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はじめに 
 

 まず釜山の位置を説明しておきます【資料 No.1】。対馬から約 50ｋｍ、天気のよい日は

太宗台
テジョンデ

という岬から対馬を臨むことができます。釜山は朝鮮半島のなかでも日本と古くか

らもっとも関わりの深い地域です。釜山広域市の範囲を示しました【③】。面積 760km2、

15 区 1 郡からなり、人口は 380 万人です。左側の洛東江
ナクトンガン

という大河が河口部で二股に分

かれて流れ込んでいます。釜山市は、その河口部を含む半島の東南角の隅に位置します。 

 この洛東江より西にも釜山市は広がりますが、古図を載せたように【②】、西側は広大な

三角州で、かつての海岸線はずっと北にあります。したがって、洛東江の川の西は歴史的

には金海のエリアです。それから東側についても機張郡という郡部で、釜山とは山を隔て

て別のエリアです。したがって、現在の釜山広域市は、南北にのびる山地と川によって、

西から金海（の南方）・釜山・機張の３つに区切られています。今日はこの中央部の本来の

釜山の範囲の話をします。 

 釜山は 380 万人が住む大都市です。高層のビルやアパートが林立しています【④】。韓国

に行くと、都市部では高層のアパートをじゃんじゃん建てています【図版２－１】。現在の

市街地の中心部は釜山港【図版２－２】に面する区域です。しかし、歴史的に中心であった

のは、【資料No.1】の地図でいうと、右側に水営江という少し小さい川があり、そこを内陸

に入った東莢
ト ン ネ

というところです。ここが三国時代以来、統一新羅の時代以降も行政的な中



  
 

―30― 

心でありました。釜山港のあたりが釜山の中心になっていくのは明治以降です。明治にな

って日本が不平等条約を押し付け、釜山港を開港させて日本人の居留地がつくられ、その

後、半島大陸の侵略拠点として釜山の市街地を作り上げていきます。それが現在の釜山の

都市部につながるわけですが、それはここ 150 年ほどのことだということです。 

 これから釜山の歴史遺産を見ていきますが、古いところから新しいところまで、釜山市

にどのような歴史遺産があり、どう保存活用しているのか、ひと通り概観できるように紹

介していきたいと思います。 

 【資料 No.1】の右上のところに「釜山市の指定文化財」を上げておきました。上から国

指定の史跡ですが、東三洞
トンサンドン

貝塚、東莢貝塚、福泉洞
ポクチョンドン

古墳群、金井山城
クムジョンサンソン

、この四つがあり

ます。それから、美術工芸品や建造物は日本と同じように国宝や宝物（日本でいう重要文

化財）に指定されますが、梵魚
ポ モ サ

寺大雄殿と石塔の二つがあります。それと、これも日本と

同じ登録文化財として、釜山が首都であったときの大統領官邸があります。そして、釜山

市が条例で指定している文化財として、そこに挙げたように建造物として石塔７のほかい

くつかの建築物が指定されています。それから市指定の記念物、ここには遺跡の類のもの

を挙げましたが、そういうものが 18 か所ぐらいがあります。それと、普通の遺跡、むこ

うでも法律用語として埋蔵文化財を使いますが、それが今回扱う本来の釜山の範囲で 69

か所程度になります。ちなみに洛東江より西側で 33 か所、東の機張郡で 64 か所です。市

街化が進んでいないところでは、分布調査で遺跡が見つかっていますが、釜山の地域では

山がちなところをのぞけば、市街地の下の遺跡はよくわかっていないというのが実状です。 

 

 

１ 新石器時代 
 

 それでは古いところから見ていきます。釜山には旧石器時代の遺跡もありますが省略し

ます。これから見ていただくのは櫛文土器の時代、日本の縄文時代に相当する時代です【資

料 No.2】。その時代の遺跡の分布図を示しました。海岸沿いの貝塚遺跡が大半を占めてい

ます。その中で、影島の所に東三洞
トンサンドン

貝塚というのがあり、これが国史跡になっています。

今から 7500 年前から 3500 年前ぐらいの韓国を代表する新石器時代の遺跡のひとつです。

狩猟・漁猟に加えて、アワやヒエなど韓国でもいちばん古い栽培植物が出ていることが確
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認されています。 

