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<２００５年４月９日(土曜日)～１３日(水曜日) >

全相雲・徐賢燮 命名記念 韓国紀行 ①
－ ２００２年趙慶哲先生命名から３年ぶりの韓国訪問 －

２００５年４月１２日に韓国・ソウルの明洞(ミョンドン)に近い，ロッテホテル・38階レストラン“Metoropoli
tan”で元韓国大使の徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏の小惑星命名祝賀会，次の日の１３日にソウル大学医学部のレス
トラン“Garden View”で韓国科学史大家の全相雲(ジェン・サンウン)氏の小惑星命名祝賀会，二つの祝賀会参列
のため，３年ぶりにサクラ満開の韓国を訪れました．
特に全相雲先生には，以前に体調を崩して行けなかった百済の古都“扶餘”と世界遺産の“水原城”を案内して

いただきました．｢冬のソナタ｣で始まる韓流ブームにわく日本から，ソウルの町並みなどを含め，最新のようすを
祝賀会参列の機会を利用して倶楽部員のみなさまに紹介させていただきます．

渡 辺 和 郎

４月 ９日(土曜日)
千歳から韓国の首都“ソウル”へ

いつものごとく 時半に自宅を車で出発。どんより10
とした天候で 月にしては肌寒い。千歳の朝日町の“パ4

4 5 2,800ーキングガレージ に車を預け 泊 日の予定で” 、
円を支払う。この時期でも結構混み合っており、受付の
予約をしていなかったので、｢次回からは電話で予約し

てください｣と注意された。丁度，待機していたバスに
乗ることができ空港まで送ってもらったが、それまで待
たされた他のお客には少々気の毒だった。
空港の国際線前で降りたため、 階の団体受付カウン1

ター(空港中央部)まで荷物を引いて歩き、切符を手にし
て再び国際線まで戻ったら、 分ほどで預け入れ荷物10

、 。のチェックが始まるというので そこで待つことにした
座席は窓側がとれたのでラッキーと思った。スーツケー
ス１個を預け、手荷物だけ持って空港の売店を試食しな
がら歩くが、試食したら買わなければ…というプレッシ
ャーからかなかなか手が出せない。
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中央広場の佐藤忠良の女性像の写真を撮ったりし、時
間潰しに 階の休憩場に上がった。ここで、パンとカフ4
ェオレを注文し朝食代わりにする。というのも、機内食
が出るのだからここでお腹一杯にしては無駄になろうと

1,060いうもの、節約…節約。しかし、合計で意外にも
円もかかっ
たのでは軽
食とも言え
ないか…。
受付で添

付されてい
た“ソウル
”のガイド
ブックを見
ながら、や
はり韓国と
はいえ海外
は国内旅行
とは違う何
かしらの期
待 感 が あ
る。ソウル
で暇があっ
たら何処へ
行こうか考
えを巡らし
た。

時 分になったので搭乗待合室に入ることにす12 30
る。ボディチェックや出国審査は人数が少ないから簡単
だ。成田の混み具合から比べれば雲泥の差、らくちんら
くちんというもの。それに、空港税がないから二人会わ
せて 円の節約。もし、羽田から成田までリムジン5,400
バスを使えば、往復 円が余分な出費となってこ12,000
れにプラスされる。目に見えない経費も集まればバカに
ならない。千歳から直に海外に行けるのは本当にありが
たい。

、 。誰よりも早く入ったせいか 待合室はガラガラだった
時間が経っても椅子が埋まらない状況はその後も続い
た。いつもなら、ほどほどに座れないくらいの人で混む
のだが、今回はガラガラだった？ 時 分を回った12 50
頃、空港を見渡せる窓の外に青い機体の大韓航空の機体
が見えた。ちょうど到着したところで、 日後はこの便4
で帰ってくることになる。窓越しに到着のようすを見て
いたが、客は 人くらいのものだった。早晩、連休を50

ソウル行きの大韓航空の搭乗半券(二人分)

“ＰＲＯＮＴＯ”という喫茶店で軽く朝食

A-300 260 MD 160過ぎれば、機材は (約 人乗り)から (約
人乗り)に格下げになることだろうと思った。竹島問題
で日本バッシングもいいが、韓流ブームを支えている主
婦層の優しい気持ちに領土問題は関係ない。彼女らの貢
献が大きいことを関係者はもっと理解すべきだ。

時 分から搭乗が始まり、機内は窓側の席で埋ま12 45
り、中央の 列席は誰もいない状態だった。千歳空港を4
南から北側にむけ離陸すると、すぐに雲の上に出て、景
色は何も見えなかった。直ぐに配膳が始まり、昼食とな
ったが、シーフードカレーが出て、期待していたビビン
バではなかった。アメリカ線で出たビビンバが美味しか
ったのでついぞ期待したのだが残念だった。東北の日本
海側に出たところで地上の景色が見えるようになり、機
は日本海側に沿って南下していた。新潟沖の佐渡島上空
を通過中に機窓を覗くと丁度すぐ下を 機が交差しJAL
て行くのが見えた。｢佐渡島空港を離陸し羽田へ向かう
のだろうか？｣なぞと思いを巡らした。

富山湾上空を北アルプス方面へ飛行するJAL機

能登半島上空では富山湾と北アルプスの山並みが綺麗
。 。に見えた 尖った山が目についたので｢槍が岳｣と思った

若狭湾から鳥取の山陰海岸を遠くに見ながら隠岐諸島の
上空を通過し日本から離脱、朝鮮半島を目指す格好でソ
ウル仁川空港へ。途中、問題の竹島を熱心に探したが、
ついに機窓からは見えなかった。

機窓ギリギリ眼下に隠岐の複雑な島影を見る

韓国上空もやはり曇っていた。天気は下り坂のようだ
ったが仁川(インチョン)国際空港に降りるため雲を抜け
ると地上はどんよりと暗く雨が落ちていた。広い空港に
無事滑走すると雨煙が上がった。空港ビルに駐機する機
体は青色ばかりで、韓国に来たという実感が沸いた。
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免税店に行くときに携行するよう渡された入店証．これは添乗員のバックマージン用伝票も兼ねているのだろう

青い機体に赤と青の雷模様(？)が目印の大韓航空機

入国審査を終えターンテーブルで荷物を取るのに時間
20は余りかからなかった。出口に両替所があったので

万ウォンの交換を申し出ると、日本円で 万 千円とら2 3
れた。在韓中の小遣いはこれでおさえたかった。
出口付近で 歳くらいの現地女性添乗員に声をかけ40

られ、他に 組 名を待っているので、付近で座って待3 6
つよう言われた。ほどなく 組 名が揃ったが、全員札4 8
幌－ソウル線の近畿日本ツーのお客で、 代から 代20 30
の女性ばかりで、親父は僕一人だった。どうみても彼女
らは韓流ブームのお客のように見えた。
今回、韓国の祝賀会への費用はできるだけ迷惑がかか

らないよう安くあげるため、飛行機と宿がセットになっ
たパックツアーを選んだ。 で調べると、格安航空券HIS
だけでも往復 名で 円はくだらない。宿泊費を2 96,000
考慮すれば個人旅行は高くつく。色々探すと、仁川空港
とホテルまでの送迎と 日目の夕食にカルビ定食がつい1
たものがあったので、 泊延泊する形で明洞のホテル指1
定料込みで、 泊 日 名で 円というものだっ4 5 2 161,000
た。
雨の降る中、ワゴン車に揺られ、高速道路を一路ソウ

ルへひた走る。小 時間もかかろうか？ 幸い土曜日と1
いうので、平日の渋滞はさほどでもないという。今回の
旅行はフリープランで送迎がつく代わりに免税店に立ち

16寄らねばならない。仁川空港の外に出たのが夕方の
時 分だったのに、車中の人になったのは 時間半も30 1
経った 時で、外は薄暗くなっていた。個人とは違っ18
て団体行動は一番遅い人に合わせねばならないので仕方
ない。
仁川の島々を通過し、ソウルの中心を流れる漢江(ハ

ンガン)沿いの高速を市内へ向かい、緑色の大きな丸屋
根の国会議事堂のある汝矣島(ヨイド)から漢江を渡り、
新村からウエディング通りを経て、忠正路と世宗路との
交差点になる｢東和免税店｣に到着した。車内で免税品店
の入店証書(上写真)を配られ、これを見せて買い物をす
るよう言われた。パスポートではなく、これを見せろと
念を押された。光化門ビルの南側地下が免税店で 時間1
のショッピング・タイムが取られたが、ざっとブランド

10ショップを見て回り、入り口の集合場所に戻るのに
分とかからなかった。入店証は添乗員のバックマージン
用のものだろう。これを使って買った品物の何％が添乗
員の収入になる。そんな物を買うものか…。小市民の小
さな抵抗である。
当然、まだ 分もあるので外へ出ることにしたが、50

雨が降っている。免税店の傘をしっけいして大通りに出
ると、機動隊が勢揃いしデモ隊を取り囲んでいた。ひょ
っとして日本バッシングのデモか？と思ったが、垂れ幕
や看板に日本に関係する表示は見当たらなかった。
多くのソウル市民は遠巻きに見物するか、興味なさそ

うにビル街を闊歩していた。そばの建物に｢ ｣の観光案i
内所があったので、日本語の資料や地図をもらいに入っ
た。免税店に戻って、もう一度店内を 周し、約束の時1
間 分前には 名全員が揃っていた。今は誰も免税品15 8
に興味がないようだ。
いくら売り上げがあったかは定かではないが、みんな

しっかりしているように見えた。これからツアーについ
ている、ただ 回の無料夕食へ行くことになる。1

教訓！ ただより高いものはない

ソウル中心部の明洞(ミョンドン)から夕食を摂る焼き
肉店まで車で 分かかるという。随分と遠くへ連れて20
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いかれると思った。ダウンタウンである南山の南山 号1
バイパストンネルを抜け、車は漢南洞地区(南山の南側)
に出た。漢南路に面した｢南海楼｣という店の前に辿り着
いた。店の前にはミニバンやワゴン車がびっしりと駐車
して、もの凄い混雑ぶりだ。たいそう流行っている店と
勘違いしたのだが、それは人気のある店で流行っていた
のではなく、ツアー会社専属の店で混雑していたのだ。
このことは後になってから分かった。
この日ツアー唯一の特点として、 日目の到着夜にカ1

ルビー 人前の夕食が付いていた。二人で 人前とい1.5 3
うことだが、出てきた量は意外に少なかった。ご飯を一
緒に食べれば何とかお腹がいっぱいになるだろうと考
え、追加はせずに、｢ちじみ｣一皿に景気付けに飲み物は
個人払いというのでビール 本だけを注文した。1

日本語の話せる係の女性が忙しそうに立ち回る店内は，活気が
あって繁盛しているようだった

ランチョンマット代わりの紙にメニューが豊富に載っ
ていたが値段が無いのに気づかなかった。それでも、ビ
ール 本とちじみ一皿なら、高くても１万ウオンくらい1
と踏んでいた。勘定になってその金額にビックリするこ
とになる。｢えっ？｣…。係｢ 万５千ウォンです！｣。2
ビール 本とちじみ一皿が 円！ 日本でもそん1 2,800

。 。なにしやしない 物価が安い韓国ではなおさらのことだ

店の外に所狭しと並んでいたの車は日本人ツアー相手
のピックアップバンやバスで、入り口付近で混みあって
いた人間は運転手と添乗員、全ては追加注文からマージ

50ンをあげる算段なのだ 韓国では缶ビールが安い物で。
円、普通は 円くらいのもので、日本製のサッポロビ100
ールが 円で高くて手が出ないと聞いた。野菜や肉を270
卵と小麦で薄っぺらくお好み焼き風に焼いた｢ちじみ｣も
せいぜい 円くらいのものだろう。500
一気に奈落の底に叩き落とされた。暴利バーというの

は聞いたことがあるが、暴利焼肉店というのが存在して
いたのは知らなかった。きっと追加分の料金は 万ウォ1
ンもしないだろう。それに交通費や添乗員のバックが加
算されて、この値段になっている。これで焼き肉のカル
ビが少ないからと追加でもしようものなら 万ウォン10
を請求されていたかも知れない。｢あ～ぁ、怖！｣。何の
ことはない最初からツアー会社と結託した値段設定なの
だ。ただ、法外な値段がびびたるものでも、後味がこの
うえなく悪かった。旅行中は余計な出費がかさむのは仕
方ないにしろ、これはたちが悪い。添乗員のいない時に
他のツアー客 名に、法外な値段に｢ビックラこいた！｣6
と言うと、皆んな一様にうなずいていた。

ツアーでは料金に入っているものだけにし、教訓！
追加注文などは安易にしないこと！ これほんと…。

やっと宿泊のホテルへ

暴利焼き肉店を出たワゴンは、南山東側の｢ソフィテ
2 4 3ル・アンバサダー・ホテル｣で 組 名を下ろし 南山、

号トンネルを通って、小公路からソウル市庁舎前の｢プ
レジデント・ホテル｣に着いた。時刻は 時を回ってい21
た。このホテルはあの有名な｢ロッテ・ホテル｣と冬ソナ
でヨン様が利用した｢プラザ・ホテル｣の間にあって明洞
にも近く便利がいい。いっけんビジネスホテルのようだ
が、部屋も広く満足だった。荷物を部屋でほどいて休憩
したら、直ぐに買い出しに出た。クロークでコンビニの
位置を聞いて、おまけに雨降りなので傘を借りて外へ出
た。

リゾートクラスの広さがあった部屋内部

ホテルから北側のビルの間を歩いて直ぐの所にセブン
イレブンのようなコンビニがあって、 ㍑大・小 ㍉2 500

3 640㍑のミネラル・ウオーターと菓子パン 個(全部で
円)を買って帰った。
今日は、札幌を出て、千歳で出国、仁川で入国しソウ

ル市内を無意味に連れ回されて終わった一日だった。格
安のツアーとはこういうものなのだろう。何度か経験は
あるのだが、今日は特に勉強した気がした。
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４月１０日(日曜日)
ソウルから百済の都“扶餘”へ

