す。

2 .   韓国の人類学関連機関の現状

( 1 )  学会

韓国の人類学関係の学会として、ここでは創立の早い順に大韓体質人類学会、韓国文化人類学会、

韓国教育人類学会を取り上げる。

大韓体質人類学会

大韓体質人類学会（http://www.kpaa.org( 2 )）は、英語名をKorea Association of Physical

Anthropologistsと称する。この学会は大韓解剖学会から分かれて、1958年6月に創立された。機関

誌『大韓体質人類学会誌』（The Korean Journal of Physical Anthropologists.年4回刊）の創刊号

発行はそれより30年後の1988年となる。2002年現在の会員数は約400名。大韓解剖学会の会員数も

ほぼ同規模である。会員属性については、会員名簿を参照しえていないのでその全体像を紹介でき

ないが、現役員の所属を見ると、そのほとんどが各大学の医科大学（日本でいう医学部に相当）の

解剖学教室所属となっている。

韓国学術振興財団（Korea Research Foundation.  http://www.krf.or.kr/nkrf/index.php）に

登録されている会員現況（2002年9月現在）をみると、会員数は「正会員440名」（年会費2万ウォン）

で、その内訳は「大学教員200名、研究員200名、その他40名」「博士220名、碩士(3)53名、その他

167名」とされている。上述の正会員数とこれとは、同年でありながら約40名の開きがあるが、それ

をどう説明しうるかは不詳である(4)。なお、この外に「機関会員69」が挙げられている。

また、韓国学術振興財団に登録されている学問分野は「解剖学」のみしか挙げられていないが、

学会設立目的では「本学会は体質人類学の紹介および発展に寄与するため、人間の進化にともなう

古人類との比較、現在人類の生体の大きさについての計測、臨床解剖学的研究、人類の体質変化を

類推する動物実験研究、人類の文化生活変化により現れる身体現象および体質変化、病気の治療と

人類の健康増進に役立つ研究を促進させるために設立された。合わせて会員相互間の親睦および情

報交流の場になるようにする」としているので、以下の学問分野の回答がより適切であろう。

韓国大学の人類学教育／松本誠一

5)p093-p112  03.11.27 5:38 PM  ページ 95



96

韓国科学技術団体総連合会（http://www.kofst.or.kr:90/eindex.asp）に登録されている大韓体質

人類学会の設立目的は「体質人類学および人体解剖学に寄与すること」、学問分野は「体質人類学、

人体解剖学、臨床解剖学、考古人類学」となっている。これは日本人類学会（Anthropological

Society of Nippon）の会員がより広領域にまたがっている(5)のと比べると、学際性の広がりにおい

てやや範囲が限定されている特色が窺える。ここから、日本ではphysical anthropologyの訳語は

「形質人類学」か「自然人類学」に定まっているが、韓国の場合、解剖学者が主流のようであるので、

「体質人類学」の語が相応していると言えよう。

なお、『朝鮮人の体質』（朝鮮語）が北朝鮮の社会科学出版社から2002年に刊行され、影印版が韓

国の白山資料院から2003年5月に発行されている。著者はチャン・ウジン（教授・博士）他で、総

567頁。329頁以降は「付録」として、身体計測数値の表が掲載されている。

韓国文化人類学会

韓国文化人類学会（http://www.koanthro.or.kr/）は英語名をKorean Society for Cultural

Anthropologyと称し、大韓体質人類学会創立と同じ年の5ヵ月後、1958年11月に創立された。2003

年現在の学会ホームページによる会員数は330名。機関誌『韓国文化人類学』（Korean Cultural

Anthropology. 年2回刊。1976年までの誌名は『文化人類学』）は学会創立の10年後、1968年に創

刊されている。

韓国学術振興財団に登録されている「会員現況」をみると、会員数は250名とされている(6)。その

内訳は「正会員137名、準会員84名、特別会員10名、研究会員19名」、職種別では「大学教員107名、

研究員103名、その他40名」、所持学位別では「博士213名、碩士22名、その他15名」。

正会員は「碩士以上の学位所持者、またはそれに相当する資格を持ち、人類学関連分野の研究・

教育あるいは業務に従事する者」を資格条件とし、年会費5万ウォン。準会員は「学士以上の学位を

持ち、人類学関連分野に関心をもつ者」を資格条件とし、年会費2万ウォン。特別会員は「学会の発

展に功績が大きかった者、あるいは関心が深い者」を資格条件とし、年会費はなし。研究会員は

「正会員で永年会費を収めた者」としている。永年会費の額は70万ウォン。

機関誌以外の韓国文化人類学会の刊行物として以下のものがある。

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

表1 韓国文化人類学会刊行物

1967 韓国文化人類学資料叢書Ⅰ『東国歳時記』 1971 韓国文化人類学資料叢書Ⅳ『中国古代民間百戯』

1974 学会ニュースレター（The News Letter）発行開始

1995 資料集『人類学関連講義計画書集成』

1996 在外同胞生活文化調査研究第1次年度報告書『中国吉林
省韓人同胞の生活文化』（国立民俗博物館共同作業）

1998 文化人類学教材『不慣れな土地で自分に出会う』（一潮閣）

1967 『韓国民俗資料分類表』

1968 韓国文化人類学資料叢書Ⅱ『朝鮮巫俗考』

1969 韓国文化人類学資料叢書Ⅲ『韓国上古史資料』

1970 『韓国生活文化実態調査報告書』

1970 編纂『韓国の風俗（上）』
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韓国教育人類学会

韓国教育人類学会（http://plaza.snu.ac.kr/~kssae/）は英語名をThe Korean Society for the

Study of Anthropology of Educationと称する。1989年8月より「教育人類学教室」というワーク

ショップが開始され、1994年8月から教育人類学研究会、そして1999年1月に韓国教育人類学会とし

て発足した。機関誌として『教育人類学研究』（年4回）、会報として『教育人類学消息』（年4回）

を発行している。現在の事務局はソウル大学校師範大学内に置かれている。

会員数については学会ホームページには情報がなく、韓国学術振興財団ホームページに掲載され

た数字を挙げる。会員総数は233名で、その内訳は「正会員191名、準会員40名、研究会員2名」、職