 これが東三洞貝塚です【図版２－３】。遺跡に芝生をはっています。ここには 2002 年に

遺跡展示館がオープンしています。向こうの建物がそうです【図版２－４】。手前は漁港で

すが、そのむこうの芝をはっている部分が仮整備をしているところです。もともとの遺跡

の範囲はもう少し広かったのでしょうが、その後の侵食や漁港としての開発、埋め立てに

よって狭まっているのだと思います。史跡地になっている範囲でだいたい 4000 ㎡程度で

す。これが 2002 年に建ったばかりの遺跡展示館です【図版２－５】。ジオラマや模型、映

像を駆使した展示がなされています。 

 

 

２ 三国時代 
 

 次にそのあとの時代です。日本の弥生時代に相当する無文土器の時代ないし青銅器時代

とも呼びますが、この時期の遺跡として顕著なものはありませんので、次の三国時代、日

本のおよそ古墳時代の遺跡を見ていきます【資料No.3】。ドットを落としているのが古墳群

です。弥生時代の後半期に日本では鉄器化が進みますが、日本の鉄資源や鉄器生産技術は、

半島南部の伽耶と呼ばれる地域に依存していました。したがって、弥生から古墳にかけて、

いちばん関係が深かったのは釜山を含む伽耶地域です。三国時代はほぼ日本の古墳時代に

相当しますが、ともに国家形成期にあたり、倭と半島諸国との政治的関係は、国家形成の

上で非常に大きなファクターとなります。また古墳時代の５世紀頃になると、武器や武具

の革新、陶質土器、牛馬、あるいは文字の使用、食器をはじめとする生活様式の変化が著

しいのですが、それはこの伽耶地域との交渉の中で吸収してきたものです。 

 この地域の政治的な中心地は釜山ではなくて金海の地域でした。３世紀の『魏志』には

「狗邪韓国」とあり、『三国史記』に「金官国」とあるものです。この金官国を中心として、

伽耶諸国の前半期には、洛東江河口部が重要な地位を占めていたわけです。 

 それで、釜山の地域には、先ほど言ったようにやや内陸に入った東莢の地域にひとつの

勢力があり、そこに東莢貝塚と福泉洞古墳群があります。 

 まず、この勢力の残した福泉洞
ポクチョンドン

古墳群の、現在、整備された状況です【図版２－６】。

ちょっとした丘の上に、あまり顕著な墳丘はなく、埋葬施設が次々と作られており、170
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基ほどが調査されています。1980 年に大規模な古墳群であることが判明して、1981 年に

