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1．セマウル運動と未発の「現在学」
戦後の韓国民俗学史において、1970年代の「セマウル（新しい村）運動」ほど大きな衝撃となった
ものはないだろう。朴正熙軍事政権によるこの近代化プロジェクトは、農村社会に構造変動をも
たらすに止まらず、そこで日常を営む農民の生活世界にまで多大な影響を及ぼしたからである。
これまで村を民俗の伝承母体として扱ってきた韓国の民俗学者にとって、その調査現場の構造変
動や住民の生活変化は、民俗学の有り様とこれからの研究実践を新たに問い直さねばならぬ深刻
な事態として迫ってきたはずである。1972年に韓国の民俗学会1が「第一回民俗学全国大会」を開
催し、そこで「民俗学の役割」や「文化財の保存と伝授」をテーマに白熱する議論を繰り広げたこと
もこのことと無関係ではなかろう。当時、民俗学会の会長として司会を務めた任東 權 は、その背
景と趣旨を次のように述べている。
今日、我が国の近代化作業が活発に進められる中で、長い間伝統とともに伝承されてきた
民俗資料が湮滅の危機に晒されております。中には、意図的に破壊され［ているものもあり］
、
現時点での民俗資料の保存は極めて危機的状況下にある故、この問題について民俗学会とし
ても然るべき発言が必要であります。…（中略）討論で指摘された問題点は学会の意見とし
て整理して文化財政策の行政資料として参考となるよう提出する予定であります［民俗学会編
1972：106. 引用文中
［］内は筆者注、下線引用者、以下同様］
。
下線部の「民俗資料の意図的な破壊」とは、朴政権が迷信打破を掲げ行政力を動員して全国各地
のチャンスンやソナンダン（訳注1）などを強圧的に毀損・撤去したことを指す。これらは60年代末の
「新生活運動」と70年代初頭の「セマウルづくり事業」を進める過程で行われたのであるが、これに
対して村民の反発や抵抗が頻発すると、内務部は急遽「チャンスン保護令」を発令し一転してチャ
ンスンの特別保護を指示した（資料1、2）。 また、ソナンダンに対しても「民族的団結を促進する
民俗として発展させ、国民総和の中枢とみなさねばならないという文化財専門委員の建議を受け
［当局が］慎重な検討」［東亞日報 1972年5月6日］を行うことになるが、既にソナンダンのような
村の守護神を祀る祭堂は
「全国で3分の2ほどが破壊」
［崔吉城 1974：40］
された状況にあった。
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資料1：
「チャンスン保護令」（『朝鮮日報』1972年4月28日）