、 。昨夜は 時頃に就眠したが あとは全く覚えがない23
疲れたのか直ぐにパタンと考える暇もなく寝込んだらし
い。かみさんもそうだったと言う。朝 時半頃には目が3
覚めた。しかし、起きるには早すぎるのでジッとしてい
ると、 時半頃にかみさんも起き出した。我が家は早起4
きなのである。さっそく朝のシャワーを浴びて 時には7
食事に行ける用意が整った。

階のレストランに一番に食事に入ると(有料)安いア1
メリカン・ブレックファーストでもと思っていたが、ビ
ッフェスタイルのバイキングがあるというので、ここは
奮発してそれにすることにした。しかし、小市民は朝か

。 、らそんなに食べられるはずもない サラダにソーセージ
スクランブルエッグにコーヒー、せいぜい 円くらい500
の食事内容だ。窓際の席からは隣の｢ウエティン・朝鮮
ホテル｣の東屋の路地裏が見え、段ボールを軽トラック
一杯に積み上げる作業をこなす力強い韓国のおばさんの
姿をジッと見ていた。｢たくましいなぁ～｣と思った。
勘定は二人で 万 千ウォン。高けぇ！一人 円3 6 2,000

の朝食だった。

待ち合わせの“ロイヤル・ホテル”へ

今日はソウルの銀座と呼ばれる明洞(ミョンドン)通り
の“ロイヤル・ホテル”で 時半の待ち合わせだ。昨日9
の昼頃に既に韓国入りしている古川麒一郎先生家族が、
このホテルに宿泊しているので、老齢夫妻を気遣ってこ
こを待ち合わせ場所とした。
韓国の勲章を受けた科学史の大家｢全相雲(ジェン・サ

ンウン)｣先生 歳の案内で、 泊 日の予定で百済(く74 1 2
3だら)の都“扶餘(プヨ)”観光に向かうのだ。実は、

年前に訪韓した際に、韓国の京都と呼ばれる慶州(キョ
ンジュ)を観光する際、扶餘の観光も予定していたのだ
が、かみさんの美香が食あたりにあって、大田(テジョ
ン)のホテルで寝込んで公州・扶餘観光ができなかった
いきさつがあった。古川先生は気を遣って果たせなかっ
た扶餘観光を全相雲先生にお願いしたのだった。かみさ
んは｢冬ソナ｣の春川(チュンチョン)の方へ行きたかった
ようだが、韓国の歴史を学ぶにはとても言い出せること
ではなかった。

時 分に洗面道具類だけを持ってプレジデントホ8 45
テルを出た。荷物は部屋に置きっぱなしである。隣のロ
ッテホテルのロビーを通って、市内地図を調達すると、
地図の裏は一面大きなヨン様のポスターになっていた。
ホテルの外回りのコルトン(大型ポスターが裏から照明
されている)のヨン様看板の前でも記念写真を撮った。
ロッテホテル隣のロッテデパート前の歩道には、日本で
は考えられないような屋台が店開きを始めたところで、
おいしそうな屋台を覗きながら明洞通りに向かった。
ロイヤルホテルには 分とかからず到着した。ロビ10

ーを見回しても、時間が早いのか先生は見あたらず、一
度外に出て、目の前にある｢明洞大聖堂｣へ向かった。こ
の立派な教会は｢美しき日々｣で室長のミンチョルとヨン
スが手をつないで駆け上がった教会だ。今日は日曜日と

いうことなのか、
多くの人が教会に
吸い込まれてい
た。
ほどなくホテル

に戻ると、背広の
ネクタイを日本か
ら持って来るのを
忘れたため、売店
に入った。ホテル
の売店にはネクタ
イがあったが、色
が合わない．｢う
～む…｣と悩んで
いると売店の女性
は｢私は有名な大
学のデザイン学科
を出ている。なぜ
私の言うことを聞
かないのか？｣と

いきりたっている。ここが韓国らしいというか、客に説
教してどうする。かみさんが、そそくさと店を出ていっ

。 、 。てしまった 日本では こういう物売りは考えられない
お国柄が違うと言えばそれまでだが、何と積極的という
か強引というか…。
エレベーターの前に来ると、丁度古川先生と鉢合わせ

になった。ほどなく古川家族が集結し、全相雲先生が姿

美香は明洞大聖堂前で記念撮影
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を現した。
韓国の文化財のミニュチュア制作会社のワゴン車を運

転手付きで調達し、我が夫婦と古川先生家族、全相雲先
生夫妻で扶餘に向かう段取りらしい。さっそく車に乗り
込んで南山 号トンネルを昨夜の焼肉店前を再び通過し1
漢江(ハンガン)を渡って、高速 号(京釜高速道路)にの1
った。
この時、ぼられた話をしつこく全相雲先生にすると、

韓国と日本の違いを細かく教えてくれた。｢タダより高
いものはない｣が、韓国人は｢タダなら青酸カリでも呑む
…｣ということわざがあるそうな。全相雲先生は全く我
々と同じように日本語が堪能だ。
全相雲先生はソウル大学を出てニューヨーク州立大学

で科学史科、ハーバード大学、京都大学などを経て、現
在は韓国科学史の大家と呼ばれている存在である。しか
も親日家であり、偉ぶらないところが小市民の僕にとっ
ても嬉しい限りだ。小惑星に先生の名を付けたことを本
当に喜んでくれている。日本をひいきにしてくれる韓国
人は、語弊があるかも知れないが、どうもハイソな方々
に多い。つまり、炭坑労働などの過酷な労働を強いられ
た朝鮮の人たちと違って、それなりの待遇を受けていた
と思われるからだ。虐げられた人種とは全く違う階層と
お見受けした。それがどうのこうのと言う気はもうとう
無いが、先生の発言は的を突いてはいるが、韓国庶民の
真の感覚とはちょっと違うのだろうと思った。

京釜高速のサービスエリアで全先生の奥様持参のお菓子で休憩

韓国は車社会と言われる。鉄道などの公共交通より自
動車網が発達している。サービスエリアが駅のように混
んでいた。日本ではお祭りの時に出る参道屋台のような
食べ物屋がズラーッと並んでいる。試しに薄ぺったらい
“おやき”のようなものや、フライドポテトと思いきや
堅い薩摩芋の“じゃがりこ”もどきがあって面白い。

分ほどの小休止のあと再び高速に戻り 途中｢天安｣30 、
。辺りから分岐した 号(論山・天安高速道路)にのった25

時間半ほどで公州インターで下り、なだらかな丘陵地2
帯を縫うように国道 号線をひたすら扶餘へ向け走っ40
た。景色は北海道の郊外と変わらない。看板のハングル
だけを除けば、ここが日本と思えてならなかった。道路
と併行する形で高速道路の工事が進んでいたので、将来
再び扶餘を訪れることがあれば、もっと早く到着するだ
ろうと思った。

、 。丘陵地帯を抜けると 広い平野のような景色が続いた
高い山は周囲に見あたらない。扶餘に入ると、市街地の
北側、青黒い森をなしている の扶蘇山が真っ先に106m

目に入った。扶蘇山には百済(くだら)の数多くの女人た
ちが花びらのように落ち、死んで貞操を守った話が伝え
られる名所・旧跡がある。今は徹底的に破壊しつくされ
残るものは皆無に等しいが、その場に立って千数百年前
の歴史を省みると感慨深いものがこみ上げてきた。
扶餘はソウル、公州に継ぐ百済の三番目の王都で、西

暦 年に公州から遷都し、西暦 年新羅・唐の連合538 660
軍に陥落されるまでの 年間繁栄をきわめた “扶餘123 。
” “ ” 、というと 失った百済 が思い出されると言われるが

年余りの百済の歴史の中で最も絢爛たる 年間700 123
は、今も扶餘のあちこちに生きておりその息吹が感じら
れた。
まず最初に訪れたのが｢国立扶餘博物館｣。門の横には

国宝の｢百済金銅大香炉｣の巨大なレプリカが鎮座してい
た。展示館の前庭には石の
仏像や塔が野外展示遺物と
して多数置かれて子供たち
の格好の遊び場にもなって

400いる。展示館(入場料
ウォン)に入ると流石に国
立だけあって綺麗に展示室
内が整備されていた。年代
順に百済歴史が語られる。
写真撮影は禁止だと思う

が、全相雲先生は｢どこに
も禁止の表示が無いから撮
っても構わないのでは…｣
という。パシャパシャ、カ
メラのフラッシュを点く
と、すかさず若い職員がや
ってきて撮影禁止であるこ
とが告げられた。｢見てな
きゃ、いいんだよ｣と全先
生は屈託がない。｢百済金
銅大香炉｣がガラスケース
に納まって展示されていた

ので、これが本物かと聞くと、これが本物でソウルの中
央博物館のものがレプリカということだった。密蝋で整
形し、型をとってから蝋を熱で溶かし、そこへ銅を流し
込んで 分割してつくった技法が紹介されていた。中国4
などの香炉も多数あるが、確かに香炉としては唯一素晴
らしい出来映えと感じた。

愉快な全相雲先生(左)から魔よけの木柱のレプリカをいただ
く．土俗宗教の象徴からか，キリスト教徒はこれを嫌いらしい

全先生はしきりに嘆いていた。展示物に円い青銅製の
壺の蓋がいくつも展示されていたが、それは蓋ではなく

国宝の百済金銅大香炉をあし
らった扶餘博物館の入場券
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百済を助けるため日本の軍勢は，ここ｢白村江の戦い｣で新羅と唐の連合軍に大敗全滅する．扶餘市内地図

鏡だという。何度も学芸員に注意したのになおされない
と怒っていた。
博物館をあとにして百済を代表して唯一残る“定林寺

址”へ。ここの寺には、百済美術の傑作、五層石塔と高
麗時代の石仏座像がわずかに残っている。 枚の石で149
造った高さ の塔は、益山の弥勒寺址石塔と共に百8.33m

五層の屋根を支える角の取れた升の形が特徴と解説してくれた
全先生(左の白髪)と私．奥の建物の中に石仏座像がある．

百済時代に立てられた韓国石塔の始まりで、高麗時代の
石塔建立と日本の飛鳥文化に大きな影響を与えたといわ
れる。焼き払われたお寺でこれだけが残ったのか、表面
は黒く焦げていた。奥の建物の中に石仏座像が鎮座して
いたが、芝生を敷き詰めた広い公園の中に、塔がポツン
と建つようすはどこか寂しい。発掘調査によれば創建当

初は金堂や講
堂、回廊といっ
た建物が並ぶ壮
大なものだった
ことが判明して
いる。
天気が回復し

て外が大分暑く
なってきた。こ
の後、昼食に向
かった。インタ
ーネットで調べ
た地元の料理店
という所で、確
かに地元の人で
なければ入れな
いような店構え
だった。間口は
狭いが奥にどん
どん長く、少し

づつ建て増しが行われたようで中が広かった。キムチや
菜っ葉漬け、もやし、などの付け合わせが最初に食卓に

。 、所狭しと並ぶのは毎回同じ 地元の客で混雑していたが
我々を珍しそうに眺める客が多かった。
店の正面には韓国で有名な建築家が立てた旧博物館が

見えた。コンクリの打ち放ちの斬新な建物のようだった
が、地元で日本のお寺に似ていると悪評がたって、現在
の場所に立て替えられたらしい。日本に関係する物は全
て排除するという考えが徹底しているのは、それだけ苦
い思いをさせられたことの裏返しだろう。

定林寺址の石仏座像前で
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軍勢に追われ百花亭から落花岩の絶壁を飛び降りる宮女たち
を描いた皐蘭寺(コランサ)の壁に残された絵．悲しい話だ…．

グドレ ドルソッパブ
(韓国専統飲食専門料
理店)という韓国料理
店の前で

食事の後は、白
馬江の川下りのボ
ートに乗ることに
なった。扶餘の町
は白馬江(ペッマ
ガン又は錦江と呼
ぶ)に臨む扶蘇山
(プッサン)を砦と
し、そのふところ
に条里制の市街地
を築いた計画都市
だった。百済自慢
の仏教文化が花開
いた一方で、国際
情勢の急激な変化
で百済は唐と結ん

だ隣国の新羅(しらぎ)に攻め滅ぼされてしまう。援軍と
して乗り込んだ日本の軍勢がここで戦った｢白村江(はく
すきのえ)の戦い｣は歴史を学んだ人なら覚えているだろ
うが、全滅してしまうのである。
｢クドレの里｣船着き場から観光ボートに乗った。のど

、 、かな錦江はゆったりと流れ 川面がキラキラとまぶしく
今ののどかな町を見ると、まさに｢兵どもが夢の跡｣とい

豪華に並んだ食事のように見えるが、辛
いものばかりで食べられるものが無い．

皋蘭寺(コランサ)から望む白馬江と船着き場

う感がピッタリだ。錦江は忠清北道の俗離山に発し、湖
南平野を流れて黄海に注ぐ。韓国でも有名なこの川は、
扶餘周辺で“白馬江”という名前で呼ばれている。観光
のハイライトは川下りのショートストップ。扶蘇山の麓
にある船着き場から切り立った“落花岩”を見下ろす崖
登りだ。百済が滅亡する時、数多くの宮女たちが花のよ
うに白馬江に身を投げたと言う伝説の場所となってい
る。一説では 人とも言われるが、全先生は 人3,000 30
くらいが大袈裟に伝わったものだろうと言っていた。

悲しい宮女祠(クンニョサ)たちをまつる皐蘭寺(コランサ)
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山形の｢山寺｣にも匹敵するような崖を登ると｢皐蘭寺
(コランサ)｣というお寺に辿り着き、寺の裏側に“皐蘭
薬水”という湧き水があって、これを一杯飲めば 年若3
返るという伝説もあるらしい。さらに崖の遊歩道を登っ
て頂上に着くと｢百花亭(ベッファジョン)｣という六角屋
根の東屋に辿り着いた。白馬江が見晴らし良く見える。
死で貞操を守った百済の女たちの魂を追慕するため