ただちに史跡指定され、それからほぼ全面的な発掘を経て、博物館が 1996 年にオープン

したところです。発掘時の写真は資料に載せておきました。４世紀から７世紀ごろの古墳

群で、遺物は１万点以上が出土しています。とくに日本出土のものとの関係がうかがえる

ような甲冑や馬具、あるいは日本の土器に類似したものも出土しており、この地域と日本

との関係がうかがえます。それから、この古墳群の内容は、５世紀を過ぎてくると伽耶南

部特有の特色が失われていき、次第に新羅的な埋葬方式や副装品・土器などが入り、北の

新羅の勢力が進出し、新羅に編入されていく過程をたどることができます。 

 史跡の範囲は 25000 ㎡くらいです。もう少し接近します【図版２－７】。ドームが見えま

すが、これは発掘された遺構そのものを露出展示をして、レプリカの遺物を並べています。

その手前の植え込みは埋葬のあった箇所を表示したものです。 

 これは福泉洞博物館です【図版２－８】。手前の右隅が遺跡ですが、その奥に非常に立派

な博物館ができています。城壁のような外観をしており、背後の丘陵にある城跡のイメー

ジでつくられたようです。３フロアーあり、非常に見ごたえのある博物館です。企画展も

充実しており、考古の専門館ですが、国立博物館に肩を並べるような活動をしています。 

 これは東莢
ト ン ネ

貝塚と呼ばれる遺跡です【図版２－９】。福泉洞古墳群の被葬者たちの暮らし

た生活遺跡のほうであり、これも国史跡に指定されています。こちらの集落遺跡の方は住

宅地に転じていて、広がりもよくわかりません。この史跡もわずかな面積が指定されてい

るにすぎません。このように、塀を囲って入り口に門があって看板が立っており、中は芝

張りという、韓国の史跡整備として一般的な姿です。 

 映像は以上ですが、三国時代の話をもう少しだけすると、５世紀まではこの福泉洞古墳

群のみであり、分布図に示したほかの古墳群は、福泉洞古墳群が衰退するのに交代するよ

うにして現れてくる中小の古墳群です。それからこの時期の山城についてです。三国期は

抗争を繰り返しているので驚くほどたくさんの山城が造られている時期です。しかし、釜

山で三国期にさかのぼる山城として確実視されているのは、地図の真ん中にある盃山の山

城だけです。内容はあまりよくわかっていないようです。 
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３ 統一新羅時代～高麗時代 
 

 次はその後の統一新羅から高麗時代です【資料 No.4】。新羅は７世紀後半に三国を統一し、

10 世紀前半に滅びます。中国のおよそ唐の時代、日本では飛鳥・奈良・平安前期の頃にあ

たります。新羅の都である慶州には、たくさんの寺院が造られていますが、釜山ではわず

かにひとつ。これが、地図のいちばん上のところにある梵魚
ポ モ サ

寺で【図版２－10】、現存も法

灯の続く寺院です。この寺は、７世紀後半、新羅華厳宗の開祖イサンの創建と伝えられて

います。しかし、いま見えている石塔は９世紀にさかのぼるものですが、寺伝のように７

世紀まで古くなるのかどうかは実際のところよくわからないようです。寺域の発掘調査も

ほとんどなされておりません。 

 ともかくこの寺は廃絶することなく、現在に至るまで禅宗の総本山として存続しており、

一大観光地になっております。わたしが訪れたのは秋の行楽シーズンであり、たくさんの

観光客であふれていました。最盛期には 360 棟の建物があったとされますが、秀吉の壬辰

倭乱ですべて焼失しました。この大雄殿と呼ばれる本殿の建物【図版２－11】も、そのあと

の 1614 年に再建されたものです。 

 次に高麗時代の遺跡です。まず役所の跡を取り上げます。【資料 No.4】の地図に三つの波

線で囲ったエリアを示しました。中央が古くからの中心地である東莢ですが、釜山の地域

は８世紀には東莢郡となります。これとは別に二つの属県があり、ひとつは東平県という

やや西南のエリアで、それと東の機張県で、これは山地を介して独立した地域です。 

 【資料 No.4―⑫】に東平県城跡の位置図と発掘調査時の写真を示しました。版築による

城壁が市街地の中に部分的に残っていたようですが、これも 1992 年に発掘調査され、ほ

ぼこれで城壁は消失してしまったようです。それに対して東の機張県の方は市街化してお

らず、山に寄せて造られた県城の城壁が、現在でも高まりとしてよく残っているようです。 

 それと、もうひとつ寺院を紹介します。地図の中央あたり萬徳寺跡を示しました。『高麗

史』という歴史書にしばしば名前の出てくる萬徳寺の跡とされています【資料 No.4－⑬】。

この寺院跡を釜山博物館が発掘調査を実施し、写真に示したように伽藍の遺構が良好に確

かめられ、10 世紀から 14 世紀の瓦や陶磁器類がたくさん出土しました。ただ、出土した

瓦に刻まれたヘラガキには別の寺院名が書かれてあり、現在では少し疑わしいということ

になっているようですが、そのあたりはよく理解できておりません。これが萬徳寺跡の現



  
 