種別では「大学教員81名、研究員19名、その他133名」、所持学位別では「博士110名、碩士33名、

その他90名」。研究会員は正会員で50万ウォンの終身会費を納めた者、正会員は碩士以上で、年会

費5万ウォン、準会員は碩士課程在学生で、年会費2万ウォン、となっている。

なお、以下の叙述では、情報源から体質人類学および教育人類学関係を文化人類学と同様に必要

項目を抽出するのが難しいため、文化人類学会関係の資料のみを扱うこととする。安東大民俗学科

は文化人類学会とも関係が深いが、民俗学者は国語国文学科などに所属する場合が多く、彼らに関

する情報を集めるのが別の多くの作業を要するため、ここでは扱わないこととした。民俗学科は学

科数こそ少ないが、学会は多彩に多く創立されて活動している。

(2)  大学・大学院

韓国での人類学教育は大学・大学院で行なわれている。

日本で言う大学の「学部」レベルでは以下の9大学に置かれている(7)。学科ないし専攻の開設順に

並べた。（ ）内は各大学・当該学科もしくは専攻の所在地および設立主体に関する情報である。学

科・専攻名および所在地等の情報は2003年時点のものである。

韓国大学の人類学教育／松本誠一

表2 韓国大学の人類学科・専攻（開設順）

1961年 ソウル大学校人類学科（ソウル特別市、国立）

1972年 嶺南大学校文化人類学科（慶尚北道慶山市、私立）

1980年 慶北大学校考古人類学科（大邱広域市、国立）

1983年 漢陽大学校文化人類学専攻（京畿道安山市、私立）

1987年 全北大学校考古文化人類学専攻(8)（全羅北道全州市、国立）

1988年 江原大学校人類学科（江原道春川市、国立）

1988年 木浦大学校文化人類学専攻（全羅南道木浦市、国立）

1992年 全南大学校人類学科（光州広域市、国立）

1997年 徳成女子大学校文化人類学専攻（ソウル特別市、私立）
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ソウル大の学科開設が1961年でもっとも早く、11年後に大邱近郊の嶺南大、1980年代に5大学、

1990年代に２大学と、1980年代に学科・専攻開設がもっとも活発であった。とくにソウル・オリンピ

ック（1988年）の頃に全北・江原・木浦大と3大学での開設が続いたのは、時流を得たと言えよう。

受験生に対して韓国大学協議会（Korean Council for University Education）という情報発信者

が「大学進学情報センター http://univ.kcue.or.kr/」というホームページを作成・運用しており、

「各大学の入学情報提供、進学指導の経験豊富な現職高等学校教員で構成された進学相談コーナー」

などを設けている。そこで「文化人類学」「人類学」で検索してみると、以下の表の通り検索された。（ ）

内は筆者が付した説明である。大学数は表2にまとめたのと同じ9大学となっている。

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

表3 進学情報による人類学科・専攻

人類学（3大学。＊慶北大のみ再掲されている）

ソウル 徳成女子大 社会科学部 人文 タ群 148 文化情報学専攻、文化人類学専攻、社
会福祉学専攻、社会学専攻、心理学専
攻、児童家族学専攻、政治学専攻

ソウル ソウル大 社会科学大学 人文 ナ群 305 経済学部、社会福祉学科、社会学科、
心理学科、言語情報学科、外交学科、
人類学科、政治学科、地理学科

仁川/京畿 漢陽大
安山キャンパス

人文学部 人文 カ群 050 国語国文学、文化人類学

光州/全南 全南大 人類学科 人文 カ群 007

光州/全南 全南大 人類学科 人文 ナ群 014

大邱/慶北 慶北大 考古人類学科 人文 カ群 022 （再掲）

江原 江原大 心理・社会・文化人類学群 人文 カ群 075 文化人類学科、社会学科、心理学科

光州/全南 木浦大 歴史文化学部 人文 タ群 057 考古学専攻、文化人類学専攻、歴史学
専攻

全北 全北大 人文学部 人文 タ群 089 考古文化人類学専攻、史学専攻、哲学
専攻

大邱/慶北 慶北大 考古人類学科 人文 カ群 022

大邱/慶北 嶺南大 韓国学部 人文 カ群 050 国史学専攻、国語国文学専攻、文化人
類学専攻

大邱/慶北 嶺南大 韓国学部 人文 タ群 049 国史学専攻、国語国文学専攻、文化人
類学専攻

地　域 大　学 募集単位 系列 募集群 募集人員 学科ないし専攻

地　域 大　学 募集単位 系列 募集群 募集人員 学科ないし専攻

上の表3にある「募集群」の「カ群」「ナ群」「タ群」は、「同じ群内では併願ができない」制度に

合わせた分類である。たとえばソウル大社会科学大学と全南大人類学科「ナ群」の併願はできない。

群が異なれば可能であるので、ソウル大社会科学大学と全南大人類学科「カ群」の併願はできるし、

全南大人類学科の場合、「カ群」「ナ群」で2回受験チャンスがあるということになる。なお、韓国語

の「カナタ順」は日本語の「イロハ順」に相当する。

「募集人員」は「募集単位」の枠での数であり、全南大人類学科は21名、慶北大考古人類学科は

22名と学科単位の人数が公表されているが、他の大学の場合は他の学科・専攻等と合わせた募集人

員となっており、当該学科の募集人数は公表されていない。大学ごとに在学生・教職員に配布され
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る『大学要覧』で、学科ないし専攻の入学定員数がより詳しく把握できる場合と、同様に上のレベ

ルでの入学定員しか明示されていない場合とがある。しかし、表3から国立・私立を問わず、いずれ

も入学定員20~30名程度の様であることが推測される。

なお、韓国の大学では「卒業定員制」という制度が行なわれていた。全北大学校の年表によると、

1987年2月に「卒業定員制」から「入学定員制」に変更されたが、「卒業定員制」とは、学年が上がる

際に「数%は必ず原級させる」というもので、「入るは易く、卒業は難しく」の原則による制度である。

各大学人類学科・専攻の略史

次に各大学人類学科の略史を年表形式で掲げておく。情報内容に個性があるが、各大学の学科ホ

ームページの違いを反映している。各大学において大学内で各種の組織改革が行なわれたと思われ

るが、その内容の一々は十分確認していない。①から⑨までの表題の学科等名称は2003年7月現在

の当該大学ホームページで公開されているもので、必ずしも開設当初から同じではない。

韓国大学の人類学教育／松本誠一

表4 韓国大学人類学科・専攻の略史（大学別）

①ソウル大学校社会科学大学人類学科

1961年 4月 ソウル大学校文理科大学に考古人類学科が創設される。
1970年 『考古人類学報』創刊。
1973年 大学院人類学専攻碩士課程生初めて入学。
1975年 考古人類学科が人文大学考古学と社会科学大学人類学