年に建てられた。1929
若き女性が崖から身を投げる悲しい話は、沖縄の“ひ

2めゆり とかサイパンの バンザイクリフ と似ている” “ ” 。
時間の遊覧を終えて船着き場に戻る頃には陽も西に大分
傾いていた。クレド芸術公園内を散歩し時間を過ごすと

扶蘇山の白馬江側は｢落花岩｣と呼ばれ，切り立った断崖になっ
ている．右上に百花亭の建物が，左下に皐蘭寺の建物が写って
いる(上写真) 落花岩の頂上には｢百花亭｣という東屋が建って
いる．百済の乙女になった気分で記念撮影(写真中)． 百花亭
から白馬江を見下ろす雄大な眺めは清々しい(写真下)．

今夜の宿泊のホテルへ向かった。扶餘はまだ観光地とし
て一流のホテルが完備していない。韓式旅館がまだ多く

馴染みがない。日本風に言うとどうも場末の宿という感
がどうしてもぬぐえないのだ。全先生が友人から紹介さ
れたというホテルは扶蘇山東側の辺鄙な所にあり｢迎日
楼｣といった。バスが 台やっと通れるような悪路を行1
くと出来たばかりのような建物だったが、何とも旅館の
ようなビジネスホテルのような中途半端なものだった。

ベッドにしてもらったが、暖房を消しても一晩中暑くて寝苦し
かった．聞けば床がオンドルになっているということだった．

ホテルの売店で水やコーラ、スナック菓子を買ってい
たら、直ぐ 時から外で夕食を摂ることになった。扶19
餘の街をしばらく行くと北側のロータリーの西部が｢扶
餘在来市場｣という商店街や市場が密集する地域になっ
ていた。そこの小さな路地を入り、車をわずかなスペー
スに駐車すると、目立たないドアから建物に入った。そ
こは小じんまりとした食堂になっていた。屋号は分から
ないが働き者のおかみさんが夕食をつくってくれるらし
い。他にお客は一組だったが、直ぐに帰って我々だけに
なった。
ビールケースが積まれ、空き缶や空き瓶のゴミがむき

だしになっている。飾り付けや額が油まみれで薄汚れた
感じが雑然とし、ケーキの食べ残しがテーブルの上に残
っているのは、さっきまで店の家族でつまんでいたのだ
ろうか？ おせいじにも綺麗な店とは言えなかったが、
何故かホッとした。ここが韓国の本当の意味での大衆食

。 。堂だったのだ 綺麗なレストランばかりが食堂ではない
庶民はこういう所で食事をしているのだ。全先生は｢こ
こは安いんだ…｣としきりに言っていた。朝のビュッフ
ェが一人 ウォンという高級ホテルと違って、こ19,000
この夕食は一人 ウォンもしないのだろう。カセッ5,000
トボンベの上に鍋が置かれ、キムチ味の海鮮煮込みが手

海のものが煮込まれたキムチ味の庶民料理を味わう
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ぎわよく作られた。
でも、やはり辛くて食べられなかった “たこ”を一。

口ほうばっただけで唇や舌がジワーッと痛くなる。付け
合わせの餅を一人でたいらげ、辛くない惣菜をおかずに
ご飯を食べた。白い塩ビ製のような容器に入った濁り酒
で乾杯となったが、クレンザーの容器のようで、どうも
酒のようには思えなかった。生ものだけは手を出さない
ようにした。それでも少しづつ、つまんだだけだったが
結構お腹がいっぱいになった。

時にホテルに戻って、 で の で日本の21 TV NHK BS
ニュースを見た。中国では反日デモが激化していると報
じていた。最近の中国はやりたい放題だ。

４月１１日(月曜日)
“扶餘”から“水原”へ

暑苦しくて眼が覚めた。部屋の暖房は切った筈なのに
暑い。窓を開けると涼しい風が入って来て気持ち良かっ

5 8た また今朝も 時起きだった 今日は 昨夜の食堂で。 。 、
、 。時半に朝食を摂ったら そのまま水原(スウォン)へ戻る

シャワーを浴びて二人で早朝のホテル周辺を散歩した。
田舎の景色で特に変わったということは無かったが、た
だ、せっかっくだから部屋で時間まで悶々としているの
がもったいなかった。 分ほど散歩して戻ったら、ロ30
ビーでは皆んな出発の用意ができていたようだった。

外観は立派に見えるが印象はビジネス・ホテルの｢迎日楼｣

ホテルの支配人が全先生に、ここのレストランで朝食
を摂ってくれるよう懇願していたが、先生は高い！と言

扶餘在来市場の裏手でひっそりと営まれる食堂

って断っていたようだ。確かにこんな場所で法外な料金
を請求されてはたまったものでない。韓国、とりわけ田
舎では朝から開いている食堂はほとんどないということ
だが、全相雲先生のたつての願いで、日本からの偉いお
客さんが来ているという理由で特別に開けてくれたそう
だ。昨夜は辛いもので腹八分目だったのか、朝はお腹が

海苔やみそ汁、川魚で簡単な朝食を摂る

空いていた。ご飯をしっかり食べた。コーヒー(当然イ
ンスタント)をいただいて落ち着いた所で 時半に出発9
となった。
このまま水原へ向かうと思っていたが、車は扶餘南部

に向かって走り、｢宮南池｣に立ち寄った。この池は百済
の武王が造ったと伝えられ、王宮の南にある別邸に属す
る池だったという。韓国で最古の人工池で、池の中心に
は｢抱龍亭｣という東屋があり、そこまで池を跨ぐ木の橋
が延びる風光明媚な場所である。不幸にも観光シーズン
から外れていたのか修理中で、肝心の東屋は足場で覆わ
れて残念だった。

本来の｢抱龍亭｣を望む宮南池の写真(上写真)．下写真が池の水
． ．が抜かれ工事中の実際の状況 またいつか来てみたいと思った
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古墳博物館の前で左から渡辺和郎・渡辺美香・全先生の奥様・古川先生の奥様・古川麒一郎・全相雲

宮南池から再び北の百済路通りにて定林寺址前を通過
し、扶餘の中心街で右折してから東に向かい、町はずれ
の二股路を右に折れると直ぐに｢百済王陵苑(ベッジュ
ワンルンウォン)｣に着いた。駐車場に数台の観光バスが
停まって賑やかだったが、発車するとさっと人並みが引
き誰もいない閑散とした広場になった。
扶餘の東側に位置するこの陵山里の野山に “こんも、

7り とお椀を伏せたような山がいくつも点在している” 。
基の古墳は百済が扶餘を泗泚(サビ)と呼んで都にしてい
た時期(西暦 ～ 年)在位していた、王と王族の墓538 660
で、 年西側の陵寺址木塔の心礎石の上で、｢百済昌1995
王銘石造舎利｣が発見され、百済 代聖王と関連した王26
陵であることが確認された。

丘の斜面のこんもりの盛り上がった古墳が並ぶ

年 月になって、百済の最後の王である“義慈2000 9
” “ ” 、王 とその息子である 扶餘隆 の祭壇を新たに造成し

｢百済王陵苑｣と呼ぶようになったそうだ。ほとんどの墳
は盗掘にあって何も残っていなかったが、それでも古墳

の下列右側にある第 号墳の四方の壁と天井に描かれた1
｢彩色壁画｣は有名で、模型展示館にて復元した壁画を見
ることができた。

第１号古墳の前で渡辺美香と全先生の奥様が二人で記念写真．
諸先生方は，ここまで歩けないので断念した．

何せ広い丘陵地帯だけあっ
て全てを散策することは大変
だった。古川・全両老先生は
祭壇前で入口の門まで引き返
したが、全先生の奥様と若い
者 名は全部見て歩いた。日4
射しが戻って汗ばむ陽気にな
っていたが、ここで小 時間1
はついやしただろうか。また
ここでのんびりと散歩ができ
て良かった。

時半。扶餘の主だった見10
学を終了し水原へ向かう。有名な彩色壁画
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扶餘の二股まで戻って国道 号を高速まで戻る途中40
で、突然車が道ばたの倉庫の前で停車した。全先生の知
り合いの会社か？と思ったが、何でも有名な酒蔵の看板
が目に付いたので寄ったということだった。全先生は薬
…薬としきりに口にしていた。中へ呼ばれて建物に入っ
てみると、韓国の著名な陶芸家のつくった青磁に入った
高級酒が陳列してあった。中味はともかく立派な容器だ
けでも飾っておきたくなるような逸品ばかりだったが、
高価で手が出なかった。

道すがらからは車の修理工場にしか見えなかったが、韓国では
有名な酒蔵ということだった．事務所の内の製品の陳列棚

来た道を戻り高速 号にのった。この高速は枝道な25
ので日本と同じように片側 車線だが、ソウルが近くな2
ると主要高速は片側 車線と広くなる。それだけ交通量4
が多いのだ。

高くない山の間を縫うように高速が延びている．まだまだ工事
は進んでいないが、扶餘まで貫通するのは間もなくだろう．

小 時間走ったところで再びサービスエリアで休憩と1
なった。行きと同じように、どんな売店があるのか覗く

のが楽しみだ。野菜や肉を小麦粉と卵でお好み風焼いた
“ちじみ”を角食に挟んだ安い韓国風サンドは美味しそ

2cm 20うだった それに直径 くらいの丸い おやき が。 “ ”
個くらい紙袋に入って、中の餡が噛む度に飛び出て難儀
したが美味しかった。全先生の奥さんが“水ぎょうざ”
を買ってきて、皆んなでつまんだ。カキが煮込んであり
ダシが出てこれも美味しかった。

韓国風サンドイッチ(上)と水ぎょうざ(下)

水原(スウォン)はソウルの南 くらいに位置する20km
人口 万人の城郭都市である。そもそも李朝 代国104 22
王・正祖が、父の墓を楊州から風水上優れた場所とされ
たこの｢水原｣の小高い丘陵に移した。その父の眠るこの
地に正祖は都自体も遷都するという計画をたてたのだ。
そのため、市街のある丘を城壁で囲むため膨大な費用と
労力をつぎ込んで、 年に完成させた。これが現在1796
のシンボルになっている｢華城｣だ。できあがった城郭は
当時の漢城(ソウル)よりも立派で、外的に対して効率的
に攻撃できるしっかりした軍事施設となっていた。その
上、各所に優雅な外観を備えた門を配置した。
ところが、遷都の直前に王の正祖が病死してしまい、

城郭だけを残して遷都計画は中止となってしまったので
ある。いわゆる、水原は今のソウルになりそこねてしま
った町ということである。
東側から水原に入った車は、華城の丘に登るかっこう

で、まず最初に｢蒼龍門｣の前に着いた。丘を取り囲むよ
うに城壁が続いており、これを見るためにやってきたの
は間違いないと思った。華城は世界遺産なのだ。扶餘の
観光に水原も見てみたいと全先生にリクエストしておい
たのは正解だと思った。観光案内で入場料を払って蒼龍
門に入ると、グルッと遠くまで城壁が続くようすが見え
た。城郭はおよそ あって激しいアップダウンもあ5km
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３７万人の労力を費やし石材とレンガを併用するヨーロッパ建築技術を採用した.築城時あった４８門は４１門現存する

るため、 周するのに ～ 時間はかかるという。古川1 2 3
先生はとても全部を徒歩では耐えられそうにもないの
で、ほんの一部でも疲れたら終わりにする約束で歩き始

。 、めた 全先生は周回を放棄し｢蒼龍門｣で我々を見送って
車で先回りして｢長安門｣で待つということだった。

華城の北東に位置する｢蒼龍門｣から散策スタート

蒼龍門をくぐると広大な敷地が目の前に開けた。地平
線付近をはうように城壁が取り囲んでいるのが見える。
想像以上に規模が大きいと感じた。城郭の中を道路が走
り車が往来している。確かにグルッと迂回していたので
は無駄が多い。バイパスが城郭内を通過するのはやむを
得ないだろう。正面の伽藍は｢東将台｣といって兵士の訓
練場だった場所で芝生で大きく開けていた。建物では古

｢東将台｣から城壁伝いに見晴台の｢東北空心郭｣を望む

式弓道が行われており、近い場所と遠い場所の カ所に2
弓の標的が 組置かれていた。東将台から城壁伝いに西2
へ向かって歩き出した。軽いアップダウンに古川先生一
家が遅れている。城壁の上部が戦闘用の凹凸になってお
り、そお間から水原の市街地が一望できた。随分と高層
マンションが立ち並び大きな街だと思った。ソウルの南
山タワーが見えないかと探したが、遙か遠いのか探し出
すことができなかった。城壁の外の下を見ると、こちら
に向かって大きな照明設備が等間隔で並んでいるのが分
かった。古川先生はそれを気にして、夜のライトアップ
が綺麗そうだから、今度はぜひ夜訪れてみたいとしきり
に言っている。今度がいつになるか…、先生の替わりに



- 14 -

自分がライトアップされた城郭を見にくることになるの
ではないか？ と、ふと思った。
天気が回復傾向で青空が出て太陽が眩しくなってき

た。ジャケットを脱いでも汗がにじむほどの暑さだ。そ
の上、城壁の歩道は上下があって厳しい。

絵になる場所が多く，写真のコマがどんどん消費される

風光明媚な｢訪花随柳亭｣で小休止する．後方は水原の街並み

偵察や兵糧運搬の通路などに使用されていた楼閣｢訪
花随柳亭｣に着いた。ここが華城散歩のハイライトだと
いう。楼閣の眼下には｢龍池｣という池があり、夜に水面
上に映る月明かりと調和した柳の枝が綺麗に優雅に見え
るという 『龍池待月』といい、水原八景の中でも最も。
美しい場所とされる。確かに古川先生ではないが、夜の
雰囲気はまた格別なんだろうなぁ～と想像させた。ここ
から全相雲先生が先回りして待つ｢長安門｣はまだ遙か遠
くに見えた。全先生の奥さんがしきりに携帯を使って打
ち合わせに余念がない。
訪花随柳亭から坂を下ってすぐの｢華虹門｣を目指して