資料2：
「チャンスン・ソナンダン保護令」（『東亞日報』1972年5月6日）

このように、「民俗資料の保存［が］極めて危機的状況下」で「民俗学の役割」を緊急議論しようと
いうのが、前述の討論会の趣旨である。要するに、民俗の価値や意義を再吟味し高めることによっ
て、民俗の救済と保存の必要性を説き、その討論の結果をまとめたものを「文化財政策の行政資
料として参考となるよう提出」しようというのである。この趣旨に沿ってか、討論会では基層の
民族文化論に基づく民俗の救済・保存論が中心となった。ただ、黃浿江と金泰坤だけは、そのよ
うな救済
「民俗学の役割」に異論を唱えている。その一節を取り上げると以下の通りである。
民俗が湮滅するという説は成り立ちません。民俗は、湮滅するのではなく、変化するので
す。したがって、変化の過程までをも対象とする時、民俗学は「現在の学」としての現在的且
つ現実的な広い土台を持ち得るのではないでしょうか。…（中略）民俗学は、民衆の生活その
ものを、民衆を取り巻く立体的な生活全てを指す文化を対象としなければならないと考えま
す。故に、民俗学は、まず過去の概念から果敢に脱皮あるいは修正する勇気を持たねばなら
ず…（中略）民衆についてのより積極的な研究が為されねばならないと考えるのであります
［民
俗学会編 1972：109-110］
。
上掲下線部からわかるように、民俗学はいわゆる「湮滅」のナラティブと過去の残存文化研究か
ら、「民衆の生活そのもの」を探究する「現在学」へ「果敢に脱皮」すべきであると言うのである。こ
のような金の主張は、70年代前半の韓国民俗学の方法論に関する一連の学術会議でも繰り返され
ており2、その学史的意義については拙稿［南根祐 2003］を参照されたい。ここで注目しなければ
ならないのは、彼が強調した「現在学」の具現如何である。結論から言えば、内観的アプローチを
通した民衆の実生活探究への方法論転換を促したにも拘らず、当時の韓国民俗学はセマウル運動
の波に飲み込まれた 村 共同体とその構成員の「現実的な」生活には関心を向けることはなかった。
問題のチャンスン祭やソナンダン祭祀、あるいは巫俗信仰（シャーマニズム）などを「民俗文化財」
や「伝統文化」として本質化させることで、近代に対抗するナショナリズムの橋頭堡として原型的
民族文化の収集と保存に専念するのみで、目前の
「新村づくり」
とそれに伴う日常の生活変化には、
結局目をやることはなかった。
その結果、農村生活者がセマウル運動という急激な社会変動過程をどのように「主体的に」経験
したのか、そしてその強圧的な国家動員体制によって農村社会の権力と社会関係がどのように再
編され、また住民の衣食住をはじめとする生業、儀礼、慣行などの日常の「立体的生活」がどのよ
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うに変貌していったのかなど、これらへの問いや研究実践が伴わなかったことで、民俗学は農
村社会での近代化過程を微視的に掘り下げる貴重な機会を自ら放棄してしまった。韓国民俗学
が直面している昨今の危機は、現にこの「主体なき民俗研究」が招いた部分が少なくない［南根祐
2013：195-199］。遅ればせながら、この未発の「現在学」を志向するセマウル運動の研究実践が
必要な所以である。
よって、本稿ではセマウル運動の日常と生活領域を考察した最近の研究、具体的には歴史学の
民衆史や日常史研究、さらには日常生活の社会学などにおける新たな研究成果を取り上げたいと
思う。これらは、セマウル運動という日常の動員と生活の支配に対する村の生活者が見せた多様
な反応と抵抗を対象化しており、民俗学の日常研究にとって一つの他山の石として捉えることが
できるからである。
以下、日本と中国の読者の理解のため、まずセマウル運動の背景とその展開を概観したい。つ
づいて、セマウル運動の主力事業であった農村の住宅改良と「統一稲」の増産、
「家庭儀礼準則」の
施行、さらにこれらに伴って生じた生活変化に関する研究成果を考察したい。最後に、これら三
点を踏まえて結論に代え、民俗学的日常研究の可能性について考えてみたい。

2．セマウル運動の背景とその展開
1961年5月16日、軍事クーデターによって政権を握った朴正煕は、
「祖国近代化」という幟の下
で輸出主導型工業化政策を猪突的に押し進めた。この工業立国の不均衡な成長戦略は、必然的に
農村の疎外と疲弊となって現れた。現に、農民層の相対的な剥奪感と挫折感が溜まった結果、60
年代後半には「離村向都」の脱農が急増し、その影響は従来の「与村野都（与党推しの村民、野党推
しの都市民）」であった有権者の投票性向にも変化をもたらした。1971年の総選挙がこのことを如
実に語っている。与党の共和党に対し農村地域の支持率が大幅に下落したのである。ただでさえ
直前に実施された大統領選挙で金大中の大躍進に危機感を募らせていた朴だったので、与党の得
票数の急落は深刻な政治的窮地として捉えられた。
このような危機意識は、翌年1972年の「10月維新」
の断行という超憲法的非常措置と独裁体制の
構築へとつながった。その過程で、都
市の知識人や野党を中心とした強力な
反対勢力の抵抗に直面した朴政権は、
直接大衆に訴えかけるか、大衆を動員
する方法で抵抗勢力を弱体化し、長期
執権のための維新体制の正当化と自身
の支持基盤の拡大を図った［朴珍道・韓
道 鉉 1999：43-46］
。セマウル運動と
は、このような政治社会的な目的の下
で繰り広げられたのであり、それは農
村を強固な政治的基盤として再建し、
都市の抵抗勢力を封じ込めるため［高源

写真1：慶尚北道清道郡新道1里の入口にある新巨駅の広
場に建てられた朴正煕銅像（1969年8月4日、朴正煕は慶尚南
道水害地域の視察のため、専用列車で京釜線を通過している途
中、清々しい村の姿と堤防復旧のため汗を流す住民を目にし、こ