科に分離・設置される。
1975年 ソウル大学校人類学研究会創立。
1975年 『人類学論集』創刊号刊行。
1976年 人類学専攻碩士初めて修了生を出す。
1983年 大学院に人類学専攻博士課程に初めて入学。
1984年 『人類学報』創刊。
1992年 人類学専攻博士第1号。
1995年 社会科学大学新館(16棟)に引越し。
＊1998年2月 李光奎教授定年退任。
＊2000年8月 韓相福教授定年退任。
2001年11月 人類学と40周年記念行事(教授会館)

②嶺南大学校文化人類学科

1971年 認可。
1972年3月 学部課程設置。
1976年3月 大学院碩士課程設置。
1980年11月 博士課程設置。

③慶北大学校人文大学歴史哲学部考古人類学科

1980年3月 人文社会科学大学内考古人類学科開設。
1984年2月 第1回卒業生を出す（男10、女3）。
1984年3月 碩士課程開設。
1996年3月 歴史哲学部考古人類学専攻に改編。
1999年3月 歴史哲学部で考古人類学専攻から考古人類学科に戻す。
1999年3月 博士課程開設。

④漢陽大学校国際文化大学文化人類学専攻

1983年 文化人類学科開設。
1988年 大学院に碩士課程開設(大学院人文社会系人文系文化人

類学科)。
最近　学科から専攻に変える？

⑤全北大学校人文科学大学人文学部考古文化人類専攻

1987年10月19日 古人類学科新設（入学定員30名）。
1999年度以降 大学院人文社会系列考古文化人類学科開設。

⑥江原大学校社会科学大学人類学科

1988年 人類学科開設。
1992年2月 最初の卒業生を出す。
1996年11月 一般大学院に人類学科碩士課程を開設。
1998年11月 大学院人類学科を文化人類学科に改称。

⑦木浦大学校歴史文化学部文化人類学専攻

1988年 考古人類学科新設。
1997年 考古人類学科大学院課程新設。
1998年 考古人類学科と史学科を統合して、歴史文化学部を開

設し、考古学・文化人類学・歴史学専攻を置く。
1999年 大学院考古人類学科は考古学専攻と人類学専攻に分離。

⑧全南大学校社会科学大学人類学科

1992年 人類学科設立。第1期新入生30人入学
1993年 2期新入生30人入学
1994年 3期新入生28人入学
1995年 4期新入生30人入学
1996年 1期卒業生21人修了。5期新入生30人入学
1997年 2期卒業生10人修了。6期新入生33人入学

後期卒業生4人修了
1998年 3期卒業生15人修了。7期新入生30人入学

後期卒業生2人
1999年 4期卒業生19人修了。8期新入生29人入学

後期卒業生7人修了
2000年 5期卒業生20人修了。9期新入生28人入学

大学院修士課程設立。人類学5人/考古学6人入学
後期卒業生3人修了

2001年 6期卒業生28人修了。10期新入生26人入学
大学院人類学4人/考古学1人/外国留学生2人入学
後期卒業生2人修了

2002年 7期卒業生16人修了。11期新入生00人入学
大学院人類学0人/考古学0人/外国留学生0人入学
後期卒業生2人修了

⑨徳成女子大学校社会科学大学社会科学部文化人類学専攻

1997年3月 人文社会科学部に人類学専攻開設
1999年3月 人文学部人類学専攻
2001年3月 文化人類学専攻と改称し、社会科学部に所属変更
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上の各大学の略年表をみると、漢陽大・全北大・木浦大においては「学科」として開設されたも

のが、現在は「専攻」になっている。全南大では新入生の入学者数は1997年をピークにその後は微

減傾向が見える。志願者数の情報がないので、推断を差し控えねばならないが、これは他大学にお

いて今後、人類学科・専攻を新設することに対して慎重となる材料のように見える。

一方、ソウル大・木浦大においては考古人類学科として発足していたのが、後に考古学と人類学

とが分離している。

在学生の性別人数

1992年度の要覧で、古い数字であるが、全北大考古文化人類学科の在学生は男性7名、女性98名、

計105名。嶺南大文化人類学科は男性44名、女性135名、計179名で、いずれも女性が多く表れている。

大学院

次に大学院レベルの状況をみると、表5の通り、7大学に碩士（修士）課程、3大学に博士課程が

ある。これ以外に韓国精神文化研究院に碩士・博士統合課程が置かれている。大学院のホームペー

ジはどこも情報に乏しく、人類学博士学位論文についてもオンライン検索可能であるのはソウル大

のみで、嶺南大・慶北大は検索画面で学位の種類、あるいは学科を限定して検索できなかった。精

神文化研究院の博士論文は分野情報のあるリストは2頁以下にアクセスできず、他のリストからは人

類学関係に限定して論文を抽出することが難しい。

表5 韓国における大学院の人類学課程（開設年順）

(イ) 碩士課程
1973年 ソウル大
1976年 嶺南大
1980年 韓国精神文化研究院韓国学大学院開校（碩士・博士統合課程）
1984年 慶北大
1988年 漢陽大
1997年 木浦大
2000年 全南大
1999年以降 全北大

(ロ) 博士課程
1980年 嶺南大
1980年 韓国精神文化研究院韓国学大学院開校（碩士・博士統合課程）
1983年 ソウル大
1999年 慶北大

韓国精神文化研究院は政府の外郭研究機関で、1980年に大学院を付設開校した当時は「民俗」分

野であったが、2000年以降に「文化人類学」ないし「人類学」分野が「民俗」以外に明記されるよ

うになった。現在は、韓国史学・考古学、古文献管理学、哲学、倫理学、国語学・国文学、音楽学、

美術史学、人類学、民俗学、宗教学、政治学、経済学、社会学、教育学の専攻で、「碩士・博士統合
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攻の研究者が寄宿舎に滞在研究しているので、彼らとの交流など、密度の濃い学習環境がある。
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表6 ソウル大人類学博士学位論文（授与年順）

記載項目：授与年・姓名(所属[ソウル大大学院所属は非記載])・学位論文題目

1992 ユン・テンニム(ミネソタ大学)
Koreans stories about themselves:an ethnographic history of Hermit Pond Village in South Korea.

1992 金眞明「儀礼および日常生活を通してみた家父長的談論と権力」

1993 朴賢洙「日帝の朝鮮調査に関する研究」

1993 金椿東「韓国農村の社会経済的変動と政治的過程―慶尚南道のある施設野菜栽培地域を中心に」

1994 朴富珍「韓国農村家族の文化的意味と家族関係の変化に関する研究」

1994 キム・チャンミン「換金作物経済に対する済州農民の文化的抵抗」

1995 李起旭「済州道農民経済の変化に関する研究」

1995 洪性翕「日本農民の農業経営形態と社会経済的適応戦略―関東平野のある村落に対する事例研究」

1995 チュ・ジョンテク(コネチカット大学)
Corn-buying peasants:the capitalist development of forestry production and its impact on the Diver.