歩いていると、後方でドサッという音がした。｢うわ
っ！｣。古川先生が歩道の段差に足をとられてひっくり
返ったのだ。景色を見て歩く老人が足下の注意を怠って
転倒した。すかさず先生の奥さんと娘さんが駆け寄って
抱えながら起こしたが、膝小僧あたりをすりむいて痛そ
うだ。背広のズボンに大きな穴があいてその衝撃を語っ
ている。ズボンが使い物にならなくなった。背広は買え
ばいいが、それより何より先生の体が心配だ。老人ゆえ
骨折でもしていたらたいへんなことになる。
幸い？ 先生は皆に迷惑をかけてはいけないと思った

のかしきりに｢大丈夫、大丈夫｣を連発している。それが
何とも逆に大丈夫そうに見えなく心配した。あっけにと
られて、唯一の成人男子の自分は何も手を出せなく恥ず

かしい思いをした。とっさの時の女性は強いものだと感
心した。
全先生の奥さんが気にして、携帯で｢長安門｣で待機し

ていた車を｢華虹門｣まで回送させる連絡をしていた。事
なきを得て華虹門にたどり着く。華虹門は華城を貫く南
北に流れている川と城壁の交差部分に設けられた水門で
華城の北に位置する。七つのアーチ型の門の上に楼閣が
ある。澄んだ水が流れ、段差に水しぶきが上がると虹が

。 。現れる この美しさがうあはり水原八景の一つとされる
かみさんの美香が呼んでいる。何かと思えば、川の中

の華虹門下で撮影が行われていた。真っ白なウエディン
グドレスを着たモデルが遠目に美しい。さっそく、ズー
ムの望遠でモデルをアップして撮影。

｢訪花随柳亭｣から階段を下りる古川先生．このあと華虹門へ向
かう途中でアクシデントが起きる(上写真)．｢華虹門｣の古い建
築物を背景に花嫁衣装が眩しい光を放っていた(下写真)

華虹門を渡ったところで車が待っていた。以後は先生
を気遣って城壁の徒歩はやめ、｢八達山( )｣を見に143m
いくことにする。時間も大分予定をオーバーしていた。
城壁の北西から西を一気に車で回り、南西部の｢西南暗
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門｣前に着いた。ここが周囲 の城壁の中でも山伝5.7km
いに高い位置にあり、全体が見渡せる軍の司令部が置か
れた場所である。道を登ると車の違法駐車ですれ違うの
容易でない。やっと上部まで上がって降ろしてもらい、
車だけ駐車スペースを求めて下っていった。
第 代正祖大王は父親が党争で“米びつ”の中で残22

酷に殺されたことをいつも悲しく思っていた。かわいそ
うな父親の霊を慰めるため、楊州の拝峯山にある墓をこ
の地に移して築いた城がこの｢華城｣である。現存してい
る朝鮮時代の城の中では最も規模が大きく美しいとされ
る。築城技術が卓越しており、 年世界文化遺産に1997
指定された。

西南暗門をくぐると目の前に世界遺産の碑があった

全・古川両先生は｢西南暗門｣前の売店の椅子に腰掛
け、我々が八達山の頂上を見て帰るまで二人で待つこと
になった。日射しがきつくなった。途中、｢孝園の鐘｣と
いうたいそう立派な“鐘”が東屋の中に吊ってあって、
韓国の若奥様集団 ～ 名が、｢キャッ、キャ…｣と言い5 6
ながら楽しそうに突いていた。その度に “ゴーーン”、
と地響きのような重低音が一帯に響き渡る。水原の主要
行事に打鐘していた｢八達銅鐘(有形文化財 号)｣が69
年を経過し小さく響きも悪くなったので、 年に300 1991

新たに製作したものと看板に記載されていた。口径
、高さ 、総重量 トンは市民の意見でそ2.15m 3.54m 12.5

う呼ばれるようになったそうである。

看板には一突き1,000ウォンという掲示があったが，彼女らは
知っているのか知らないのかお構いなし．突いて突いて突きま
くっていた．何がそんなに楽しいのか？

鐘の響きも凄かったが、それより奥様たちのはしゃぎ
様が尋常でない。女子高生のようで、何のうっぷんが溜
まっているのか、はたから見ていて実に面白かった。そ
ばの売店の人が眉をひそめ困った顔をして眺めていた。

八達山の山頂にある軍事指揮本部で，華城将台とも呼ばれる楼
閣｢西将台｣の見晴らし台から水原の街を望む

ゆるやかなアップダウンの先に｢西将台｣という立派な
楼閣があって、以前はその 階から辺り一帯を眺めるこ2
とができたようだが、老朽化のためか 階は立ち入り禁2
止になっていた。その代わりに楼閣の横に城壁の高さを
上回る石の立派な見晴らし台が造られており、その上か
ら水原の市街地が ﾟ見渡せた。なるほど、ここから360
大きな旗を振ったり、のろしをあげて城壁の各部署に指
令を伝達していたのだろう。
それにしても、上から一望すると城壁を一周しような

どと思わないで良かった。広さもあるが、そのアップダ
ンの急勾配はとても簡単には回れるものではないことが
見てとれる。ガイドブックの地図は平面で立体感がつか
めないから、聞くと見るとでは大違い。一番なだらかな
場所である蒼龍門から入って、古川先生がこけた華虹門
までで城壁全体の くらい。ここ八達山付近が一番き1/6
つく、これをもし回るとすれば一日がかりになるなぁ～
と思った。
城壁の外の売店まで戻ると両先生がゆっくり話し込む

ことができたのか、満足そうな顔をしていた。今夜の祝
賀会での背広を新調しなくてはならないので、水原を早
めに切り上げソウルに戻ることになったらしい。
車の中で全相雲先生は言った。日本人と話しているの

を見た観光客が｢どうして日本人と仲良くするのか？｣と
先生に食ってかかってきたそうだ。そこで｢君は、この

、 、日本人の何を知っていて 文句を言っているのか！｣と
たしなめたそうだ。どれだけ偉く立派な人かを知らない
で、何を言うか…この若造が…、と思ったそうだが、話
すとちゃんと｢すみませんでした｣とペコリと頭を下げた
という。韓国では、誤るというのは、口だけ動かして表

、 、現するのではなく いったい何処の何を間違っていたか
その箇所を自己申告し、もうしませんと反省を明確に表
し、何度も土下座して許しを乞うのだそうだ。それで初
めて謝ったことになるらしい。韓国では恨みは末代まで
語り継がれ根にもつということを教えてくれた。国民性
というものは、こんなに違うものなのか…。日本の武士
道では、間違いがあっても、分かり合えばそこでパシッ
と ﾟ切り替えが早い。しかし、どこかの国の口だけ180
の反省では謝ったことにならないらしい。確かに口は謝
っていても、目が謝っていないというのがある。
水原から一般国道を通ってソウルを目指したため、渋

滞でなかなかソウル市内に入れない。信号で度々ストッ
プ。まだまだ知らないソウルの街並みが車窓から眺めら
れた。ハングルで溢れかえる商店街はやはり日本とは違
って異国情緒を醸し出していた。
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３Ｄ立体地図でみる明洞(ミョンドン)の地図．タワーの立つ南山の北側にありソウルの中心エリアをなしている

<２００５年４月９日(土曜日)～１３日(水曜日) >

全相雲・徐賢燮 命名記念 韓国紀行 ②
－ ２００２年趙慶哲先生命名から３年ぶりの韓国訪問 －

２００５年４月１２日に韓国・ソウルの明洞(ミョンドン)に近い，ロッテホテル・38階レストラン“Metoropoli
tan”で元韓国大使の徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏の小惑星命名祝賀会，次の日の１３日にソウル大学医学部のレス
トラン“Garden View”で韓国科学史大家の全相雲(ジェン・サンウン)氏の小惑星命名祝賀会，二つの祝賀会参列
のため，３年ぶりにサクラ満開の韓国を訪れました．
特に全相雲先生には，以前に体調を崩して行けなかった百済の古都“扶餘”と世界遺産の“水原城”を案内して

いただきました．｢冬のソナタ｣で始まる韓流ブームにわく日本から，ソウルの町並みなどを含め，最新のようすを
祝賀会参列の機会を利用して倶楽部員のみなさまに紹介させていただきます．

渡 辺 和 郎

４月１１日(月曜日)
“徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏祝賀会”

水原からソウルへ向かう国道は渋滞のためか、想像以
上に時間が長く感じた。国道 号の始興大路から大方路1
を抜けると、目の前に“漢江(ハンガン)”が開けた。汝
矣島の韓国一高い｢ ビル｣の横を通過し、元暁大橋で63
河を渡った。南山周辺の中心街ダウンタウンは大渋滞の
上、一方通行が多いので、目の前にロッテデパートが見
えていながら、一度南山 号トンネル付近まで戻ってＵ3
ターンし、やっとの思いでデパート前で降ろしてもらっ

た。全相雲とはここで別れ、明日、全相雲先生の祝賀会
で再びお目にかかる。
今夜の韓国大使徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏の祝賀会は

隣のロッテ・ホテルで 時から行われる。 時、古川19 16
先生家族とデパートに入ったところで別れ、先生たちは
紳士服売り場へ背広を新調に行った。こちらは持ってく
るのを忘れたネクタイだ。 階までエスカレーターで上4

、 。がると あるはあるは…ネクタイが目の前に並んでいた
しかし、ピンクや赤の原色の派手なものばかりで、オ

ーソドックスな柄が置いてない。案の定、ここでも直ぐ
に店員がすり寄ってきて商売に余念がない。やっといい
柄を見つけたら、何と ウォンという。節約旅行80,000
なのに、普段しないネクタイに 円もかけてられな9,000
い。もっと安いのを…と思い、店員を無視して捜し回る
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が結局いいものが見つからなかった。仕方なく、値段重
視で ウォンのネクタイを買った。しかし、この39,000
時期ロッテデパートは全店 ％ 期間で気持ち割引10 OFF
になって嬉しかった。
その後 “フードコート”が新装になったことを本や、

インターネットで知っていたので、地下へ向かった。小
腹が空いていたので“肉まん”でも買おうと思ったが、
どこも長蛇の列で割り込む余裕がなかった。

ロッテホテルの前のバス亭で“グォン・サンウ”のコルトンと
一緒に記念撮影

準備もあるので地下のフードコートを諦め、ホテルの
連絡通路でロッテホテルのロビーを横切って、隣のプレ
ジデント・ホテルへ戻った。途中、ロッテホテルでは“
ヨン様”のコルトンと、バス停では“クォン様”のコル
トン前で美香が一緒に記念写真に収まった。
泊 日部屋を空けていたので、戻ると綺麗になって1 2

いた。シャワー
を浴びてくつろ
ぐと約束の時間
がせまってきた
ので、スーツを
着て準備してい
ると、徐賢燮元
大使から電話が
かかってきた。
分前には来て30

欲しいというこ
とだった。
命名額を持っ

て部屋を出た。
会場は隣のロッ
テホテルだから
近くて便利だ。
ロッテの 階38
のレストランは
会員制で一般人
には制限がかかプレジデントホテルからロッテホテル
っている。の外観を撮影する
はて？どうし

たものか…と思っていたら、 階のロビーの椅子に腰掛1
けている趙慶哲(チョ・キョンチョル)先生を見つけた。
韓国では有名な科学解説者だ。 年前に、趙慶哲先生の3
命名祝賀会で韓国第 の都市、大田(テジョン)や韓国の3
京都と呼ばれる、慶州(キョンジュ)を案内していただい

た。先生の前まで行くと、直ぐに気がつかれて｢わっ！
久しぶり！ さっ一緒に参りましょう！｣と誘ってくれ
た。少々時間が早かったのでロビーで暇つぶしをしてい
たようだった。

韓国のＴＶで科学解説で有名な趙慶哲(チョ・キョンチョル)先
生．３年前に氏の命名で同じように韓国へ来たことがある．

エレベーターで 階に着くと係員が 名いたが、趙38 2
先生は顔が知られているから、何の問題もなく会場の
｢ ｣に案内された。展望ラウンMETROPOLITAN CLUB
ジは大小いろいろな会合が出来るように細かく部屋が区

20 30切った造りになっていた かなり奥まで導かれ ～。 、
。 、人が会食できるような広さの部屋だった 到着するなり

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)前大使がご夫妻で迎えてくれ
た。

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏．右が奥様．1944年，韓国全羅南道
求礼出身．1998年から2001年駐福岡韓国総領事．駐ケニヤ、ロ
シア参事官やパプアニューギニア，バチカン大使を歴任．韓国

． ， ， ．外務省を退官 現在 釜慶大学教授 日本の九州大学特任教授

徐賢燮氏とは横浜領事館在任中に古川先生と一緒に訪
ねたことがある．それ以来の再会だったが、やはり大使
館で会った時にはそれなりに偉そうな感じだったが、今
回はニッコリしており親しみがもてた。公職から解放さ
れたのが理由かも知れない。
徐氏とのなれそめは、 年最初に韓国の ウ1998 10,000

ォン札にもなっている『世宗(セジョン)大王』の小惑星
命名で来韓した時の様子が韓国の新聞などで大々的に報
道され、それを読んだ徐氏が感動して自著に僕や古川先
生の行いを褒め称えてくれたことに起因する。世宗とは
ハングルを創始した大王で、日本で言えば聖徳太子みた
いな韓国の英雄である。日本人がその名を付けたという
ことがたいへんセンセーショナルなことのようだった。
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徐氏は日本での活動が長かったせいか、たいへんな親
日家である。やはり、韓国と日本をよく比較して、率直
に学ぶべき点を見抜いているところがある。もちろん悪
いところも多々あろうが、総じて日本の評価が高い。現
在は退官されても大学で教鞭をとるくらいだから、著書
も数多い 『日韓曇りのち晴れ 『日韓合わせ鏡』などの。 』
いただいた著書を数冊持っているが、相当数の著書がお
ありのようだ。また、日本の各新聞にも特枠をもって寄
稿しており、文章も卓越だ。
今回集まったのは徐賢燮氏の家族や友人 人で、ご20

く内輪の祝賀会だった。それでも仕事柄か名刺をいただ
くと元大使館関係者や大学教授ばかりだ。友人も家族の
方々も皆なで喜んでくれた。

｢小惑星とはなんぞや？｣．今回の命名のいきさつや意義を日本
， ．語から韓国語に翻訳され 祝賀会参加者に説明する趙慶哲先生

ほとんどの方は日本語を理解できるが，家族関係者が通訳を必
要とした．

徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)氏(左)に命名額を贈呈する

徐賢燮氏の友人という金甲魯氏(左)から記念品をいただくかみ
． ．さんの美香 氏の友人で著名な陶芸家の作品ということだった

粛々と小惑星｢徐賢燮(ソ・ヒョンソプ)｣命名祝賀会が行われて
いく．２時間をかけてフランス料理のコースが運ばれる.