2006a：186-187］
の農村社会開発且つヘ

の駅に立ち寄ったとされる。駅舎の右方には、当時の朴正煕一行

ゲモニー的統治戦略であった。

が乗車していた列車の模型が展示されている。2017年10月撮影）
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セマウル運動は、農村の「セマウルづ
くり事業」が皮切りとされる。この事業
は、1970年4月に寒害対策のため開かれ
た全国地方長官会議で、朴が提唱しス
タートした。当時、共和党の財政委員
長であり雙 龍セメントの代表であった
金 成坤が、セメント業界の不況を訴え
政府の支援を願い出ると、朴はセメン
トの過剰在庫解消のための法整備を指
示した［李桓炳 2012：98-101］。そして
同年秋、内務部は約三万五千に及ぶ全
国の行政区域の村すべてに、セメント
335袋を無償で配布した。ただ、このセ

写真2：新巨駅舎の内部
（翌年の4月22日、朴正煕は寒害対策の地方長官会議で「慶尚北
道清道を一度御覧なさい。同じ農村なのになぜこうも違うのかを。」
「全国の農村が新道1里のようになればいい」と言い、セマウル運
動を提唱したとされる。2017年10月撮影）

メントの使用には条件があり、村の共
同事業にのみ使用が許可された。例えば村内道路の拡張、村内河川の整備、共同井戸の設置、共
同洗濯場の設置など、「10大事業」内容を提示しながら、その村の状況に適したものを選ぶよう、
住民の「自律的な」
決定を促した。
この10大事業は、実際農村の住民が日頃から希望していた内容であったため、
「セマウルづく
り事業」は多くの反響を呼び、約1万6000の村で期待以上の成果をあげた。この結果から、内務部
はその翌年に第二次事業として、「優秀 村 」にはセメント500袋と鉄筋1トンを「基本資材」として
提供した。そしてそのような下地ができると、
村の環境改善に限られていた
「セマウルづくり事業」
は、農村の所得増加と農民の精神啓発を含める
「セマウル運動」
へと方向を転換しはじめた。
1972年には、その推進機構として内務部長官と関連部署の次官で構成された「セマウル運動中
央協議会」が設置された。その下に、各道、市、郡、面という行政区分にまで、道知事と郡守、
面長をそれぞれ委員長とする「セマウル推進協議会」が置かれ、各村々でも「マウル開発委員会」が
構成され、セマウル指導者を支えた。そうやってセマウル運動は、中央から地方行政を経て末端
の村へと繋がるピラミッド型の位階的推進体制を構築した。同時に、全国すべての村に対し、住
民の参加や事業実績をもとに「基礎マウル」
「自助マウル」
「自立マウル」と三つのレベルに分けて
評価し、支援策や昇級制度で村々の競争意識を起こさせた。朴政権の目的は、最終的にすべての
村を「自立マウル」
にすることであり、1971年から73年までを
「基盤造成段階」
、74年から76年を
「生
産基盤施設拡充段階」、77年から81年を「所得基盤完備段階」として設定し、
「勤勉・自助・協同」
という「セマウル精神」の全国民化と全村落
の「自立マウル」化を推進した［새마을研究
会編 1980：205-237］。
このようにセマウル運動は、初期には農
村が切望していた事業に重点を置きながら
農民の自発的参加を促す形で展開された
が、1972年10月に確立された維新体制に
よって、次第に政治色の強い国民運動へと
写真3：新道1里の「セマウル運動テーマパーク」に建立さ

その姿を変えていった。1973年の11月に開

れた
「セマウル運動発祥地記念館」（2017年10月撮影）

かれた第一次全国セマウル指導者大会で朴
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が発した一言「セマウル運動が10月維新であり、10
月維新がセマウル運動だ」に、それは凝縮されてい
る。結果的に、セマウル運動は官主導の政治的性格
が強く表れていたため、事業を断行するほど初期の
活気は失われていき、70年代の後半には高圧的に
進める事業に農民の不満が高まり、批判の声が次第
に激しくなっていった。その後、1979年10月に朴
が銃弾に倒れると維新体制も終焉を迎え、セマウル
運動は急激にその推進力を失ってしまった。