1996 イ・ソヨン(Московскийгосударственныйуниверситетим.М.В.Ломоно)
Религиозно-философскаяантропологияЛ.Н.Толстого.

1997 洪錫俊「マレーシア農村のイスラム化と社会変動―クランタンのマレー村落に対する事例研究」

1997 趙慶萬「有機農業の生態・経済過程を通してみた社会自然体系の理想と現実―有機農業団体、ある心的共同体
を中心に」

1998 崔仁宅（宮崎公立大学）「八重山島嶼社会の民族誌―小浜島を中心とした比較」

1998 イ・テジュ「フィジーの植民地的伝統と変化―タマプア村の酋長とバヌア」

1999 チェ・サムヨン(プロヴァンス大学)
Outillage en matière dure animale du neolithique au chalcolithique dans le midi de la France.

1999 ホ・チョムスク(大阪大学)「在日韓国・朝鮮人の生活文化」

2001 ソ・ヒョンジョン「民族正体性の新しい象徴としてのレストラン食べ物―米国、ボストンのイタリアン・タウ
ンを中心に」

2002 キム・ミンジョン「フィリピン農村集落の権力関係と性差、そして母性」

2003 チャン・チョンア「香港人正体性の政治―返還後本土子女の居留権紛争を中心に」

ソウル大に博士課程が開設されたのが1983年で、博士第1号が9年後の1992年に授与されている。

1992年から2003年までの10年間に19人。1年に2人出るかどうかの狭き門である。19人のうち、13

人が国内、6人が国外機関の所属となっている。名前から国外6人もコリアンであるように窺える。

( 3 )  博物館

韓国の国立中央博物館が提供している日本語ホームページには全国の博物館へのリンク集（http://

www.museum.go.kr/jap/sit/sites.html）がある。そこでは、国立・公立・私立博物館が38館、大

学博物館が28館挙げられている。このうち、ソウル市景福宮の中に位置する国立民俗博物館が海外

調査にも積極的に取り組んでいるので、当館だけをここでは取り上げる。
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国立民俗博物館では、多面的な活動を展開しており、その全体像をここでは示せないが、本稿に

関連する活動項目として、海外韓人社会を対象とした共同調査がある。これは1990年代中葉頃から

始められて、現在も継続しており、そこに文化人類学者が参加している。これまで、以下のような

成果の刊行がみられる。

3.   研究者の概況と動向－国内調査から国外調査へ

(1)  韓国文化人類学会誌にみる韓国人類学の「世界化」

韓国文化人類学会機関誌『韓国文化人類学』の第1輯（1968年）から第36輯1号（2003年）に約

700件の論文（講演記録・研究ノート・研究動向等も含む）が学会サイトに掲載されている。このう

ちタイトルから韓国以外の国・地域を対象に含めていることが分かるものは87件で、およそ1割強

となる。残りの9割近い業績が韓国文化を主対象としてきたということになる。これは前述した全京

秀が集めた広範囲の書誌から集めた文献整理と似通った比率である。なお、この1割強はすべてそれ

らの地域でフィールドワークを行なってきたものではなく、文献研究もある程度含まれている。

87件について年代順に見ると、1970年代（4件）、1980年代（18件）、1990年代（36件）、2000～

2003年（29件）で年を追って増加傾向にある。1971年(9)の任東権による台湾高山族民俗調査、

1981・1982年の李光奎による在日韓国人調査、1983年の文玉杓による日本調査が早い。次いで1990

年代に入って、黄達起・韓敬九・権粛寅他による日本調査、金 學によるインド調査、宋道永によ

る北アフリカ調査、呉明錫によるマレーシア調査、その他などと広がる。こうしてみると、韓国文

化人類学は1960年代以来、主に韓国内を対象として来たが、台湾・日本など東アジアでの調査展開

から、1990年代以降、より遠い世界を対象化しつつあることが窺える(10)。これは表7で見た「海外

同胞生活文化調査」が1990年代後半以降に展開しているのと重なり合っている。

外国研究の対象国として多い順に挙げると、日本（22件）、米国（11）、インド（6）、中国（4）、

メキシコ（4）、フランス（3）、北アフリカ（3）、台湾（2）、脱北者（北朝鮮からの難民）（2）、マレ

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

表7 海外韓人生活文化調査報告書（国立民俗博物館刊）

1996 『中国吉林省韓人同胞の生活文化』

1997 『中国遼寧省韓人同胞の生活文化』

1998 『中国黒竜江省韓人同胞の生活文化』

1999 『ウズベキスタン韓人同胞の生活文化』

2000 『カザフスタン韓人同胞の生活文化』

2001 『ロシア・サハリン・沿海州周辺韓人同胞生活文化』

2002 『日本過疎地域韓人同胞の生活文化』
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ーシア（2）、フィジー（2）と続き、以下１件の例は英国、英＝仏、オーストラリア、カナダ、タ

イ＝インドネシア、チベット、香港、モンゴル、ラテン・アメリカ、南アフリカなどとなる。なお、

韓国内の外国人労働者（2）、韓国滞留朝鮮族（1）、在韓米大使館の韓国人下部職員（1）や、韓日、

韓米、韓中などの自他二国間比較も87件中に含めてある。

『韓国文化人類学』からはあまり窺えないが、韓国文化人類学会を挙げての共同事業として「全

国民俗綜合調査」が1968年から開始された。これにより道ごとの調査報告書が1969年から1987年に

わたり刊行された(11)。また「農樂・豊漁祭・民謠篇」をはじめとするテーマ編が1982年から1987年

にかけて刊行された。以下はそのリスト(12)である。

韓国大学の人類学教育／松本誠一

表8 韓国民俗綜合調査報告書（文化公報部文化財管理局刊）

1969 [文化財研究所藝能民俗研究室編]『韓國民俗綜合調査報告書』第1冊（全羅南道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1971 『韓國民俗綜合調査報告書』第2冊（全羅北道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1972(1977) 『韓國民俗綜合調査報告書』第3冊（慶尚南道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1974(1977) 『韓國民俗綜合調査報告書』第5冊（濟州道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1974(1977) 『韓國民俗綜合調査報告書』第4冊（慶尚北道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1975(1977) 『韓國民俗綜合調査報告書』第6冊（忠清南道篇）、
（1977年、韓國文化人類學會刊）