前菜、パンに始まりスープ、肉料理、デザートとゆっ
くり運ばれてくるので、相当な時間がかかった。特にメ
イン料理が出てきた時には、ウエイターやコック 名10
以上が取り囲み、一斉に 人づつのカバー(丸い大きな2
蓋)をパッと取り上げた時には、ちょっと笑ってしまっ
た。正直｢何もそこまで大袈裟に演出するほど、たいそ
うな料理でもないだろうに…｣と思った。フランス料理
ではそれが普通というが、貧乏人はそういうセレモニー
は慣れていない。
美香が徐氏の友人の金甲魯学校長から蓋付きの韓式茶

碗一対をプレゼントされた。学校長の友人の陶芸家の作
品だと言っていた。その場で｢箱を開けて見てもいいで
すか？｣と尋ね、中に入っていた茶碗をみなさんに披露
した。その上、花束までいただいた。

今夜のディナーのお品書き表示

お腹が空いていたから、何でも美味しく感じた。特に
前菜は果物と黒い物にカラメルシロップがかかっており
美味い！と思った。聞けば黒いものはフォアグラだとい
う。
祝賀会が終わったのは 時を回っていた。徐氏の奥21

様に｢明日買い物に行くなら、ご案内します｣と誘われた
が、こちらは大使の奥様が買い物するような高級店には
用がないので、｢めっそうもない｣と丁重にお断りした。
ソウルに来てコンビニで飢えをしのいでいるとは、とて
も言えなかった。
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三々五々、参加者が帰宅したが、趙慶哲先生が帰り際
｢せっかくいらしたのだから、コーヒーでもご馳走しな
くちゃ｣とホテル 階の喫茶へ誘ってくれた。｢ペニシュ1
ラ｣というイタリアン・レストランで、夜は喫茶店のよ
うになっていた。コーヒー一杯 円もするという噂1,500
の喫茶店だ。
趙先生は庶民派代

表で(決して庶民では
ないが…)ズバリ誰で
も分かる面白い事を
言って笑わせるタイ
プの学者さんだ。特
にＴＶ出演が多いか
ら気取ってばかりい
られないのだろう。
韓国では人気スター
並に顔が知られる有

。 、名人だ その証拠に
この喫茶まで来る間
に、ロビーで何人もの人が先生の前で立ち止まりこちら
を見ていた。
趙｢いあゃ～まずいでしたネェ…｣と、 階の料理を38

けなし始めた。祝賀会では百済の日本と朝鮮の関係が話
、 、 。題にのぼっていたが ｢百済の話は くだらん！｣と一喝

かみさんがコーヒー、僕がメロンジュース、趙先生がア
イスクリームを頼んだ。メロンジュースは生を搾ったも
ので美味かった。趙先生がアイスの量が多く食べきれな
いので、スプーンですくって僕に分けてくれた。メロン
フロートになった。
かみさんが、日本に大名待遇でやってくる韓流スター

の話題を向けた。趙｢そりゃ、日本へ行けば、物価の違
いやギャラの違い…で、韓国の 倍は稼げますよ！ だ3
からネェ…、他の奴のねたみが凄い！｣と解説する。
日本にはゴルフでよくやって来るというが、｢日本の

プレー賃の方が高いのではないか！｣と聞くと、趙｢韓国
200 1,000には くらいしかゴルフ場がありません 日本は。

以上あるんですよ。韓国でゴルフをするのはもの凄く高
いです！｣と人口比率に対するゴルフ場の数が圧倒的に
韓国は少ないと教えてくれた。

。22時近くになってホテルのロビーで趙先生と別れた
我々はそのまま隣のプレジデントホテルへ戻り、部屋か
らソウルの夜景を見て、ベッドに入った。ベッドの上で
明日の計画を地図を見ながら考えていたが、火曜日はほ
とんどの観光施設が定休日で参った。そんなことを考え
ていたら疲れたのか意識がなくなっていた。

南山タワーが見える裏手にある｢ウエスィン・朝鮮ホテル｣と市
街の夜景が綺麗だった．思わずカメラを窓に置いて撮った．

名通訳だった趙慶哲先生

４月１２日(火曜日)
“全相雲(ジェン・サンウン)氏祝賀会”

夕方までのソウル市内観光

ぐっすり眠ったせいか、目覚めが良く 時半には起床5
した。今日は夕方までフリータイムだ。 時に再びホテ7
ルの 階のレストランへ行った。朝から周辺には開いて1
いる店がないので仕方ない。安いアメリカンブレックフ
ァーストにしようとも考えたが、 円しか違わないな300
らというので前回と同じビュッフェにした。前回の朝と
並んでいる食べ物の内容は全く同じ。食事をしながら地
図を見てまた計画を練った。

時半にホテルを出た。ソウルの市内をバスの車窓か8
ら眺め、気に入った場所で数カ所降りて観光しようと昨

部屋の窓から南山タワーが見えた．天気が回復して青空が眩し
い…．透明度が良くソウル市内が山に囲まれているのがよく分
かった．普段は霞んでいて周辺の山々の存在は分からない．

夜ベッドの上であれこれ考えたのが結論だった。ソウル
シティ・ツアーバスが発車するのが、ソウルに来た日に
最初に連れていかれた東和免税店前の観光案内の前だ。
ホテル直ぐに大きな丸い芝生がロータリーになってい
て、一角に重厚な市庁舎が建っている。ワールドカップ
で韓国がベスト に勝ち進んだ時、真っ赤なサポーター4
で市街地が埋め尽くされた記憶があると思うが、ここが
その場所なのだ。確かに広い…。

１９２６年建築のソウル市庁舎
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バスからの車窓見学が目的なので，青色の｢都心循環コース｣でソウルのダウンタウンを周回する．所用時間は約２時間

ということは、
あの映像はロータ

、リーの南側に建つ
目の前にある｢プラ
ザホテル｣から撮っ
た映像だったとい
うことが理解でき
た。冬のソナタで
ミニョンが良く利
用していたホテル
だ。そして東側に
は太平路を挟んで
｢徳寿宮｣がある。

、水時計や世宗の像
。博物館などがある

正面の｢大漢門｣は
修理中なのか大き
な絵の看板でマス
クされていた。入
場は塀を北側まで
ぐるっと迂回しな

ければならないようだ。通勤の人混みを縫って太平路を
北へ少し歩くと、美香がトイレに行きたいと言いだした

ソウルシティ・バス乗り場．看板上部の
模様がバスの車体と同じになってる．

丁度、｢コリアナ・ホテル｣があったので、宿泊客のふり
をして回転ドアを回した。正面に 基の昇降エスカレー2
ータがあって、 階がフロントになっていた。観光に出2
発するツアー客で溢れていたが、紛れ込んでトイレだけ
をしっけいした。再びホテルを出てすぐに東和免税店前
の｢観光案内｣に到着した。案内では日本語ができる係員
がいて、前の道路から出発することと、切符は車内で買
えること、 コースあるバスをどこで見分けるかを教え2
てもらった。

時が今日最初のバスである “都心循環コース”で9 。
フリーで何回乗り降りしてもいい切符が一人 ウ10,000
ォン。時間が余りないからそう何度も乗り降りはできな
いかも…と思ったが、用心のため一回きりの ウォ5,000
ンの切符にはしなかった。出発点ということからか、乗
客は我が夫婦とバックパッカーの白人女性一人だった。

道なりの各施設の入場割引券がついた，フリー乗車券
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南山周囲のダウンタウンを車窓から見る

バスは太平路を南に走り、｢南大門(ナンデムン)｣を回
ってソウル駅前を通過した。地下鉄 号線沿いに南下し4

韓国ドラマ｢天国の階段｣でチェ・ジュウが演じるチス(実はチ
ョンソ)が働いていた南大門市場．そのそばにある｢南大門｣．
別名｢祟礼門｣という(上写真)．ソウル駅の別棟となった新装ソ
ウル駅．ご存知，韓国ＴＧＶ新幹線の発着駅だ(写真下)．

竜山駅までやってきてＵターンした。この竜山駅はコン
サートホールのような立派な駅舎で、この地が の最IT
先端の電子機器街であることを象徴するような建物だっ
た。朝のラッシュ時間が過ぎていたし、バス優先道路も
整備されているらしく快調に進んだ。再び北に進路をと
り三角地という交差点で右折、梨泰院路で｢戦争記念館｣
前に着いた。広大な敷地を有する立派な施設だ。この辺
りは米軍の基地も多く、停留所から何組かの欧米人が乗

祖国のために戦って亡くなった多くの兵士の偉業を称える目的
で建てられた｢戦争記念館｣．主に朝鮮戦争，ベトナム戦争派兵

． ．に関する展示品が多い 戦闘機や戦車などの大型展示物も多い

り込んで来た。本来ならばここで降りて、第二次世界大
戦での日本の悪行を日本人としてしっかり見なければ…
とも思ったが、時間がないのでパスした。梨泰院(イテ
ウォン)は外国人に良く知られている街で、アンティー
ク風の古家具店、革製品、衣類、鞄、骨董品店などが立
ち並ぶ。また、米ブランドのファッションショップも多
い。
バスは狭い道路に入りグルッと回った。地形的に坂が

多いのか、周囲のビルの上にはどこも小屋型のペントハ
ウスが付いていて、｢美しき日々｣のナレの屋上家みたい
だと二人で話し合った。南山の南麓だから漢江を見下ろ
せる景色のいい場所でもある。確かにロケ地もこの付近
の漢江沿いだったと記憶している。この辺りに来て二人
の話題は韓流ドラマのロケ地巡りの様相を呈してきた。
バスは 号線を北に向かい、そのまま南山 号トン31 1

ネルに吸い込まれた。オレンジ色のナトリウム灯がトン
ネル内部を照明し、ここでは｢美しき日々｣のリュウ・シ
オン演じるソンジェがバイクでトンネルを良く走るシー
ンがよみがえった。
南山を抜けたところで｢新世界百貨店｣前で右折、東へ

、 。進路を取ると 右手に南山ロープウエイの駅舎が見えた
前回来た時、ここらの地下鉄駅から南山ロープウエイ駅
目指して坂道を汗を拭き拭き歩いたことが思い出され
た。退渓路といって以前泊まった世宗ホテルや明洞大聖
堂を左に見ながら通過した。｢コリヤハウス｣のそばに来
たので、車内でガイドさんに聞くと、民族村の｢コリア
・ビレッジ｣はクローズだけど、｢コリア・レストラン｣
(格式ある韓式料理店で高い)はオープンしていると教え
てくれた。
この辺りの道路沿いの店先にはペットショップが多い
、 。のか 子犬が籠の中でじゃれているウインドウが続いた

アンバサダーホテルを回って、国立中央劇場から南山の
登山道にバスは上がって行く。ここの交差点が｢美しき
日々｣で、チェ・ジュウふんするヨンスが交通事故に遭
った交差点だ。二人で思わず背伸びして確認する。

｢美しき日々｣でヨンスは南山タワーで待つセナに逢うため急い
でいたのか，この交差点で車にひかれる．血だらけになりなが
ら何と坂を２０ｍも歩いたことになるのだ．

南山の木樹は葉が落ちたままで、つぼみも堅い状態だ
った。冬のたたづまいで、緑繁るのはまだ先という感じ
だ。当山道はジョギングや運動不足解消の市民がたくさ
ん歩いていた。頂上の駐車場で 分の休憩をとるという2
ので乗客がほとんど降りて用をたしていた。タワーは修
理中で入場できないようである。記念写真を撮ったりし
ほとんどの客が再び乗り込んだ。バスは南山を下ってい
った。登り口とは正反対方向に出て、南山の麓をグルッ
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、 。うだ！｣と バスの乗降口から手を振って合図している
遠くになるバスを振り返りながらお礼を言った。
入場券(一人 ウォン)を買って敦化門の入り口へ3,000

行って、初めてバスガイドさんの言っていた意味が分か
った。というのは、ここ｢昌徳宮｣は世界遺産で管理が厳
しくなっている。自由参観はできなく、公式ガイドにつ
いて固まって観なくてはいけないのだ。つまり、日本語
でのガイドが に終わったばかりで、次は 分10:30 12:30
からだというのだ。そこで近くの仁寺洞で昼を食べて戻
れば、丁度いい時間だという事だったのだ。確かに門の
前にはいくつかの人だかりができていた。欧米人、日本
人、韓国人など、その入場制限があるため時間を待って
いる塊だったのだ。
そういう訳なので、 時半までに門に戻ることにし12

て仁寺洞へ行くことにした。敦化門隣りの現代建設のビ
ル前を通って、道を渡ると機動隊に守られた建物の一角
に出た。厳重な警備に中国の反日運動を思い出し、まさ
か日本の建物では？と思いながら門の前の銘板を見ると
｢日本大使館｣と書いてあった。かみさんが、｢何かあっ
たら、ここへ入れば助けてくれるのかしら？｣と言うの
で、｢平民なんか相手にしてくれないよ…、偉い役人だ
けに対応するんだなぁ、大使館職員ってのは…｣とこた
えた。｢小市民はパスポートの再発行くらいかな、ここ
に用があるのは｣と思った。
仁寺洞は何度も行って良く知った場所だ。斜め道路沿