写真4：セマウル運動発祥地記念館の二階に
掲げられている朴正煕の揮毫（2017年10月撮影）

3．住宅改良事業と生活環境の変化
1970年代のセマウル運動が韓国の農村社会に与えた影響を、すべてここに網羅することはでき
ない。「セマウル運動でないものはない」と言いきれるほど、日常生活のすべてにおいて「セマウ
ルづくり」一色の時代だった。毎朝、起床を促す鐘の音とともに全国すべての村で流れる「セマウ
ル歌」がその象徴だといえる。朴が作詞したこの運動歌には、
「藁葺き屋根の家も取り払い、田舎
道も広げ」という歌詞が見えるが、それからもわかるようにセマウル運動の初期事業は村の環境
改善に重きを置いていた。例えば、村の路地や農道
の拡張、小河川と下水溝の整備、共同堆肥場の設置、
マウル林藪の造林、住宅改良、電気の普及と簡易給
水施設の設置、集落構造改善事業などが挙げられる。
中でも、農村の風景と住生活を一新させた住宅改
良事業に焦点を当てると、事業が二つの段階を経て
浸透していったことが理解できる。一つは、70年代
前半の「藁葺き屋根の家」の部分改良であり、もう一
つは70年代中・後半に進められた都市型洋風家屋の
建築である。まず、前者は屋根と台所の改修が対象
であったが、紙面の制約上、屋根のケースのみ述べ
ることにする。事業は、藁で覆われた在来の屋根を、
スレートやトタン、あるいは瓦に替えることが主な

資料3：藁葺き屋根の改良作業（全 羅北 道
扶 安1972年 ） 国 家 記 録 院（http://www.
archives.go.kr）
より転載

内容だった。藁の葺き替えにかかる労働力や費用を
節減でき、藁自体を、縄などの藁細工の材料や燃料、
堆肥などに有効活用できるという理由だった。しか
し農家においては、高額な設置費用のため、簡単に
受け入れることはできなかった。そこで政府は、若
干の金融支援と強い行政力を持って屋根の改良事業
に踏み切った。その結果、72年から78年まで屋根の
改良に至った家は計260万棟に達し、全国各地に存
在した
「藁葺き屋根の家」は、その姿を消すこととなっ

資料4：スレート屋根（『ニュシス』2011年5月25

た。
「貧しく落ちぶれた農村」を「豊かな経済と近代化

日「スレート屋根建築物」記事より転載）
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された農村」へと変貌させた先導的事業として［새마을
研究会編 1980：483-485］、朴政権がその可視的効果を
狙ったことは言うまでもないだろう。
では、それに対し村の住民の反応は如何なものであっ
たのだろうか。「日常生活の視角」からこの問いにアプ
ローチした李昇勳の研究が興味深い。彼によれば、初期
には屋根の改良の必要性を固辞する住民が多かったが、
実際「してみたら見栄えがいいね」と次第にその気持に
変化が見られていった。もちろん、その過程の中で不平
不満や批判が生じなかったわけではない。それは事業自

写真5：左側後方の瓦屋根と右側前方のト

体の根本的な意味に対する抵抗ではなく、進めていく上

タン屋根（全羅北道淳 昌2017年6月撮影）

での強制的な態度や、住宅資材の不良、不誠実な工事、
「取り立ててする必要のなかった」屋根の改修にかかる経済的負担、
「冬に寒く夏に暑い」スレート
やトタン屋根に対する反感などであった［李昇勳 2006：244-247］
。特に、地元の役人が実績を増
やすため、勝手に屋根に上がりバールで叩き壊すなど、手段と方法を選ばず強行する態度への反
感は常であった［李桓炳 2011：192-194］。
次に、農村住宅の根本的な改善を目標にした、1976年
から79年まで都市型洋風家屋の建設推進について見てみ
よう。政府が提供したいくつかの標準設計図をもとに、
所謂「文化住宅」が4年の間に計18万5千棟建てられた。こ
の件数は、当時農村の住宅全体の約7%に過ぎなかった
が、そこに使用された「標準住宅の平面図」は、80年代
以降の「改良型平面図」のベースとなり、今日存在する農
村住宅の姿を確立させるほど影響力の大きなものであっ
写真6：改良型平面図による1980年代の
農村住宅（全羅北道淳昌 2017年6月撮影）

た。李は、在来式住宅から文化住宅への変化を、次の三
点でまとめている。まず、在来の部屋が横一列に連なる
形から二列に広がった家へと、家の形態の変化、伝統的
座式スタイルから部分的立式スタイルへと生活スタイル