1976(1977) 『韓國民俗綜合調査報告書』第7冊（忠清南道篇）、
文化広報部文化財管理局刊（1977年、韓国文化人類學會刊）

1977(1987) 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第8冊（江原道篇）、

1978(1987) 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第9冊（京畿道篇）、

1979(1987) 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第10冊（[ソウル] 篇）、

1981(1987) 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第12冊（咸鏡南・北道篇）、

1982 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第13冊（農樂・豊漁祭・民謠篇）、

1983 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第14冊（巫儀式篇）、

1984 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第15冊（郷土飲食篇）、

1986(1987) 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第17冊（衣生活篇）、

1987 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第11冊（黄海・平安南北道篇）、

1987 文化財研究所藝能民俗研究室編『韓國民俗綜合調査報告書』第16冊（住生活篇）、

日本語訳は竹田旦・任東権訳により国書刊行会から発行された。

1988 『韓国の民俗大系　韓国民俗総合調査報告書 1』（全羅南道篇）

1988 『韓国の民俗大系　韓国民俗総合調査報告書 2』（全羅北道篇）

1989 『韓国の民俗大系　韓国民俗総合調査報告書 3』（慶尚南道篇）

1990 『韓国の民俗大系　韓国民俗総合調査報告書 4』（慶尚北道篇）

1992 『韓国の民俗大系　韓国民俗総合調査報告書 5』（済州道篇）
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(2)  人類学科・専攻の専任教員

大学別に人類学科・専攻の専任教員数（考古学を除く）をみると、ソウル大（8名）がもっとも多

く、次いで江原大（5名）、全南大・漢陽大（4名）、全北大・慶北大・木浦大・嶺南大（3名）、徳成

女子大（1名）の順に多い。

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

表9 韓国大学人類学科ないし専攻の専任教員（2003年）
①ソウル大学校人類学科
李文雄　教授　博士(米国ライス大)
文化変動論・法人類学・映像人類学・日本民族学・技術と物質文化
金光億　教授　博士(英国オックスフォード大)
中国の社会と文化・政治人類学・宗教人類学・人類学と植民主
義・宗教人類学・飲食と文化・文化と権力・文化と宗教・物質生
活と文化・文化研究方法論・人類学概論・人類学の理解
全京秀　教授　博士(米国ミネソタ大)
文化と環境・生態人類学・人類学史・韓国文化論
王翰碩　教授　人類学博士(米国カリフォルニア大ロサンジェルス)
文化と言語・人類学現地言語実習・文化と性格・言語人類学・社
会言語学・認知人類学
呉明錫　副教授　博士(米国モナシュ大)
東南アジアの民族と文化・文化と経済・歴史人類学・東南アジア
文化研究・経済人類学
黄益周　教授　博士(英国オックスフォード大)
人類学特講・人類学研究方法・ヨーロッパ文化研究・都市人類学
朴淳英　助教授　人類学博士(米国ニューヨーク州立大バッファロー)
人類の起源と進化・体質人類・文化と生物学
姜正遠　助教授　人類学博士(独ミュンヘン・ルドウィック大)
人類学概論・人類学特講・東北アジアの民族と文化・民俗学・文
化と宗教・博物館実習・人類学博物館学・民俗学演習・博物館と
人類学・宗教人類学

②嶺南大学校文化人類学科
鄭永和　教授　博士(仏ボルドー大)
第4紀地質学・先史考古学
呂重哲　教授　人類学碩士(ソウル大)
社会人類学
朴賢洙　教授　人類学博士(ソウル大)
経済および都市人類学
李清圭　副教授　博士(ソウル大)
考古学
朴晟ヨン　副教授　人類学博士(仏マルセーユ1大)
社会人類学・民俗学

③慶北大学校考古人類学科
李白圭　教授　碩士(ソウル大)
考古学
劉明基　教授　人類学碩士(ソウル大)・人口学修士(オーストラリア
国立大)
人類学
金椿東　教授　人類学博士(ソウル大)
人類学
李徳成　教授　人類学碩士(ソウル大)・人類学修士(米国ノース・ウ
ェスタン大)
人類学

李 濬　教授　博士(ソウル大)
考古学

朴天秀　助教授　博士(大阪大)
考古学

④漢陽大学校文化人類学専攻
趙興胤　教授　哲学博士(独ハンブルグ大)
民族学・宗教人類学

基同　教授　哲学博士(米国カリフォルニア大バークレー)
考古学
李 秀　副教授　哲学博士(トルコ・国立イスタンブール大)
民族誌・文化論

鄭炳浩　副教授　人類学博士(米国イリノイ大)
文化変動・実践人類学

朴正真　専任講師　文化人類学博士(嶺南大)
文化人類学

⑤全北大学校考古文化人類学専攻

尹 香　教授　文学碩士(ソウル大)
韓国考古学・韓国文化遺産
咸翰姫　教授　哲学博士(米国コロンビア大)
歴史人類学・経済人類学・祝祭と文化

金眞明　教授　文学博士(ソウル大)
女性人類学・宗教人類学・韓国民俗文化

李廷徳　助教授　哲学博士(米国ニューヨーク市立大)
文化理論・文化政策・文化観光

金スンオク　助教授　哲学博士(米国ミシガン大)
集落考古学・考古学理論と方法論

李炯佑　専任講師　哲学博士(英国オックスフォード大)
旧石器考古学

⑥江原大学校人類学科
任奉吉　教授　社会人類学博士(仏モンペリエ3大およびパリ高等社
会科学大学院)
社会人類学理論(構造人類学・フランス社会人類学)・東南アジア
地域およびシベリア地域研究・文化変動
金容煥　教授　哲学博士(人類学)(米国ラトガース大)
親族組織論・人類生態学・認知人類学

金亨俊　助教授　人類学博士(オーストラリア国立大)
宗教人類学・農民社会研究・東南アジア(インドネシア)

金世乾　助教授　人類学博士(メキシコ国立大)
メキシコ地域研究・生態人類学

韓健洙　専任講師　哲学博士(人類学)(米国バークレー大)
民族アイデンティティ・歴史人類学・家族と親族・観光と文化・
アフリカ地域研究(ナイジェリア)

⑦木浦大学校歴史文化学部文化人類学専攻
趙慶萬　教授　文学博士(ソウル大)
生態人類学

尹炯淑　副教授　文学博士(米国ミシガン州立大)
社会人類学（家族と親族・性と文化・ライフヒストリー・都市社
会の文化）

洪錫俊　助教授　文学博士(ソウル大)
宗教人類学・マレーシア

⑧全南大学校人類学科
崔協　教授　人類学博士(米国ケンタッキー大)
文化変動論・応用人類学・民族問題・海外韓人研究

林永珍　教授　博士(ソウル大)
馬韓百済考古学・東北アジア考古学

金明惠　教授　博士(米国テキサス大オースチン)
都市文化・文化と政治経済・家族と親族・性と文化

金 學　副教授　人類学博士(インド・ジャワハルラ・ネール大)
文化と宗教・農村社会と文化・衣服スポーツと正体性・南アジア地
域研究
洪性翕　助教授　人類学博士(ソウル大)
経済人類学・農民社会論・文化理論・組織(集団)と個人
⑨徳成女子大学校文化人類学専攻