いに大小さまざまな画廊や古美術品、工芸品、伝統美術
品、陶器店などが軒を連ねている。街全体が生きた博物
館と言われる地域だ。以前、ここで韓国和紙や紙製の箱
やトレイ、団扇、白磁のコーヒーカップなどを買ったこ
とがある。印章まで作ったことがあるのだ。最初の頃は
いかがわしい安いものばかりで面白かったが、来る度に
汚い店が立派なビルになっていた。今回は前回よりいっ
そう洒落た店が多くなったようで、かえって魅力が失せ
てしまった。歩いているのは日本人観光客ばかり。自分
もそうなのだが、やはり地元の人と日本人観光客…とい
うのは明らかに区別がつく。肩から斜め掛けのバックを
持った女性数名グループはまさに日本人だ。

仁寺洞の脇道を裏側に入ると韓国式のレストランや喫茶店が密
集している．昼にはまだ時間があるので準備中の店が多かった

小物や雑貨の店が多いが、どれも値段が統一されてい
るようで似たようなものだ。特に仁寺洞通りに面した店
舗は価格にほとんど差がない。考えてみれば、日本だっ
て小樽や函館の観光スポットでは同じようなものだと思

。 。った 要するに最初から観光客相手を想定しているのだ
左側の店舗のウインドウを眺めながら気に入った店が

あれば中を覗いて南へ、タプコル公園に辿り着いた。仁

南山で休憩中のソウルシティ・バス．青を基調の独特の車体模
様だ。前のフロント部に｢循環コース｣の表示がある．

と周回する。｢ハイヤット｣｢タワー｣｢新羅｣といった超一
流ホテルを回って東大門(トンデムン)へ向かった。
東大門はファッションに始まり何でもありの市場だ。

夜になると歩道に、祭りの夜店のような屋台がたくさん
出て明け方まで賑わう。今、ソウルで一番人気の場所か
も知れない。ただ最近は観光客慣れしてきて、屋台で日
本人と分かると法外な値段をふっかける事件が頻発して
いる。こういっては異論もあろうが、日本では外人と分
かって料金をふっかけるということは皆無といって良
。 。い 逆に分からない人には親切にしてくれるのが普通だ

そこらへんの違いが韓国がまだ一等国になれない理由の
ような気がする。日本が一等国と自負する気もないが、
韓国の一番ダメなところが、そこに集約しているような

2気がしてならないのは 僕だけだろうか ここには以前、 。
回ほど屋台が楽しそうなので来たことがあるが、やはり
日本人だけで来るには、いくらボラレルか分からないと
言う恐怖感がつきまとった。
バスは今夕、全相雲先生の祝賀会のあるソウル大医学

部のある一帯を回り、｢昌徳宮｣の前で停まった。ソウル
市内にある五宮の内、今日開いているのはここだけだっ
た。ガイドさんが降りて、宮殿入口の｢敦化門｣前まで走
って行った。バスから離れて何をしに行った？と思った
ら、戻って来て“ ”分と我々の持っている地図に12:30
書き入れてくれた。入場時間を忘れたのを見に行って確
認してくれたのだ。｢まだ 時半だから仁寺洞(イーサ10
ドン)で昼を食べて…、その間は往復 分ほど｣だ、と10
いう説明を英語でしてくれた。直ぐに観たいのに、何か
意味が通じてないなぁ～…と思って下車した。我々の歩
いて行く方向が気になるのか、｢チケット売り場は向こ

世界遺産である｢昌徳宮｣の正面玄関となる韓国最古の門｢敦化
門｣．門の下には入場の順番を待つ団体の姿がたえない．
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タプコル公園の東屋前にて．この裏側に網で覆われた１３層の
仏塔がある．公園の中には女性の姿はかみさんしかいなかった

タプコル公園の入口の門．老人が憩う場所とあるが，失礼だが
どうみても失業者がたむろしている場所としか見えなかった．

、 。寺洞に来ながら いつも横目に見て入れなかった公園だ
1919 3今回は寄ってみたかった “タプコル公園”は 年。

月 日に起こった｢三・一独立運動｣の発祥の地となった1
場所で、小さな公園の中に大理石でできた 層の仏塔13
(英語でパゴダ)があるが、これも残念なことに足場で覆
われ網がかかって修理中だった。もともとは大円覚寺と
いう寺だったが、王朝末期に公園として整備された。今
は年寄りが暇つぶしに集まる場所ということだったが、
ものは言いようで、女性の姿が皆無で見てからにくたび
れた市民が集まる異様な雰囲気の場所と化していた。き
っと日本で言うところの失業者が集まって、仲介人が来
るのを待つ場所になっているのではないか？と思った。
再び仁寺洞通りに戻って北へ歩き始めた。屋台で蒲鉾

のようなもの( 本で ウォン)を買って食べた．2 3,000

ちくわを揚げて割り箸に刺したもの．ケチャップをかけた

このゴチャゴチャとした雰囲気は日本にはない

、 。やはり 度 度と来ると魅力が失せるのは仕方ない2 3
旅先もそうだが、初めてのところは何があるか分からな
いから期待も大きく夢も膨らむ。今回は仁寺洞通りの変
わりようを再確認することで終わってしまった。
昌徳宮へ戻る前に、この近辺で昼食を食べて行きたか

った。地下鉄 号線の走る大通りを渡ると一軒のパン屋3
が目に入った。覗くと、買ったパンをその場で食べる椅
子席も用意されているので入ることにした。カフェオレ

｢Tous Les Jours｣というパン屋さんで昼食をとる

つに生クリームやジャムの入ったパンを つ買っても2 3
ウォンほどだった。6,000

世界遺産の｢昌徳宮｣ツアー

時 分が日本語ガイドによる世界遺産｢昌徳宮｣の12 30
入場だ。 分前に敦化門に戻ると日本人が徐々に集ま10
ってきた。総勢 名くらいだろうか。時間ピッタリに30
開場され、門を入った直ぐ横の全体を説明する看板の前
で若い韓国の娘さんが(名前を言ったが覚えていない)首
から簡易スピーカーをぶら下げ、マイクを片手に解説を
始めた。
綺麗な発音で、よどみのない切れの良い日本語をしゃ

べっていた。解説も短くて無駄がない。そもそもソウル
には多くの宮殿が残っているが、面積も広く全部を一度
に回るのは肉体的に困難だ。 回目の訪韓の時に｢徳寿2
宮｣を、 回目の時に｢景福宮｣を見学した。ただし、今3
回は火曜日、｢昌徳宮｣しか開いていなかった。何はとも
あれ世界遺産に指定されているのが、この昌徳宮と東隣
の｢昌慶宮(休み)｣に南隣の｢宗廟(休み)｣なのだ。
李朝 代国王の“太宗”が 年に建てた宮殿。王3 1405

室が使用した日用品などが展示されている。景福宮が正
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殿とすれば、昌徳宮は離宮にあたり、遠く景福宮の東側
に位置する。景福宮が 年豊臣秀吉(壬辰倭の乱)に1592
よって焼失後、再建されるまでは歴代の王がここで執務
をとったそうだ。正門である最初に入場した敦化門は韓
国最古の門で、入ったすぐそばの進善門の前に｢錦川橋｣
という何のへんてつもない橋がある。この橋は 年1411
に造られた韓国最古の橋と、解説された。

進善門をくぐると白
、い砂地の広い庭に出て

中央に幅 くらいの石5m
畳の道がずっと先まで
延びていた。これがま
さしく“王道”という
やつで、ただの道とは
思わないで、王様だけ

、が歩けた道だと思えば
一歩一歩の意味が大き
い。
再び門をくぐると｢仁

政殿｣の前に出た。ここ
の正殿となる建物で、
臣下との祝賀儀式、外
国使節との接見、国王
の即位式などが行われ
た重要な場所である。

仁政殿を正面に見る前庭には“位”を表す石柱がずらー
っと並び、宮遣いの偉い順番に正座して並んだことが誰
にも想像できよう。
建物は重層入母屋造りという様式で、中が吹き抜けに

なって広々としていた。古いゆえに暗くて豪華絢爛とい
うよりは、薄汚い倉庫といった感じと言えば分かるだろ

｢錦川橋｣の橋下を確認する客

仁政殿を囲む回廊から(上写真)．自分がどのくらいの地位にい
るか一目瞭然で分かる(下写真)．これも辛いものがある．

うか？ その後、次々と御殿や神殿を巡回する。それぞ
れに意味や特徴を説明されるが、どれも皆な同じにしか
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見えないのは、本当のところは興味がないからだろう。
それでも、王の寝殿であった｢大造殿｣では、屋根の棟が
ないと説明を受けた。なるほどよく見ると屋根の頂上の

。 。拝み部分に瓦がないのが分かる 何でも龍は王様の化身
王様の寝床の上に龍である棟があっては天に昇る時に邪
魔になるからという理由からだそうだ。本当かよ？

， ．普通の屋根(右写真) ｢大造殿｣には棟がない(左写真の↓部分)
龍は王のことだから，寝床の上に龍がいてはならないという

同じような建物ばかりで、客が飽きてくるのが分かる
のだろう。解説する方も、時折クイズや疑問を投げかけ
ツアーに参加させようと必死の趣向が感じられる。例え

ば宮中で唯一青瓦の屋根が残る｢宣政殿｣の前で、壁面に
描かれた崩し文字を何と読むか？という質問が出た。客
は｢雷｣とか｢電｣とか答えていたが、正解は｢霊｣で、この
崩し文字には隙間が空いており、そこから霊が行き来す
るということだった。また、屋根の瓦の四方の軒先上に

は魔除けなのか、複数の人間や動物の置物が飾ってある
が、いったい何なのでしょう？という質問があった。中
国の故宮にも似たような物があった。日本の寺にはほと

んど見られないが、これは一番左が三蔵法師で、連れて
いるのが猿や豚の孫悟空で知られる連中だというのだ。
なるほど聞いてみなけりゃ分からない。これまた本当な
のか？と思った。

四角い池の中に円形の島を配置した朝鮮宮殿の｢芙蓉池｣と｢芙
蓉亭｣．王様が芙蓉亭の窓から直接釣り糸を垂らしたという

宮殿の伽藍をあとにして、奥の庭園へと進んだ。秘苑
として広く知られている｢後苑｣には多彩な東屋、池、樹

10木 岩や石が一体となって配置され美しい 芙蓉池で、 。
分ほど休憩時間がとられた。
次に、文字通り

“門”の形をした
場所に解説員が立
って、１枚岩をく
り抜いて作られた
上部に刻まれた文
字を何と読むか？

、と質問があったが
誰かがすぐに｢不老
門｣と答えて話が途
絶えてしまった。
ここをくぐれば誰
もが歳をとらない
という説明はヤボ
か…。
不老門を通り抜

けた先には韓国の
富豪庄屋ともいえ
る ｢ 両 班 ( ヤ ンバ
ン)｣の屋敷があっ
た。王朝を支えた支配階級である両班の邸宅は、細かく
見ると日本の武家屋敷といった伝統住居との相違点が良

｢両班｣の屋敷は彩色が許されていないため土色で派手さがない

｢さぁ…何とかいてありますか？｣
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く見えて興味深い。
両班(ヤンバン)といえば儒教。彼らは生活全般に関し

て、儒教のしきたりを重んじていたわけで、住居の間取
りや構造にもその思想が反映されている。例えば、主な
生活エリアが男女の別にきちんと区分されているし、台
所や出入り口も複数あって、数世代が秩序を重んじて同
居していた。そういえば、蛇足だが、安東(アンドン)河

回村の両班屋敷が
柳(リュウ)家と言
ったが、韓国ドラ
マ｢美しき日々｣に
出演していた弟ソ

ZEROンジェ役の
がリュウ・シオン
といって、両班(ヤ
ンバン)出身の大金
持ちだということ
だった。
韓国特有の床暖

房システムである
、オンドルについて

母屋の軒先下の縁
側の床下部に穴が
あって、そこで薪
を燃やし煙を全体
に回すような仕組
みができていた。
写真奥のレンガ積

みの塔が、煙突になっているそうだ。そういえば、宮殿
や寝殿のどの建物の陰にもレンガ積みの柱が立っていた
が、あれは全てオンドルの煙突と考えてよさそうだ。

両班(ヤンバン)屋敷の母屋(おもや)の壁に20cm四方の穴がポッ
.カリ空いている．｢いったい何の穴でしょう？｣

両班屋敷の壁に穴が空いていた。誰かが泥棒に入るた
、 、め壊した穴とも思えないが その理由をお客に尋ねると

リュックをしょって一人で写真を撮りまくっていた女の
コが、｢本で読んだんですけど…、トイレの穴だと…｣と
答えた。むむっ…、いったいどうやってするの？と思っ
たら、解説員は｢違います…違います｣と否定、｢これは
煙突の役目で、この穴から煙が逃げるのです｣と、すま
なそうに答えた。女のコは知らない内にどこかに消えて
いた。
門を出たところで、坂を昇って木立の中を行くと、宮

殿を囲む塀が長～く延びて帰り道のようになっていた。
冬景色を思わせるような木々の中を下りながら行くと、
パッとサクラが咲いて綺麗な場所に出た。最後に見たの

｢両班(ヤンバン)｣の軒先で，オンドル
についてシステムを解説する

宮殿を取り囲む塀を進むと昌徳宮ツアーも終わりが近い

が、｢演慶堂｣。朝鮮王朝時代の士大夫という官吏の家を
真似て宮殿の中に建てられた 間余りの民家形式の家120
である。その横には｢楽善斎｣という 年に側室の金1847
氏の住まいとして建てられた家がある。最後の皇后であ
る純貞孝皇后が 年まで、日本の梨本宮家から嫁い1966
だ、大韓帝国最後の皇太子英親王(併合後は李王)李方子
(まさこ)女史が 年まで住んでいた。1989

最後の見学場所となった｢演慶堂｣

六角形の屋根
が珍しい｢尊
徳亭｣を背景
にサクラが綺
麗だ．

韓国ではカ
ラスのような
存在の｢かさ
さぎ｣
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12 30 13 55時 分に昌徳宮に入場し、出てきたのが 時
分。およそ 時間半の駆け足だった。どおりで一カ所で1