の変化、そして、板の間が内部空間化し、各部屋へつながる媒介空間となった役割の変化である。
これらの変化は、典型的な都市型住宅への変化として、そのまま置き換えることができる［李昇
勳 2006：247-250］
。
しかし、この新しい農村住宅改良事業の推
進成果は、政策面で見ると十分ではなかった。
農民の意識改革、所得増大、都市部と農村部
の格差解消、離農の抑制などの政策目標があ
まり達成されなかったからである。何より、
農村の暮らしや生活方式に合わない都市型文
化住宅への不平不満も少なくなかった。しか
し、そのような状況にもかかわらず、李のイ
ンタビューを受けた人びとのほとんどは、こ
の事業をほぼ成功したものと評価していた。
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李は、村の住民がこの事業を受け入れた意味を、政策的目標などではない、
「都市の暮らし」へ憧
れる農民の「誇示的効果」に見出していた。即ち、それは近代化過程で排除された農民の疎外感、
そこから生まれた都市への憧憬と劣等感、都市型文化住宅の所有という象徴的イメージで克服し
ようとする欲求が、意識の底に存在しているという。近年、農村で増加している「田の畦・畑の
畦アパート」［南根祐 2015：255］も、その延長線上にあると理解できるように、文化住宅の所有
という主観的達成感が、農村住宅改良事業を成功と認識する主要因であると李は説いている［李
昇勳 2006：256-261］
。

4．
「統一稲」
の記憶と受容の地域差
70年代、セマウル運動は「裕福な暮らし運動」と銘打たれるようになっていた。先に取り上げた
セマウル運動歌にも「所得増大精出し、富者村つくろう」
という文句がある。実際この
「富者マウル」
を目指し、所得増大事業が多種多様に展開されるのだが、その代表的なものに「統一稲」の増産計
画がある。
「統一稲」とは、農学者許文會が、フィリピンの国際稲作研究所で生み出した新品種の
稲「統一（IR667）」とその後裔を指す。それは、インディカ米系の高収量品種を韓国の風土に合う
ように開発したもので、それまで韓国で栽培していた品種よりはるかに多い収量が可能となり、
一時
「奇跡の種籾」と呼ばれた。
朴政権は、1971年から政府組織を総動員し、その普及と増産を加速させた。その結果、統一稲
の栽培は年々急増し、1978年には農地全体の76%を占めた［韓国農村経済研究院編 1989：431］
。
もちろん、全国の米生産量も飛躍的に伸び、1976年の秋には維新政府が自給自足宣言を発表した。
「緑の革命成功」という慶事の効果であろうか、翌年には14年ぶりに米マッコルリの製造も許可を
出した（訳注2）。しかし統一稲はインディカ米の特性があったので、元来ジャポニカ系の粘り気のあ
る米を好んできた韓国の消費者には受け入れられなかった。何より、その米は不味かったのであ
る。商品として人気がないので、当然統一稲の市場価格は低く栽培を避ける農家も多かった。こ
の状況に政府は、二重穀価制度（訳注3）や秋穀買入制度で対処しながら統一稲中心の増産政策を強く
押し通した。しかし、1978年から1980年まで稲熱病の蔓延と冷害で甚大な被害が続き、農家は
統一稲を強制的に生産させる政府の方針に正面から反発しはじめた。その結果、維新体制を引き
継いだ 全 斗 煥 新軍事政権は、政治的損失を
考慮し、統一稲増産政策を手放すほかなかっ
た。政府の圧力と後援を失った統一稲の栽培
面積は半分以下となり、1992年秋穀買入制度
の中断とともに、統一稲は完全にその姿を消
してしまった［金兌豪 2009］
。
このように統一稲の短くも強烈な盛衰、そ
してそれに纏わる多くの事件や話は、40年以
上経った今でも韓国人の脳裏には鮮明に残っ
ている。少なくとも50代以上の地方出身者に
とって、その増産体制に振り回された、喜怒
哀楽を伴う多様な経験の記憶は、決して忘れ

資料5：
「前倒しの 米自給 に高らかに響く豊年歌 史上

られるものではないだろう。その「統一稲物

最高3,242万俵」（『京郷新聞』1975年11月12日）
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語」を大雑把に纏めると、維新時代に対する
政治的な立場によって次の二つに大別する
ことができよう。一つは、
「麦の峠（春の端
境期）訳注4」の飢餓を解決する「緑の革命」の成
功神話であり、もう一つは、維新政権が押
し通した強圧的農政の弊害として記憶され
ているナラティブである。
しかし、金 兌豪の最近の研究では、この
両者とも見逃している点が一つある。統一
稲が、韓国中部地方ではついに定着できな
かったのに対し、南部地方ではとても早い
スピードで受け入れられ、80年代の後半に
おいてもまだ相当な規模（稲栽培面積全体の