―34― 

状です【図版２－12】。1990 年以降の大がかりな発掘にもとづき、一部建物の基壇などを仮

整備して看板を立てております。ただ、この場所には新興宗教かなにかの施設が張りつい

ており、整備・活用はこれからの課題のようです。 

 

 

４ 朝鮮時代 
 

 次に朝鮮時代の遺跡です。1392 年に李成桂によって建国されてから、大日本帝国が併合

するまでの時代です【資料 No.5】。高麗時代には日本と正式な国交はありませんでしたが、

11 世紀以降、商船の往来は活発でありました。そして 14 世紀、倭寇という海賊集団が朝

鮮半島湾岸の略奪を繰り返し、その撃退に活躍した李成桂が朝鮮を建てるわけです。日本

に通交と倭寇の禁止を求め、足利義満がこれに応じて国交が開かれます。これが 1407 年

のことです。これによって朝鮮は三つの港を開港し、そのうちの一つが釜山の港（富山浦）

であったわけです。これ以降、倭館と呼ばれる施設が作られ、釜山と日本との緊密な関係

が始まることになります。もう少し先の話をしておきますと、そのあと秀吉の壬辰倭乱を

経て中断しますが、家康が 1609 年に条約を結んで朝鮮との貿易が再開します。その段階

では、釜山の港が唯一の窓口になってくるわけです。 

 【資料 No.5】に朝鮮時代の遺跡を挙げていますが、ほとんどが城跡です。東莢には、古

くからの役所機能を備えた邑城がありました。倭寇が激しくなると、釜山は国防の最前線

として重要な位置を占めるようになります。そこで、釜山の港の奥まった地点に釜山鎮城

が造られます。釜山市内には城跡が 36 か所ありますが、その大半は朝鮮時代のものです。 

 まず東莢邑城の跡から見ていきます【図版２－13】。福泉洞古墳群を紹介しましたが、そ

の背後の丘陵尾根に沿って残る石垣です。これはかなり手を入れて修復しております。城

壁の位置については、【資料 No.5】の右下のところに拡大図を載せておきました。古いもの

は平野部にありましたが、壬申倭乱のあと、山を取り込み城壁をめぐらせた大規模なもの

に作り替えています。これも石が真新しく、石垣の修復が現在進行中のようであります【図

版２－14】。門や物見台の施設を復元しています【図版２－15】。これを見ていただくと、実

際に残っている昔の石垣は下から３段ぐらいのようで【図版２－16】、その上に真新しい切

石で石垣を修築しております。石の加工が整いすぎている点が気になります。 
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 日本でもそうですが、城というのは立体的なものでアピールしやすく、また町のシンボ