30じっくり見ている時間がとれなかった筈だ 終いには。
名いた日本人がガイドに遅れずついてきたグループと、
全く見失うほど遅れたグループとに、たてにバラバラに
なってしまった感がある。確かに、客の要望に応えてゆ
っくり回っていたのでは、 時間弱で回り切れるもので2
はない。これが、もし自由入場だったら広大な敷地ゆえ
管理ができないだろう、かえってそれで良かったと思っ
た。
敦化門前のシティ・ツアーバス停で再びバスに乗っ

た。一番前の席で前方の見晴らしが良い。今度のバスガ
イドさんは日本語ができた。進路を西にとって｢景福宮｣
を一周するように回る。北の端が、大統領府のある｢青
瓦台(せいがだい)｣だ。瓦屋根が青いところからそう呼
ばれており、ソウルのダウンタウンの少し高いポジショ
ンからはよく見える位置にある。
道路では検問が厳しくなった。警官が乗り込んできて

ツアー客をじろじろ見て サインが出てから敷地内にOK
入った。車窓から写真を１枚切ったら、｢撮影は禁止で
す｣とドライバーに制止された。日本の感覚と違うとこ

。 、 。ろだ 何を警戒しているのか不明だが 緊張感が走った
バスを降りる停車場の側にお立ち台があって、大統領府
を写真に撮れる場所があったが、一度降りると次のバス

、 。まで時間があるので そのまま降りずに行くことにした
、 。 、一瞬 並木道の間に青い屋根の建物が間近に見えた が

すぐに敷地の外にバスは移動していった。

大統領府内で撮った１枚きりの写真．建物の右手奥に青瓦の大
統領府屋根が見える これ以降写真撮影はできなかった 残念！． ．

１４時１５分．世宗大路を南に向かう．左に｢李舜臣将軍｣銅像
を見ながら，赤いバスが停車しているところが東和免税店前の
ツアーバスの終着点(始発点)．中央左手奥にプラザ・ホテルの

． ．一部が見えている 我がホテルまでは歩いて５～７分くらいだ

景福宮の外塀に沿って周回し、 年ワールドカップ2002
年の札幌の雪祭りでも大雪像が作られた｢光化門｣の前を
横切り、世宗大路に入った。終点は間近だ。 時 分14 15
に到着し、そのまま乗っていれば丁度 分には再び循30
環するが、 分待つのは時間の無駄なので次の停留所15
まで歩くことにした。

ソウルシティー・ツアーバスの発着する東和免税店前．世宗大
路の北側を眺める．まっすぐ行けば｢光化門｣にあたる．

“全相雲(ジェン・サンウン)氏祝賀会”

ホテルへ戻る道すがら，リヤカーで紙袋に 個ほど10
入った直径 くらいの丸い“おやき”が売っていた2cm
ので買った。 ウォンだ。それをほうばりながら、2,000
市庁舎前のロータリーを歩いていると、民族衣装を着た
楽隊に遭遇した。そういえば、メイン通りの照明灯に綺
麗な垂れ幕がいくつも飾ってあった｢ソウル祭り｣の宣伝
だろうと思った。

色鮮やかな民族衣装に身をまとった行列が過ぎてゆく

市庁舎前のロータリーから
見るプレジデント・ホテル
(白い四角)．右手奥の白く
細長いのがロッテ・ホテル

時半にホテルへ戻14
り、シャワーで汗を流
したら、 時にスーツ16
を着てまた外に出た。
今夕はまた、古川先生
家族の待つロイヤル・
ホテルまで徒歩で向か
う。全相雲先生の祝賀
会だ。ロッテデパート
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左手前から全先生の奥様，全相雲先生，古川麒一郎先生，古川先生の奥様，後左から渡辺和郎，渡辺美香，古川あずさ

の前の歩道には、夕方のせいかたくさんの露天が出てい
た。おいしそうで安そうな食材を見ながら、目だけでお
腹いっぱいにし、先を急いだ。
ロイヤル・ホテルに着くと、既に全員が揃っていた。

｢世宗大王記念館｣の事務長が黒い大型の高級車で迎えに
きていた。事務長を含め 人が乗った。 年の世宗6 1998
命名でお世話になり 年ぶりの再会になるが変わってい7
ない。我々の顔を知っているというので迎えに抜擢され
たようだ。定員オーバーではないかと思ったが、｢構わ
ない…｣とスタートした。明洞通りは交通量が多くなか
なか前に進まない。車がぶつかりそうなくらい接近し、
運転が下手ではソウルの街は走れないと思った。そうし
ていると、前を横から出てきた乗用車が歩道と車道を仕
切っている大きく丸い縁石に乗り上げ、｢ゴットン…｣と
音がした。流石に、車を停めて運転手が降りてきて傷の
具合を確かめていた。｢ア～ア…、些細なことで修理代
が吹き飛ぶ…｣とため息が出た。
三一路を北上し、タプコル公園横を通過、日本大使館

の角を右折し、昌徳宮の敦化門前を通ってソウル大学医
学部の校内に入った。まるで、さっきまで回ったソウル
シティ・ツアーバスのコースをもう一度復習のため走っ

。 、 、ているようなものだ 古川先生には 建物の前に来る度
午前中は、ここを見たという解説をした。
ソウル大医学部の校内にはたくさんのビルが建ってい

るが、その一つに車が横付けされ、エレベーターで 階5
に案内された。大学とは思えない洒落たレストランだ。
既に全相雲先生が支度の指揮をとっていた。家族・親戚
・友人だけのささやかなパーティーだが、アット・ホー
ムで感じがいい。一昨日・昨日の“扶餘・水原”の観光
のお礼を言う。先生も普段にまして上機嫌だと、娘さん
が話してくれた。

レストランから｢昌慶宮｣が眼下に見える．ここは定休日で見れ
なかった．ずっと奥の方が世界遺産の｢昌徳宮｣．

レストラン｢Gardenn V
iew｣．医大とはいえ，
ここは世宗ホテルの料
理部が出店している

全先生も今日は
背広だし、奥様も
エルメスのシャツ
をチラッと覗かせ
ハイソな雰囲気を
醸し出している。
やっぱり大学教授
だ。僕のネクタイ
に手をやり品定め
をしている。
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全相雲先生ファミリー．後列右端から長女．その娘さん，長女の亭主．次男の嫁．次女の娘．次女．次女の亭主．両脇の孫は次
男夫婦の子供．長女のご亭主は京大卒で，友人に天文好きがいて群馬県立天文台の河北さんと言った．

すかさず｢ロッテデパートで ウォンでした｣と正35,000
、 。 、直に値段を言うと コックリとうなずいた 安物ね…か

いいね…か、どういう意味のうなずきかは定かでなかっ
たが、まぁ～良しとしよう。
セレモニーは型通り進んだが、ここで式の内容はほと

んど記憶に残っていない。失礼な話だが、どういうこと
かというと、実は丸テーブルに同席した羅逸星(ナ・イ
ルソン)先生の独演会にはまってしまったのだ。氏の半
生を聞くことで 時間が終わってしまったのである。2
テーブルは羅先生と僕の他、同じ席にはかみさんの美

香、古川先生の娘あずさ、全先生の長女、式の日本語通
訳をされた文学博士の李成奎教授がいた。李先生はたけ
し軍団のガダルカナル・タカにそっくりな感じの、僕が
最初に｢先生は中国人っぽいですね…｣とふると、李｢そ
れが…中国に行った時に、韓国人には見えず、中国語で
しゃべろと、叱られたことがあるんですよ｣と返してく
れた。面白い先生だ。全先生の長女は韓国で日本語学校
の先生をしている。つまり全員が日本語が分かるのだ。
きっと日本語が話せるメンバーでこの席順を決めたのだ
ろう。全先生の長女は、ガダルカナル…と言ったら、げ
らげら笑っていたので、合点がいったのだろう。

羅逸星(ナ・イルソン)先生の半生

それは、それは長い話になる。我々も最初はそんなこ
とになろうとは思ってもみなかったが、羅先生の話術に
うまくはまってしまった。
元延世大学の教授の羅逸星(ナ・イルソン)先生は、
年に韓国の中央部に位置する慶尚北道・醴泉郡(イ1999

エチョン)に私設の天文台をオープンした。その時、小
惑星に命名し同時に祝賀会が開かれた時からの知り合い

だ。韓国では、世宗(セジョン)に継ぐ 番目の命名者で2
ある。ひょんな事から、僕がアマチュア天文家であるこ
とを隣に座っていた全先生の娘さんに説明していたとこ
ろから始まる。つまり、プロフェッサー(大学教授)の集
まりで、自分だけが全くの素人だということを言ってい
たのだ。すると、それを聞いていた羅逸星先生が、｢そ
んなことはないです。あなたは今、天文の仕事に就いて
いないだけで、韓国に来れば立派にプロと同様の仕事が
出来る。私たちだって退職して仕事がないのと同じこと
です｣と、意外にも謙遜する必要はないということを言
ってくれたのだ。もともと、羅逸星先生は学者として頑
固で、アマチュアなぞ軽視するタイプの人柄と思ってい
たので、意外な発言だった。｢韓国で新しい天体を発見
できるプロの天文学者がどれだけいますか…｣と持ち上
げる。
羅逸星先生は第二次世界大戦後、北から南に逃げてき

た家族で、たいへんな苦労をされたらしい。それでも日
本統治下での子供の頃は、日本人の学校のクラスには朝
鮮人は数名しかいないくらい、入るのが難しかった。羅
少年はさぞ優秀だったのだろう。
城津(北朝鮮)の学校の校長の息子でエミ君という日本

、 。 、人の同級生がいて 随分といじめられたらしい ある日
。朝鮮語を使ったのをクラスのエミ君(漢字が分からない

皆がそう読んでいた)に聞かれ、校長に告げ口をすると
言われたらしい。その頃は日本人の学校で、朝鮮語を使
うのは御法度だった。その時、同じクラスの日本人タダ
シ君が、｢朝鮮人が朝鮮語を話して何が悪い！｣と羅少年
をかばってくれたらしい。タダシ君の親は城津で病院を
経営する偉い人だった。その後、タダシ君はいつも羅少
年を助けてくれたそうだ。それから 年、あのタダシ40
君はどうしたろうか、気になって仕方なかったという。
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｢それで、先生はタダシ君を捜したんですか？｣と李教
授があいのてを入れた。羅｢はい、東洋天文史学会が日
本で開催された時、福岡教育大学の平井正則先生に頼ん
でサカエ・タダシ君という学者がいないか調べてもらい
ました｣。しかし、サカエというだけではどういう漢字
を書くのかかも分からないし、第一、学者になっている
かすら分からないではないか…。サカエは“栄 、また”
は発音が違って“酒井、坂井”とも考えられる。
ここで、羅少年の過ごした田舎城津で、親が病院をや

っていたのを頼りに探すことになった。医者になってい
るかも知れない。サカエさんという名前で朝鮮の城津で
病院をやっていた日本人はそう多くはない。かなり目標
は絞られた。
ここいら辺まで来ると、一緒のテーブルについた面々

は興味津々である。ドラマのような話にサカエ・タダシ
少年はいったいどんな大人になっているか知りたくなる
ではないか。それに、 年ぶりに羅少年との再会はあ40
るのか…。これも気になるところだ。
｢まぁ、まぁ…、先を焦らないで｣と羅先生はゆっくり

と、我々の気持ちをもて遊ぶように話を続ける。

昔を思い出すように，サカエ少年との思い出を語る羅逸星先生

羅逸星(ナ・イルソン)先生のドラマをよそに、会場は
順調に祝賀会が進んでいた。全相雲先生の挨拶から友人
のお祝いの言葉、世宗大王記念館の館長さんをはじめ、
以前にお会いした面々が勢揃いしている。
全｢先日、国から勲章をいただきました。日本とは違

って賞状１枚きりです。ただ、 万ウォンくれると1,000
いうので、お金につられていただきました｣と会場内の
笑いをさそっている。全｢でも、お金のことを抜きにす
れば、星に自分の名前が付くことは本当に嬉しい…｣と
上機嫌で話している。もう歳だし、杖をつく頑固な父親
しか知らない娘さんをはじめとする家族たちは、意外な
父親の姿を見た…と、喜ぶと言うより感動している。老
齢になって、家族がこんな形でお祝いができることが、
星に名前がつくということ以上に嬉しいようだ。そんな
機会をもつ手助けが出来たのだから、良かった…良かっ
たと自分に言い聞かせた。
ところで話を戻そう。八方手を尽くした結果、サカエ

・タダシ君をついに見つけることが出来たという。やは
り、病院からの関係をつないでいって分かったらしい。
内容はこうだ。サカエ君は、サカエでもサカイでも無か
った。正確には｢寒河江｣と書いた。つまり、少年の名は
サガエ・タダシ｢寒河江 正｣というわけだ。
直ぐに、羅逸星先生は寒河江君を韓国に招待したそう

だ。当の本人は、そういう羅少年の思いは知らなかった
そうだ。夫婦で招待し、延世大学の正門前で待ち合わせ

４０～５０名の全相雲先生の知り合いや家族が集まって，韓国
式中華料理が次々運ばれた．何を食べたか覚えていない．

全相雲先生に発見者の私より命名額が渡される

をしたらしい。しかし、いつになっても寒河江夫妻が現
れない。もしや…と思い、仲間を正門で待たせ、羅先生
は金浦空港に行ったそうだ。国際線到着ロビーで日本人
の姿を捜したが、まったく分からなかったという。それ

、 。ほど 年の歳月は人相をかえてしまったのだろうか40
ところが、ふと、バス停で待つ夫妻を見て、それが寒

河江さんだと思ったという。二人は抱き合って再会を喜
んだ。寒河江さんの奥さんは、空港に現れない羅先生を
して、詐欺にあったのではないかと亭主の正さんに話し
ていたという。確かにどこかにありそうな、詐欺っぽい
話ではある。寒河江さんは横浜の地方局でＴＶの仕事を
していた。そして社長にまでなっていた。
それが縁で、今も交流が続いており、お互いが行き来