資料6：
「緑色革命の中核種籾改良12年 奇跡の
『統一』
からため息の『魯豊（新種の稲の名）』
まで」（『東亞日報』
1978年9月11日）

20 〜 30%）の生産があったということである。これは、前に述べた二つのナラティブ、そのどち
らを用いても十分な説明に至ることができない事実である。金は統一稲の受容におけるこの地域
差に注目し、
「統一稲物語」がその後の韓国社会にどのような影響を与えたのかを考察している。
要約すると以下のとおりである。
統一稲は、南部地方では圧倒的に優占種であったが、中部地方では全国的な全盛期だった70年
代後半の2 〜 3年を除いては、ジャポニカ系の代表である「アキバリ（秋晴）
」に比べ、明らかに劣
勢であった。この地域差はなぜ生じたのだろうか。まず、統一稲はインディカ系の亜熱帯で育つ
性質であり、この稲を季節によって冷え込みの激しい気候となる韓国で栽培するとなると、「保
温苗代」をはじめ多くの技術と労力が必要となった。相対的に春と秋の気温が高い南部地方は、
それほど問題なく統一稲を定着させることができたが、中部地方の普及はスムーズにはいかな
かった。
このような生態環境的な要因とともに重要なのは、経済地理的要因である。先に言及したよう
に、韓国の消費者に統一稲は好まれず、ゆえにその米である「統一米」は、市場でジャポニカ系の
米、通称「一般米」に比べ明らかに低価格で取引されていた。このように市場で統一稲を忌避する
事態に、政府は統一稲の栽培につながるよう秋穀買入制度を導入した。秋の穀物を仕入れる際は、
何よりまず統一稲を買い入れるようにし、等級も上げるなど、いろいろな優遇措置をとったので
ある。その結果、1970年代の中・後半の秋穀買入は統一稲で占められた。これは、農家が国家相
手に統一稲の契約栽培をすることと変わらなかった。
しかし、このような契約栽培をすべての農家が歓迎していたわけではない。秋穀買入ではなく
他の販路を確保できるのであれば、無理に政府の秋穀買入に縛られる必要はなかったからである。
例えば、南部の湖南地方のような穀倉地帯の場合、大きな消費市場が周辺に無く、また日本の植
民地統治期より米の品質が低く評価されてきたため、遠くの市場を探すよりも、近くで各種優待
措置を受けられる国家の行政機構に依存するほうが合理的な選択といえた。それに対し、中部の
京畿地域の場合、ソウルという最も大きな消費市場に隣接しており、すでに高級米の産地として
名を馳せていたため、
「統一稲」を推し「一般米」を抑制する政府よりも、
「アキバリ」に高い値をつ
ける民間の卸商と取引きするほうがメリットとして大きかった。特に、経済成長とともに高級米
の需要が急増した70年代末には、一部の大都市の米卸商が「立稲先売訳注5」などを通じ、政府の秋
穀買入より有利な条件でアキバリへと意識を向けさせた。中部地方で統一稲が定着しなかった背
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景には、このような経済地理的な要因が大きかったと考えられる。
ところで、統一稲の受容における地域差は、その記憶に対しても違いを残していく。京畿道の
場合、一言で「統一稲に苦しめられたが、結果生き残って隆盛を極めたアキバリ」という記憶であ
る。その記憶が、消費者の手に取る米の選択にも大きな影響を及ぼした。例えば80年代には、所
得水準の上がった大都市の消費者を中心に、一般米への需要が爆発的に伸びた。その一般米の頂
点は、当然アキバリであった。アキバリは、先に述べたように特に京畿道で広く栽培されていた
ので、以来消費者が「一般米」を嗜好する熱い視線は、自ずと京畿米に向けられるようになったの
である。
興味深いのは、この「京畿米熱風」が、80年代当時、アキバリという品種が他種より秀でていた