ル的な存在であるので、遺跡整備となるとまず手をつけることが多いように思います。東

莢邑城の復元にあたってどれくらい調査をし根拠を積み上げてやっているか確認できてい

ませんが、朝鮮時代の城については、世界遺産になっている水原のものが残っていますし、

参考資料はあるのだろうと思います。日本人としては、20 世紀まで存在していたこの城を、

破壊したことも踏まえておかなければなりません。 

 東莢邑城関係の建物は、ごく一部が残っているだけです。これはそのうちのひとつ、東

莢府東軒とよばれる役所の建物です【図版２－17】【図版２－18】。これは東莢の郷校です【図

版２－19】。この二つは元の位置に復元建物を建てているようですが、それ以外は移築され

た門などが五つくらいあるようです。当時をしのばせる建物が分散的にあちこちに残され

ているというのが現状です。 

 次に、壬申倭乱で秀吉軍が取り囲んだ釜山鎮とよばれる、湾のもっとも奥のところで海

に面して築かれた城です【図版２－20】。いま子城台公園となっている高台にありました。

当時の城の範囲が厳密にわかっているのかどうかわかりませんが、今は市街地が高台の際

まで迫り、そこにシンボル的に二つの門を再現し、高台の上にも建物一棟が復元されてい

ます。これが南の門です【図版２－21】。むしろよく残っているのは、同じ場所に建てられ

た、壬辰倭乱時に日本人が造った倭城の石垣です【図版２－22】。 

 次に、【資料No.5】に示したように、東側の水営江という川の入り口に左水営城跡という

のがあります。これは秀吉が攻め込んでくるかもしれないという時に、北にあった水軍の

拠点をここに移したものです。この城跡の現状も釜山鎮城と同じようなあり方です。こち

らも、やや高台であったところを取り込んで造られた城で、跡地は何となく城であった様

子がうかがえますが、すっかり公園となっております【図版２－23】。倭乱の際に殉死した

戦没者を祀る廟が建てられ、そうした空間として利用されており、城の遺構表示はあまり

ありません。シンボル的に門の一部が復元されている程度です【図版２－24】。その脇には、

ここで戦って死んだ将軍の石碑がならんでいます【図版２－25】。 

 次に金井山城
クムジョンサンソン

です。これは国史跡になっている朝鮮時代の山城です。標高 800ｍの山

頂を取り囲む城壁の長さは 17ｋｍ、韓国最大の城だそうです。この城は、1703 年、18 世

紀になってから、日本人の侵入に備えて築城したもので、広大な城を築き、必要があれば

住民も全員ここに逃げ込んで守るために築城されたと言われています。より古い時代から
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あったのではないかと言われていますが、はっきりしたことはわかりません。ここでも城

門を中心に整備がなされていますが、石垣は非常によく残っているようで、あまり後補材

を使うことなく、その上に門が復元されています。これは西門です【図版２－26】。これは

北門です【図版２－27】。ずっと石垣が続いていることが見ていただけると思います【図版

２－28】。こういうのが部分的に欠落している部分もありますが、17ｋｍにわたって残って

いるということです。この城は南北に長いのですが、中央が谷になっており、東西に横切

る道路が通っています。黒山羊の焼肉を食べさせる名所ということです。行楽シーズンで

あったので、観光客でごったがえしていました【図版２－29】。本格的に下から 800ｍ上が

ってくるハイカーも少なくないようですが、多くは車で上まで上がって、山の上をハイキ

ングしているようです。 

 倭城については、ほかにもいくつか見ましたが、あとひとつだけ紹介しておきます。釜

山には倭城が九つあるとのことですが、これは甑山の倭城と呼ばれているもので、石垣が

非常によく残っています【図版２－30】。毛利輝元が築城したものだと言われております。

これは天守閣なのでしょうか、いちばん高い所の石垣ですが、公園の展望台になっており、

階段が取り付けられてしまっています【図版２－31】。倭城については、文化財に指定され、

ガイドブックに載っているものもありますが、この甑山倭城は一般の観光案内には何もな

く、行って驚きました。また、現地にも倭城に関する看板はひとつもありませんでした。

倭城という性格から仕方がないところもありますが、この山城は釜山の倭城のなかでも拠

点的な重要な城であったようですし、釜山の市街を見下ろすことのできるロケーションも

よく、壬申倭乱の歴史を示す上で、非常に有効な素材となる城になるものではないかとい

う印象をもちました。 

 時間がありませんので省略しますが、【資料No.5】の地図に▲印で落としてあるのが燧台

です。資料に挙げているように、燧台の一部は、整備されたものもあります。 

 次に【資料 No.6】を見て下さい。釜山開港にともなって、日本との貿易・外交の場とな

った施設である倭館を取り上げます。まず、【資料 No.6－⑭】の地図でいうと、湾の奥にあ

る釜山鎮の脇に、富山浦の倭館というのが最初に設置されます。朝鮮時代前半期です。そ

れから壬辰倭乱を経て江戸時代になると、その南の豆毛浦
トゥモッポ

に倭館が移されます。これが手

狭だというので、1678 年、さらに南へ移されて、今の南浦洞の市街地の中心のところに

草 梁
チョリャン

倭館が新設され、これがずっと継続して使用されていくということになります。こ
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こは200年にわたって、対馬藩士や商人らが常時数百人は滞在していたと言われています。 
 豆毛浦の倭館については、まったくの市街地で跡地もわかりません。記念碑が建てられ