李容淑　副教授　博士(米国ノース・イースタン大)
教育人類学
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上に掲げた全国大学の9学科ないし専攻に人類学の専任教員総数は34名である。文化人類学会会

員数を330名とすると、およそ学会会員の1割ほどが人類学科ないし専攻の専任教員となる。

この34名について性別・年齢別の構成をみると以下の通りである。性別では男性が28名、女性が

6名となっている。ちょうど4対1の比率である。

年齢別では、細かくなるが、1942・1944・1946・1948・1951・1958・1959・1962年生まれがいない。

1940年代生まれについては偶数年生まれのいない隔年となっており、1950年代・1960年代生まれに

ついては同年で1名か2名の狭き門であるが、ポストが少し拡大されたことが反映されていると言え

よう。全体として特定の年齢に大きな偏りがない特徴が表れている。

しかし、女性専任教員の場合は、前述の通り、総数としては男性の4分の1であるが、その少ない

人数の中でも1953年前後の出生者に偏っている。学生数としては女性が多いのに反して、専任教員

になるには女性にとってはきわめて狭い門であることがここにはっきり見えている。

最終学位取得国をみると、米国14、韓国 9、英 2、独 2、仏 2、豪 2、インド 1、メキシコ 1、ト

ルコ 1となる。韓国内ではソウル大が8人、嶺南大が1人である。海外での学位取得者が合計25人、

韓国内取得者が9人である。

韓国文化人類学会名簿により、同じ機関への所属を示す例数を多い順に挙げると、ソウル大学校

人類学科（14名）、嶺南大学校文化人類学科（10名）、韓国精神文化研究院（9名）、安東大学校民俗

学科・慶北大学校考古人類学科、全南大学校人類学科・全北大学校考古文化人類学科・木浦大学校

105

韓国大学の人類学教育／松本誠一

表10 韓国大学人類学専任教員の性別・生年別構成

生年 男性 女性 計

1941 1 - 1
1943 1 - 1
1945 2 - 2
1947 3 - 3
1949 2 - 2
1950 2 - 2
1952 2 1 3
1953 1 3 4
1954 1 1 2
1955 2 - 2
1956 2 - 2
1957 1 1 2
1960 2 - 2
1961 2 - 2
1963 1 - 1
1964 1 - 1
1965 2 - 2
合計 28 6 34
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歴史文化学部文化人類学専攻（6名）、漢陽大学校文化人類学科・江原大学校人類学科（5名）、ソウ

ル大学校比較文化研究所（4名)、延世大学校社会学科・韓国精神文化研究院韓国学大学院・国立民

俗博物館・嶺南大学校博物館（3名）、ソウル市立大学校都市社会学科・ソウル大学校宗教学科・安

東大学校国学部民俗学専攻・韓国教員大学校地理教育科・高麗大学校史学科・全北大学校看護学

科・地域文化研究所・忠南大学校社会学科（2名）。この合計は105名である。ここでの数値には時

間講師（非常勤講師）や助教（助手）・大学院学生なども含まれて、人類学科ないし専攻の場合は、

専任教員数を上回っているか、同数となっている。

同じ機関内であるが所属部署が異なるため「1名」と分類した例について、所属部署の違いを無

視して同じ機関ごとに合わせれば複数になる場合をみると、嶺南大・ソウル大・韓国外大・済州

大・東国大（6名）、全南大（5名）、木浦大・漢陽大（4名）、徳成女大・仁 大（3名）、安東大・

延世大・慶熙大・江原大・世宗大・成均館大・全州大・全北大・梨花女子大（2名）。この合計は63

名となる。ここでの人数には、「人類学科ないし専攻」以外の学科や、研究所、博物館、定年退職者

等が含まれる。専任・非常勤・院生の別は分けられない。

4.   人類学教育の事例―江原大・徳成女大の場合

(1)  教育システムの概要－非専門分野

考古学教員を含まない学科という観点から、ここでは国立・江原大人類学科を選択して参照する。

韓国の大学はセメスター制を採っており、授業期間は１学年度が２学期に分かれている。第１学期

は３月から６月まで、第２学期は９月から12月まで。第１学期の場合、4月下旬に中間試験、6月中・

下旬に期末試験の２回の試験期間がある。学期ごとに授業は完結し、成績が付けられる。７月上旬

に成績発表があり、２週間弱の成績訂正期間をおいて７月中に成績入力なされる。授業の登録、登

録金（授業料）の支払いも学期ごとに行なわれる。８月末に後期卒業式、９月初めに入学式もある

が、春の入学・卒業者が多いため、多くは３月入学者に合わせた授業計画が組まれている。

卒業に必要な「学点」（日本の「単位」に相当する）は、例えば医学系・教育系などは専門科目の

学点数が大きいなど学科・学部により違いがあるが、江原大の場合、最小で「140学点以上(13)」と

なっている。通常８学期間在学し、必要な点以上の成績を挙げれば、卒業認定されるが、成績優秀

者は早期卒業も可能で、卒論や実験・実習報告書・実技試験など卒業に必要な科目履修を早く終え

れば、６学期・７学期で卒業できる。

「学年修了学点」は卒業学点が140学点の場合、４で割った35の倍数となる。例えば、１年で35

学点以上を修めないと２学年には進めず、１科目でも落として学点が不足して原級（留年）すると、

試験では学点が取れたその学年の他の履修科目についても成績が無効にされ、すべてやり直しとな

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）
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る。140学点の場合、通常は1学期に履修できる学点については上限（19学点）があり、成績優秀者