という結果から起こったのではないという点である。それは、近い過去の記憶と遠い過去の話が
混ざり合い生み出された、意外な結果だった。ここでいう「近い過去の記憶」とは、強圧的に進め
られた統一稲の増産体制と、それに勝ち残ったアキバリの存在に関連する。政府のあらゆる弾圧
にも屈せず、農家がアキバリを植え続けたという話は、消費者にとってアキバリの優秀さを保証
する勲章のようなものだった。そこへ、遠い過去の記録に残る京畿道利川・驪州産の王室献上米
であった「紫彩米」の歴史が重なり、アキバリは「王様に献上した京畿米」という名で急速に広まっ
ていった。1995年に韓国初の市場に出たブランド米は、
「王様の米」というラベルが貼られた京畿
道利川産のアキバリだったが、それは決して偶然の産物ではない。現在も、アキバリとその改良
種である
「新秋晴」
は、韓国で最も人気のある品種のひとつである。
一方、京畿米旋風が強くなるほど、湖南米の人気は下降していった。統一稲が退いた後も、都
市消費者が抱く「湖南米は統一米」というイメージは消えず、その流れで湖南産の米の評価も落ち
てしまうという、理不尽な痛手を受けなければならなかった。実は、強圧的農政が撤廃された80
年代以降、湖南は京畿道の次にアキバリを生産する地域でもあった。しかし、湖南米への偏見で、
湖南産アキバリはその種に見合う正当な価格をつけることができなかった。湖南の農家が90年代
初期まで統一稲を植え続けた理由は、このような湖南地域版「統一稲の記憶」を踏まえてはじめて
本当の理解に至る。要するに、統一稲は南部の湖南穀倉地帯で高収量の生産が実現できたが、湖
南という土地は地理的に首都ソウルから遠く離れているだけでなく、市場も朝鮮総督府が主導し
た産米増殖計画の時代からずっと湖南米の価値を認めることはなかった。したがって、湖南の農
家は、市場よりも秋穀買入という安定的な政府の方針に頼らざるをえなかった。その結果、「湖
南米＝統一米」
という偏見と制約を生んでしまったのである。
さらには、米の市場が品種よりブランド中心に再編されている現在、そのブランド化の方向は
湖南米、京畿米それぞれ違う立場で反映されている。まず、前者の場合、湖南産であることを前
面に出すことはあまりない。産地に関する情報はできるだけ避け、
「最果ての村」など産地の特徴
を浪漫的に表現することが多い。あるいは「ひとめぼれ」のように、日本ですでに成功した品種を
取り入れ、産地ではなく品種を前面に出しブランド化を図るケースもある。湖南産ブランド米の
中で高値が定着した「ひと目で惚れた米」がその良い例である。反面、後者の京畿米の場合は、ブ
ランド品種を取り入れても京畿道産であることが強調される。例えば2007年に発売された「農心
コシヒカリご飯」は、レトルトパック市場で出遅れた感があったが、それを挽回するため「京畿道
産コシヒカリ米」と、
「京畿道」を前面に押し出し勝負に出た。以降、広告の論難があったにも拘
らず、この製品は「王様献上米の本場、京畿道」と「日本最高のコシヒカリ」という二つのブランド
力で、市場での大成功を収めた。
このように、
「統一稲物語」は維新政府の農政に対する評価に留まる問題ではない。統一稲が退
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場してから半世紀が過ぎた今日でも、都市の消費者が持っている米に対する好みの起源を辿って
いくと、それが米の増産体制への動員と記憶に結びついていることが分かる。統一稲の記憶は、
過去の歴史に対する政治的立場を構成する材料としてだけでなく、今日の日常生活にも直・間接
的な影響を与えている「生きている物語」
なのである
［金兌豪 2016］。