ています【図版２－32】。草梁倭館についても市街地のなかで、いま釜山タワーの建つ龍
ヨン

頭山
ドゥサン

を取り囲む 500ｍ四方もの広大な範囲でした。有名なチャガルチという水産市場であると

か、国際市場とよばれる繁華街がこのあたりで、百貨店や銀行、ホテルが建ちならぶ地域

です。街路の区画に当時の倭館の範囲がおよそたどることができますが、遺跡そのものは

まったくその下になっています。【資料No.7】の右下に２枚の倭館の絵図を載せておきまし

た。石垣を巡らした中に多数の施設があます。そういうものが、釜山の港の先端に置かれ

ていたわけです。 

 

 

５ 近代以降 
 

 釜山の歴史遺産はまだまだあります。その後の歴史に関しては、日本が不平等条約を押

しつけて釜山を開港させ、その後、日清・日露戦争を経て日韓併合に至るわけです。その

間、釜山は大陸侵略の起点となって、日本人が都市計画を強いて大改造をしていく、都市

にしていくというのがこの時期です。 

 2003 年、去年のことですが、釜山博物館の分館として近代歴史館がオープンしています

【図版２－33】。この建物そのものも東洋拓殖株式会社という当時の国策会社の建物です。

農場経営と移民事業、つまり朝鮮半島の農地を取り上げて日本人の入植者に売るというこ

とをしていた会社です。ここの博物館では、開港後の日本人の進出から日韓併合後の苦難、

さらに朝鮮戦争後の混乱やアメリカとの関係について展示してあります。とくに港湾の整

備や都市計画を推し進めていった過程が克明に展示してあります。 

 これは戦後、朝鮮戦争の時代に北軍に押されて、一時期釜山が３年間首都であったとき

に大統領官邸になって、李承晩が執務していた建物です【図版２－34】。これは 1983 年か

ら釜山市が臨時首都記念館として公開しています。最近では、手が加わって改造されてい

たものを、当時の状態に復元して展示施設としてさらに充実させています。 

 付け足しですが、釜山には国連軍の戦死者 2000 名を葬っている国連の墓地があります

【図版２－35】【図版２－36】。一人ひとりの石板があり、薔薇と柘植でしょうか、植え込み
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がならんでいます。 

 最後に【資料 No.8】を見ていただきながら話を聞いて下さい。今日話したような釜山の

歴史は、釜山博物館で通史的に展示を見ることができます。これは 1978 年に開館した、

かなり早い時期にできた博物館です【図版２－37】。これに対して福泉洞古墳の博物館が

1996 年、それから新石器時代の東三洞の展示館が 2002 年、近代歴史館は 2003 年という

形で、非常に近年になり充実してきています。本体の釜山博物館には学芸員が 10 人弱（歴

史系は６人）、福泉洞６人、東三洞２人、近代歴史館に３人配置しているとのことです。 

 それから考古から言わせていただくと、韓国は大学の博物館が緊急調査にあたってきた

ので、資料に写真を散りばめておきましたが、釜山大、東亜大、東義大、慶星大いずれも

博物館をもっており、市の博物館とともに博物館施設は充実しています。 

 
 