には翌年度の履修可能学点数が増える（21学点）ので、以下に説明する「季節授業」と合わせて、

早期卒業を容易にする。成績優秀者は次学期に３学点を限度に少し多く履修（22学点以内）できる。

授業時間は講義科目の場合、50分授業を週１回、15週以上行なった場合、１学点と計算される。

２学点の場合、（50分＋50分）×15週で1500分、３学点は（100分＋50分）×15週＝2250分になる。

江原大では「季節授業」として、学期初めに在学生から希望を取り、希望者数が一定数に達した

場合、６月と12月に各15日間の季節授業を行なう。対象者は（兵役を終えたなどの）復学生、早期

卒業・再受講・副専攻履修希望者などである。授業料は別途徴収し、申請可能な学点は1回に「６学

点以下」である。

教養・専門の別については、1995年度の江原大学校要覧には、人類学科学生の場合、教養科目29

学点以上（必修16学点、選択17学点、基礎科目の選択12学点）専門科目69学点以上（必修18学点、

選択51学点）、自由選択26学点以上で合計して140学点以上を取るように明示されている。基礎科目

は社会科学系の概論で、８科目がある。

2003年学則では「最小専攻認定学点」は36学点と定められている。1995年度のような教養・専

門・自由選択別学点についての規定は見当たらない。

2001年度から140学点に含めない「卒業資格認証制(14)」によって、「英語・コンピュータ・読書」

の３分野中から２分野を選択して、所定の成績を修めなければならなくなった。例えば英語では

TOEIC・CBT(TOEFL)・TEPSの試験、コンピュータでは運営委員会が定める基準、読書では巻毎

に1000字以上の読後感想文を提出し、運営委員会が作成した20問以上の評価問題を受けて、評価を

受ける。合格線以上に「最上」「卓越」「優秀」の評価区分がある。英語TOEICでは「最上」900点

以上、「卓越」800－899点、「優秀」700－799点。読書では「最上」90冊以上、「卓越」70－89冊、

「優秀」50－69冊となっている。

(2)  専門教育の概要

表10は江原大学校人類学科の専門教育課程表である。表の見方は、「文化人類学基礎方法論」を例

にすると、「学年学期」欄の「２－１」は「２学年1学期」、「区分」欄の「専必」は「専門必修」、

「専選」は「専門選択」の略語、「学点および時間数」の「3-2-2」は「３学点－講義２時間－実習２

時間」という意味である。「専攻セミナー」は「１学点、演習２時間」となっている。

韓国大学の人類学教育／松本誠一
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表10 江原大学校人類学科　専門課程

学年学期
1 -2 専選

専選

専選

専選

専選

専選

専選

専選

2 -1

2 -1

2 -1

3 -1

3 -2

4 -1

4 -2

区　分 教科目名 学点および時間数
3 -3 -0

3 -3 - 0

3 -2 - 2

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

1 -0 - 2

3 -2 - 2

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

1 -0 - 2

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

1 -0 - 2

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

3 -3 - 0

副専攻

副必

人類の進化と文化(Human Evolution and Culture)

文化と情報社会(Culture and Information Society)

文化人類学基礎方法論
(Basic Methodology of Cultural Anthropology)

家族と親族(Family and Kinship)

民族葛藤の理解(Understanding Ethnic Conflict)

東アジアの文化と社会(East Asian Culture & Society)

専攻セミナーⅠ(Major SeminarⅠ)

民族誌映画製作実習

遊びと祝祭の文化

江原文化の理解

韓国文化の伝統と変化

専攻セミナーⅡ
東南アジアの文化と社会

都市生活と文化

文化と政治

文化と宗教

人間本性と文化

専攻セミナーⅢ
ヨーロッパの文化と社会

文化人類学現地調査実習

組織と文化

観光と文化

人類生態学

文化と経済行為

神話の意味と理解

文化の展示と保存

文化人類学演習

文化人類学史

文化と言語

アメリカの文化と社会

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

江原大学人類学科の専門科目は合計30科目で、仮にすべてを履修すると84学点となる。一クラス

の定員は守られるので、コンピュータを通じた履修登録により、定員に達するとすぐ登録不能とな

る。したがって、まず全科目を履修することは希望したとしても不可能に近い。

上の課程表を見ると、必修科目は「文化人類学基礎方法論」の一科目だけである。地域研究に関

わる科目としては、「東アジアの文化と社会」「東南アジアの文化と社会」「アメリカの文化と社会」

「ヨーロッパの文化と社会」と「韓国文化の伝統と変化」、そして地元の「江原文化の理解」の６科

目がある。実習・演習関係では１年から３年までの「専攻セミナー」（３科目）と４年の「文化人類
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学演習」、「民族誌映画製作実習」「文化人類学現地調査実習」の６科目がある。専任教員中に韓国人