しているという そういえば 年の醴泉の羅逸星(ナ。 、1999
・イルソﾝ)天文台開所式の時、ソウルへ戻って｢世宗ホ
テル｣へ行ったメンバーが、僕夫婦に古川夫妻、それに
平井正則先生と公森一夫さん。それにもう一人がＴＶ局
のプロデューサーの寒河江正さんだった…。もらった名
刺にそう書いてあったのを、この時になって思い出し、
思わず声をあげてしまった。
｢なにーっ！｣。｢サガエさんって、あの寒河江さんな

の？｣。そうか、合唱団でのつきあいだと言っていた寒
河江さんは、羅先生とはこういう関係だったのか。空港
での待合い時間に寒河江さんと随分と話したし、帰国後
に写真もいただいた。当の本人を知っていただけに、こ
の話が誰よりも現実感をもってせまってきた。
李先生は、話が一段落すると、まぁ～うまくできた話

だなぁ～という顔をして、他の列席者に挨拶に行った。
残された者はその話の余韻に浸っていた。｢ドラマにな｣
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， ，１９９９年６月５日 醴泉(イエチョン)空港で左から寒河江正
， ． ．羅逸星(ナ・イルソン) 渡辺和郎 (大阪の公森一夫さん撮影)

りそうですね｣と言うと、羅｢寒河江さんの関係でそうい
う企画もでたそうです｣と応えていた。
そうこういしているうちに、 時を過ぎて祝賀会も20

お開きということになった。三々五々出席者が帰宅して
行ったが、気がついた時に羅逸星先生の姿はどこにもな
かった。
全相雲先生の長女のご亭主が自家用車でホテルまで送

ってくれるというのであまえた。夜のソウルの街を見な
がら、韓国の思い出も今夜で最後だなぁ～と少し寂しか

Canonった ご亭主の大学時代の友人に天文好きがいて。 、
から群馬県立天文台に転身したという話を聞いた。

韓国をあとに

部屋に戻って、寝る前に荷造りをした。二人分のスー
ツや衣類をたたんで 個のスーツケースにうまく納めて1
きたが、汚しものなどをぐちゃぐちゃに放り込むと、ス
ーツケースが閉じなくなった。仕方なく一からたたんで
やりなおすのに時間がかかった。土産の箱入りの螺鈿の
ケースや陶器、本がかさばる。結局、手荷物が増えたの
で忘れないようお互いに手荷物の個数を確認しあった。

南山の上に明るい星が数個見えた．天気は晴れているようだ

、 。一段落して窓の外を見ると 南山の夜景が綺麗だった
思わず記念に１枚シャッターを切った。明日のソウル－
札幌線は 発と早い。最後まで搾り取るために早朝10:10
からおみやげ店に連れていかれる行程になっている。ツ
アーのピックアップが 時 分。祝賀会疲れか、今日6 30
の感想を話し合っている内に二人とも記憶がなくなっ
た。

４月１３日(水曜日)
“ソウル”から千歳、札幌へ

最後までむしり取るパックツアー

、 。4時半には起きてシャワーを浴び 帰国の準備をした
ピックアップの 分前にチェックアウトの時間を見て15

。 、 。1階に降りた 既に 旅行社のガイドが迎えが来ていた
ソウルに着いた時の彼女だった ガイド｢どうでしたか？。
十分たのしまれましたか…｣と声をかけられたので、｢楽
しかったです｣とかみさんが応えていた。
早朝のバンは中心街の乙支路を抜けてソフィテル・ア

ンバサダー・ホテルへ向かった。ここで来たときと同じ
1 2 3 4メンバーを 組 名拾った。このツアーは基本が 泊

日なので、延泊したのは我々とこの一組だけで、他は昨
日帰っている。
南山トンネルを抜け、漢江を渡ってバンは空港方面へ

向かった。ガイドさんいわく、既にラッシュが始まって
おり、数分の違いで一気に車の台数が増えると言ってい
た。来た時に通った汝矣島を通過すると、サクラが満開
になっていた。趙先生が汝矣島に住んでいて、｢国会議
事堂の裏手のサクラ並木は、それはそれは綺麗です｣と
言っていたのを思い出した。車窓からの一瞬ではあった
が、綺麗な景色を見ることができた。また悪いが、｢美
しき日々｣で、このサクラ並木で弟ソンジェが兄の室長
とヨンスを結びつけたシーンがあった。
昨日の夜景で星が見えていたが、今日は快晴だ。ソウ

ル南東部のとある街角でおみやげ店に立ち寄った。｢阿
里娘観光食品｣と看板のでているビルの 階に案内され2
た。階段を上りながら、なぜか｢ここに来たことがある｣

このビルは一度来たことがある．新婚旅行でソウル経由でヨー
ロッパへ行った時に連れてこられた記憶が蘇った．

と思った。中には、売り子のお姉さん？(おばさん)がひ
しめいていた。カモがやってきたとばかり、まず 人を4

、 。椅子に座らせ キムチの壺を数個前にウンチクが始まる
要するに、ここのキムチが一番美味しくて高級品だと言
っているのだ。かみさんも僕もキムチは見たくもない。
もう一方の二人組の一人は、今朝まで東大門で遊んでい
て寝ていないので、座った途端コックリしている。一生
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懸命説明するおばさんに悪いと思ったのか、残った一人
の子が代表して、食べたくもないキムチを口に運んでい
た。｢おいしいでしょ…｣｢ハイ、おいしいです｣。
結局、誰もキムチを買うとは言わなかった。斜め上を

見て、しょうがない連中！(チェッ)、という顔をして、
おばさんは諦めた。グルッと店内を一周して終わりにし
たかった。要所要所で品物を勧められる。お菓子でもス
ーパーなら 円くらいのものが 円ほどの値段が付100 400
けられている。確かに、これだけの人数が朝早くから集
まって商売しているのだから、こういうふっかけ値段に
なるのは仕方ないのか。我々は買わないという対抗手段
しかないのだ。
ショーケースでこれいくら？と聞いたのが悪かった。

べらぼうな値段だったので、｢お金がない｣とポケットか
ら有り金 ウォン数枚(数十円)を出して見せると、お100
金持ってないならここに来るな、という顔をした。でも
思い直したのか、冷静に考えれば分かることだ。｢あな
た、いっぱいカバンの中に持ってるでしょ。カードでも
チェックでもいいよ｣と言い出した。カードでもチェッ
クでも金に代わりはない。払うのはオレだ。
そんな掛け合いを横で見ていたかみさんが、やめなさ

いとばかり手を引いた。結局、とうもろこし茶( パッ3
ク入り)をかみさんが買った。話の種だから、高いのは
目をつぶった。
そうこうしていると、同じようなカモが 名ほど連10

れられてきた。また、座らされてキムチの講義が始まっ
ていた。それを見ながら店を出た。結局、 組 人でか2 4
ったのは、このとうもろこし茶だけだった。

韓国と日本の歴史問題

、 。再び バンは仁川国際空港目指して高速を走りだした
ワールドカップでの韓国の頑張りをＴＶで見て、理屈抜
きに日本国民は韓国を応援した、という会話をガイドさ
んとした。隣国の韓国を嫌って意地でも応援しないとい
う発想は日本の若者にはない。これが逆だったら韓国は
応援しなかっただろう。日本の若い世代以降は韓国に優
越心や差別心など持っていないのだと言いたかった。後
部座席に座っていた彼女ら 名もそういう会話には｢そ2
うです。そうです｣と参加してきた。
ひょんなことから、中国の反日デモの話に及んで、イ

デオロギーはともかく、それが暴力を振るって物を投げ
たり、果ては日系スーパーを壊したり襲ったりする理屈
にはならんだろう、という話をした。
するとガイドの彼女は｢日本はもっと歴史問題を認識

しなければダメですよ｣という返事がきた。なにっ？ど
こかで聞いたようなセリフだ。何が歴史問題だ。それが
暴力をふるっていいのと何が関係あるのだ。プチッと切
れた。
俺より若い世代のくせに、何かといえば歴史問題にカ

コ付けて、いったいあなたは日韓の歴史の学者だという
のか。何を分かっていてそういう事を言うのか、単なる
すり込みではないかと、腹が立ってきた。車内はシーン
と沈黙の時間が流れた。｢これからたくさんの日本人客
の相手をするのでしょう。いっぱひとからげに歴史問題
が…などという発言は、日本人の気分を害するので慎ん
だ方がいい｣と意見してやった。ブスッと表情が変わっ
てしまった僕を見て、ガイドの彼女は｢すみませんでし
た｣と仕事上仕方なく謝っていたが、間違ったことを言
ったなどとは思っていないように見えた。

｢美しき日々｣でよく登場した仁川空港ビル

気まずいまま、ほどなくバンは仁川国際空港の出発ロ
ビーに到着した。チェ・ジュウ演ずるヨンスが指輪を投
げいれた噴水のある水場を見てみたいと思ったが、そん
な余裕もなくチェックインカウンターに並んで搭乗手続
きが行われた。出国口で我々を送らなければ、ガイドの
彼女は帰れないだろうから、そのまま出国した。
広い空港内は免税店ばかりで、食べるところがない。

軽いファーストフード店ばかりで、外で食べれば良かっ
たと反省した。新しくなった仁川空港はビュッフェなど
の食堂街も充実しているのだ。手荷物を持って歩くのは
限界があるので、カートを調達してそれに手荷物を全部
乗せ、おいしそうな店を案内板を頼りに捜し歩いた。
結局、マックもどきのハンバーグ店でかみさんのリク

エストで｢スペシャルセット｣を注文した。カウンターに
並んで順番を待っていると、ビジネス客のような若い男
性に横から入られたの(英語で)、手を彼の前にだして俺
が先だと制止した。ゆっくりカウンターの女のコに｢ス
ペシャルセットをツー｣と注文した。ざまぁ…みろ。日
本には順番というのがあるのだ。外国にはないのか…？

目の前の機がこれから札幌に向かう

こう言ってやりたかった。簡単な注文の多い中、スペシ
ャルセットは手間がかかっていた。待つ間じっと作業を
見ていたが、陳列棚からベーグルを取り、水平に半分に
切って、具のハンバーグは既に出来合のセットあって、
それを箱から出して、はさんでレンジにかけるだけだっ

2た カフェオレを器機からジョーっとカップについで。 、
セット、は～いできあがり。食欲が失せた。

番搭乗口まで戻るコンコースには、ショップがズ26
ラーっと並んでいるが、どれも免税品店ばかりで入るの
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。さえはばかれる
見るだけで買う
必要もないのだ
が、こういう店
はもう飽き飽き
だった。それで
も、かみさんは
｢ウォン…いくら
残っている？｣と
聞くので、｢ 万8
ウォンある｣と言
うと、職場へ土
産を持って帰ら
ねばならないか
らと、栗をチョ
コで包んだ箱菓

。子を 個買った2
時 分には9 30

。搭乗口へ戻った
待合ロビーには来る時より少し多い 名ほどしか客が100

45 10いなかった 分から機内へ搭乗が始まり 定刻より。 、
分も早く機体が動き出した。国際線だから、乗る客は予
め分かっているし、乗ったのが確認されればスタートし
てしまうのだろう。
あれよあれとという間に誘導路を移動、滑走路を滑っ

て機体は上昇した。上空で左に旋回しながら仁川空港を
眼下に見るような格好で東に進路をとった。新しい空港
が手にとるように見えた。まだ半分しか出来ていないの

窓側をリクエストしたら最後尾の方の座席だった

が分かった．確かに広い敷地を確保しているが、そんな
に需要があるのか…と、いらぬ心配をした。
ほどなく“ソウルの上空”では漢江が蛇行し、汝矣島

や南山タワーのあるダウンタウンも見えた。雲で地上の
景色が見えなくなるまで、ジッと下界をみていた。
直ぐに機内食が出た。シーフドを添えた炒飯だった。

余り手が出
なかったが
ゼリーがあ
ったので食
べようとお
もったら｢ア
ロエのゼリ
ー｣でガック

機内食もでるからこれで我慢…我慢

空港ビルを挟んで右が供用中の滑走路．左側は工事中だ

。 。リきた ｢何でアロエなの？｣と理由を聞いてみたかった
機内のＴＶで による飛行コースが表示される。GPS

問題の竹島上空を通過していたが、雲に覆われ海を見る
ことすらできなかった。日本列島上空もずっと雲に覆わ
れ蒼い空しか見えない。着陸態勢に入って雲を抜けて初
めて地上の景色が見えたが、勇払原野の上空で馬追い丘
陵の上を旋回しているところだった。曇っているせいも
あったが地上には雪も残っていて｢寒々しい景色だなぁ
～｣と自分の住む土地がが何故か悲しく思えた。長沼の
レーダードームをかすめるように高度を下げ、夕張に向
かう高速道路や国道 号を跨ぐようにして千歳空港に274
着陸した。

南からやってくる飛行機は，風の関係で北から千歳空港にアプ
ローチする場合，馬追丘陵の上空で旋回し高度を下げるのだ．

帰国の入管は混みあっていた。こんなに乗客がいたか
、 。な？と思うと 逆の方から別の一団がなだれ込んでいた

中国からの飛行機もほぼ同じ時刻に到着していたのだ。
それでもここは日本 外国人表示ではなくパブリック(日、
本人)でスムーズに通過し、預け荷物も待たされること
なく直ぐに出てきた。
パーキングガレージのバスも都合よく待ち時間なしで

空港出口に待機しており、乗り込んだら発車しラッキー
だった。愛車に荷物を積み替え、 線経由でのんびり36
帰ったら 時半を過ぎていた。 泊 日の楽しい韓国14 4 5
の旅が終わった。
長い話しを読んでくれてありがとう。子供の成長記録

と旅行の話は、他人が聞いて一番面白くないと言われま
す。自分が言っているかも…。しかし、懲りずにどうで
もいいことをまた書き綴ってしまいましたが、いい記録
ができたと思っています。これでいつでもこの旅行を思
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