おわりに 
 
 以下、まとめではありませんが、感想をお話しして終わります。釜山では、単体として

も、群としても古い建物や町並みはあまり残っておりません。まず壬辰倭乱での破壊、日

帝による都市計画による大改造、朝鮮戦争の被害、それから 1953 年に大火災が起きてい

る。そういうことで古い建物はあまり残っていません。 

 市街化がどのように進んできたか、現在の 380 万人に至る人口増加の経過は未確認です

が、【資料No.6】を見ていただくと、下の右左に 1916 年と現在の同じ位置の同じ縮尺の地

図をならべています。1916 年は、草梁倭館の跡地にできた日本人の疎開地、この部分は市

街化しているが、ほとんどまだ山がちな自然地形が残っています。もう少しあとの時期で

12 万人くらいだったかと思います。それから 1970 年頃の写真を見ると、その段階でもま

だまだ市街化は進んでおらず、建物も平屋が多いように思います。急速に市街化していっ

たのは 1970 年代以降、とくに 80 年代以降の建物の高層化や市街地の拡大は、たいへんな

スピードであったのではないかと思われます。 

 市街地が急速に拡大する過程で、その下にはおそらくたくさんの遺跡もあったはずであ

りますが、十分な対応ができずに市街地化が進んでいったのでしょう。埋蔵文化財 69 か

所、年間の発掘件数はだいたい 30 件ということですが、非常に少ないように思います。

しかし、韓国の文化財保護法は次第に強化されてきているとのことで、事前の試掘や表面
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調査を義務づけるという制度的なものが整備されてきているようです。 

 経年的なデータによる裏づけはえていませんが、韓国では長らく大学や博物館が緊急調

査を担ってきましたが、発掘調査専門の公益法人ができて、次々に報告書が刊行されるよ

うになってきています。質には問題があるという話も聞きます。実際のところ労働力にな

っているのは大学院生で、普通は大学に来ずに、そこの研究員になってずっと発掘調査を

している。授業に週１回来るということのようです。まだまだ問題は少なくないようです

が、徐々に体制が整えられてきているところです。 

 それから、遺跡整備や活用という点は、近年めまぐるしく進展してきている印象を受け

ます。釜山でも近年、次々に新しい展示施設が開館していることを紹介しました。韓国を

まわっていますと、遺跡の脇に展示館を建設中であるとか、あるいはできたばかりという

施設がたくさんあります。かつて国策として、慶州を観光都市として遺跡を整備したり、

オリンピックに際して夢村土城を整備したという段階を経て、今は各地でそれぞれの地域

の歴史遺産の活用を、競い合いながら推し進めていると感じました。 

 課題としては、ざっと見てきたように、城や寺など市街地からはずれた地域の遺跡しか

よくわかっていないことです。この部分はこれからも残っていくのだろうと思いますし、

遺跡整備もそうしたものが主体になります。しかし、そういった城を造ったり、古墳を造

った人々の暮らした集落遺跡については、実際のところほとんどわかっていないというの

が実状です。とくに東莢地域は重要で、長い期間にわたっての遺跡が累積しているはずで

す。こうした市街地の部分について、いかに開発事業にともなって発掘調査を積み重ねて、

釜山の歴史を明らかにする上で重要な情報を集積していくか、これが地味ではありますが、

大きな課題ではないかと感じました。 

 

《附記》今回の報告にあたって、2004 年３月 29 日から５月７日までの大阪市立大学在外研究Ｄ項

による出張に加え、10 月 30 日から 11 月３日に改めてシンポジウム準備のために釜山を訪れた。 

 ２度の釜山訪問においては、釜山大学校人文大学考古学科の申敬澈先生、全玉年先生をはじめと

する釜山大学校博物館のみなさまに格別の便宜をはかっていただき、また羅東旭（釜山博物館）、朴

在赫・金泰煥（釜山広域市文化芸術課）、宋桂鉉・洪潽植（福泉博物館）、李海蓮（東三洞貝塚）の

各先生、また通訳をお願いした張允充（東亜大学）、遺跡見学に同行いただいた平郡達哉（釜山大学

校在学）の両氏に、たいへんお世話になりました。末尾ながら明記し謝意を表します。 
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