類学界では珍しいアフリカ研究者もいるが、置かれている科目には反映されていない。

科目構成の特徴を検討するために、徳成女子大人類学専攻の課程表も参照してみる。

韓国大学の人類学教育／松本誠一

表11 徳成女子大学校人類学専攻　専門課程

学年

1

2

3

4

計

専選

専選

専選

専選

文化人類学概論

家族と文化

アジア文化論

性と文化

映像文化の理解

ヨーロッパ文化論

中国文化論

日本文化論

アメリカ文化論

文化と人性

人類学史

観光と文化

文化としてみた政治と権力

映像文化記録方法

現地調査研究方法論 1

現代中国の文化変動

日本大衆文化論

米国の社会と文化
＊現地調査研究方法論 2
＊現地調査研究実習

韓国文化と実践人類学

文化としてみた歴史

文化としてみた経済

文化情報論実習

日本地域研究

中国地域研究

26科目 39/39 39/42 78/81

区分 科　目　名
単位/時間

計 備　　　　考

必修推奨

必修推奨

必修推奨、先修：文化人類学
概論

必修推奨、先修：現地調査研
究方法論1

1学期

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /6

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /6

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

3 /3

2学期

徳成女子大人類学専攻の場合、全部で26科目、計78学点となり、江原大人類学科に比べやや少な

めになるが、学科と専攻の違いは教育課程表の上では特に見出せない。

必修科目はなく、必修推奨科目として「文化人類学概論」「人類学史」「現地調査研究方法論１」

「現地調査研究方法論２」の４科目がある。地域研究では「アジア文化論」「ヨーロッパ文化論」「中

国文化論」「日本文化論」「アメリカ文化論」「現代中国の文化変動」「日本大衆文化論」「米国の社会

と文化」「韓国文化と実践人類学」「日本研究」「中国研究」の11科目がある。実習・演習関係では

5)p093-p112  03.11.27 5:39 PM  ページ 109



110

「映像文化記録方法」「現地調査研究方法論１」「現地調査研究方法論２」「現地調査研究実習」「文化

情報論実習」の５科目。

徳成女子大では日本・中国を対象とする各３科目、アメリカを対象とする２科目があり、韓国と

関係の深い国々に重点が置かれているのに対し、ソウルや京畿道に関する地元科目は見えない。江

原大では置かれている「東南アジア」が徳成大では見られない。

5.   むすびにかえて

韓国の文化人類学は1960年代から1980年代にかけては自文化研究に主力を注いでいたが1990年代

以降は、日本など近隣国以外の諸外国を調査対象に含めるよう転換してきている。日本研究は日本

語学・日本文学・日本学関係の多くの学会があり、文化人類学以外の専門領域の分化が著しい。韓

国人学者による自文化研究は朝鮮総督府期（1910－1945年）に行なわれた朝鮮研究を超克するため

に展開されたとすれば、解放後それに半世紀近くの年月を要したということになる。かつて「事大

主義」というラベルを貼られた朝鮮文化・思想・行為様式の特徴ではない、自文化内に創発する文

化の根を求めて、韓国内で精力的に積み重ねられた歴史研究・現地調査研究の中から、多くの研究

業績が蓄積され、多くの新しい研究者世代が養成された。この過程で、過去の欧米・日本の研究者

が見出せなかった文化項目上の特徴の発見・報告も重ねられた。自文化研究の高まりにつれて、そ

れらが韓国固有の文化であるかどうかを検証するために、国際文化比較研究が要請される段階に必

然的に至っているとも理解される。資産家が世界で収集したコレクションを元に開館した博物館も

現れている。

「韓民族の正体性」という言葉を2003年４月以来の韓国滞在中によく見聞きする。韓国文化人類

学会の2003年５月に開かれた定期学術大会の主題は「超国家時代の正体性―新しい境界つくり

（Identity in the Age of Transnationalism : Re-territorialization）」というものであった。「正体

性」は「アイデンティティ」で、これまで使用された「民族精神」や「民族の魂」とは別の用語と

して現れているようであるが、「個人個人のアイデンティティ」というよりは「韓国人の何らかの集

団、グループとしてのアイデンティティ」という意味合いが強いように感じられる。「正体性」論議

に皆が関心を向けているのではなく、ハングルで「正体性」を表記すると、読むときは同意異義の

「停滞性」の意味かとも理解されると冷ややかに見る目もある。

自文化研究の精華はまだ教育界に浸透しておらず、また韓国人類学者による海外調査の成果の国

内還元もこれからのことであり、「事大主義」ラベルへの反発だけであるかのような内向的思想・言

論の克服にはまだしばらく年月を要するのであろうと思われる。
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【主要参照文献】

Chan Shin-yo 張信堯
1979「韓国の体質人類学」（韓国語）『大韓解剖学会誌』第12巻第1号　＊拙訳（未刷）あり。
1988「韓国の体質人類学に対する回顧」（韓国語）『体質人類学会誌』第1冊第1号、pp.1 - 4. ＊拙訳（未刷）

あり。
Chun Kyung-soo全京秀

2001（1999）『韓国人類学百年』（韓国語。一志社） ＊邦訳出版が準備されている。
Lee Du-Hyun李杜鉉

1983「韓国の民俗学研究」（韓国語）大韓民国学術院『韓国学入門』、pp.619-633.

主要参照ホームページ（本文中に紹介したものは省略）
江原大学校　江原大学校学学則（改正2003年3月28日）
江原大学校　江原大学校学事運営規定（改正2003年3月28日）

【付記】

本稿は東洋大学アジア文化研究所「（文部科学省）学術フロンティア」共同研究「東南アジア・東アジア諸国
にみる経済発展と都市化による伝統文化の変容」計画に基づく、2003年4月から2004年3月までの韓国滞在研究
の一環として可能になったものである。韓国外国語大学校日本研究所には外国人招聘研究員として受け入れてい
ただき、同大学校の施設、優秀な海外研究の諸専門家との交流可能な環境を与えられていることに感謝する。

【注】

( 1 ) 全京秀　2001、p.213。
( 2 ) URLはしばしば変わる。また新旧のURLが並存している場合もある。本稿で紹介するURLでホームページ

を開けない場合、ハングルで学会名を検索エンジンに入力して目当てのURLを探し出す方が速いかもしれ
ない。筆者が日本からLAN、CATV回線を通じて、韓国のサイトを呼び出していたときは往々にして時間
を要したが、韓国内ではADSLでも速くつながる。ただ時々相手のサーバーの状況が悪そうな場合にぶつか
り、接続をあきらめることはたびたび経験する。

( 3 ) 「碩士」は日本の「修士」に相応する。
( 4 ) こういう現象はしばしば見受けられることであり、本稿の目的から外れないよう深く追求しない。
( 5 ) 日本人類学会会員は先史学、考古学、民族学、形態人類学、人類遺伝学、人類生態学、生理人類学、霊長類

学の各専門領域にまたがっている。
( 6 ) これも80名の開きがあるが、この現象の解明には立ち入らない。
( 7 ) 韓国文化人類学会ホームページでは次の７大学が挙げられている。ソウル大・漢陽大・江原大・全北大・全

南大・木浦大・嶺南大。これを基に慶北大と徳成女子大を加えた。
( 8 ) 韓国文化人類学会ホームページでは「考古文化人類学科」に、全北大ホームページでは「考古文化人類学専

攻」になっている。
( 9 ) 掲載号の記載年で、実際の調査年はそれより以前となりうる。
(10) 海外留学をして博士学位を受けて帰国したり、そのまま国外に職を得ている例は少なくない。彼らの海外で

の研究業績は本稿では見ていない。
(11) 道別各編は1990年代版が現在販売されている。
(12) 本リスト作成において筑波大学図書館のオンライン検索の恩恵を受けた。
(13) 他大学で最近「160学点以上」を「120学点以上」に変更した例も耳にした。
(14) 学則に根拠をもつ。
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【Abstract】

Education of Anthropology in Korean Universities

Seiichi MATSUMOTO

South Korean cultural anthropologists were devoted to reseaching domestic culture from

the 1960s to the 1980s. But after the 1990s, it is converting so that foreign countries may be

gradually included in the candidacy for investigation. 

If the self-cultural studies by a South Korean scholar were developed in order to conquer

the Korean research done at the Korean governor-general
,
s office term (1910 to 1945), it will

be said that it took the years near the half-century after release. 

It asked for the root of the culture which carries out emergence into self-culture. Which is

not a feature of Korean culture, thought, and an act style on which the label “toadyism” was

once stuck. Out of the history research and field survey research energetically repeated in

South Korea, many research achievements were accumulated and many new researchers

were trained. 

In order to verify whether there is culture peculiar to Korea along with a rise of self-cultural

studies, it is understood that it has resulted in the stage where an international culture

comparative study is demanded. 

It is thought that the conquest of introvert thought and speech does not permeate 

the educational world yet. Domestic reduction of the results of the overseas investigation by a

South Korean scholar is also a future thing, and will still take years to produce of self-cultural

studies.
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