5．家庭儀礼の再編と亀裂
1970年の「セマウルづくり事業」から始まったセマウル運動は、1972年の維新体制成立後、次
の三大事業を中心に本格的に進められた。即ち、農村における①環境改善事業、②所得増大事業、
そして③農民の精神啓発事業である。前述の住宅改良と統一稲の増産は、それぞれ①と②の代表
的な政策であり、両者共に農村の生活変化に大きな可視的成果を収めた事業として評価されてい
る。今日に至っても、まだ多くの韓国人にセマウル運動が「朴正煕シンドローム」
［丁海龜 1998：
60-70］とともに成功した「神話」として認識されているのは3、特にこの二つの事業に対する強烈
な経験と鮮明な記憶によるものと言える。この二つの事業を強圧的に推進することによって、農
村の「落後した藁葺き屋根」と「麦の峠の飢餓」がなくなったのは否定できない事実であるからであ
る。
一方、③と関連して取り上げたいのは「家庭儀礼準則」のことである。
「家庭儀礼」とは、文字通
り家庭で執り行う儀礼、所謂「冠婚葬祭」を指す。特に「婚葬祭」三儀礼の手順の簡素化と虚礼虚飾
の一掃を目的としており、1969年にその基準や形式などを法律で規定し頒布したものが「家庭儀
礼準則」である。この「準則」の規範的統制と法的強制による「家庭儀礼」の再編に関しては、これ
まで多くの研究成果が蓄積されている。例えば、政策論の観点からは家庭儀礼の実態とその問題
点や改善方法などの提示、文化論の観点からは「準則」が志向する社会文化的特徴や意味体系の分
析、そしてそこに起因した家庭儀礼と社会意識の変化を追究した研究成果などである。後者は、
大抵の場合、伝統と近代の対立、即ち伝統的な儀礼伝承と国家による法的統制との間に生じる葛
藤という構図からのアプローチが一般的であった［金時德 2001、呉在煥 2001、都民宰 2002］。
反面、高源の場合、伝統と近代の対立のみならず、近代的なものの内部から生じた衝突を対象化
している。特に、家庭儀礼準則についての多様な社会的反応を分析しており［高源 2006b］
、注目
に値する。
彼の研究によると、まず有識者の場合、個人的な家庭儀礼の「準則」制定に対し批判的視点や反
感が多かった。当時、朴正煕が三選改憲で長期執権を推し進めた「危機」的状況であり、私生活の
干渉や侵害の危険性が高い
「準則」への警戒心が増幅した結果とみえる。このような雰囲気の中で、
家庭儀礼準則を「法令」とするのか、
「準則」とするのかを巡り与党共和党の政策審議会でも議論に
なったが、結局少壮派議員たちの反発から「準則」を実定法として規定はするが処罰条項は盛り込
まない方針で一旦折衷的な処理を行うことになった。
次に、農民をはじめとする一般庶民の場合、旧来の冠婚葬祭の慣行を仕方なく継続していても、
それを改善すべき必要性については共感する雰囲気が強かった。当時、庶民大衆は家庭儀礼の経
済的負担を大きく感じているだけでなく、産業化や都市化の流れの中で既に伝統的な生活状態か
ら脱皮しつつあったからである。家庭儀礼準則の社会的影響力がヘゲモニー的優位を占有するこ
とのできた背景はここにあると言える故、問題は急速な産業化過程で胚胎された「新式虚礼」で
あった。社会の「指導層がきちんと守らない家庭儀礼」
［
『朝鮮日報』1969年4月18日］
、
「指導層に
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強調せねばならない家庭儀礼準則」［
『朝鮮日報』1973年6月18日］といった新聞記事から推察でき
るように、伝統的な前近代性の遺習による虚礼虚飾の風潮は減少する一方で、産業化で成長した
新たな上位階層が主導する誇示的消費の虚礼虚飾が社会問題として台頭したのである。1973年の
維新体制成立直後、家庭儀礼準則と関連法の改定が成されたのもそれらと無関係ではなかろう。
新たに改定された家庭儀礼に関する法律と準則では、虚礼虚飾の禁止事項を強化し、違反する
場合は強制的処罰条項を導入したことが最大の変化であった。このように、朴政権が家庭儀礼準
則を改定し強化した背景にそれらがきちんと守られていないという理由があったのは勿論である
が、主だった理由は先述したように上位階層の誇示消費欲による逸脱行為であった。にもかかわ
らず、この誇示消費風潮を厳重処断する水準を越えて一般庶民の生活にまで直接強制力の執行範
囲を拡張したのは何故なのか。それは結局、上流階層の虚礼虚飾に対する社会的反感を梃子とし
て家庭儀礼準則という大衆の統制手段を強化させ、社会を規律するためであった。維新体制の永
久執権構築のための社会の抑圧強化に他ならなかったのである。
しかし、強制力を装備したこの新たな家庭儀礼準則は、その後施行過程で実効性を獲ることが
できなかった。家庭儀礼に関する法律の強制的処罰条項は、巧妙な便法で無力化されるのが通例
であったからだ。例えば、結婚式の招待状や葬式の案内状のような印刷物による個別通知の禁止
は、親密な語調の文体、つまり「自律的書簡」
や口頭連絡、電話通知、新聞の訃報欄などの利用によっ
て全く実効性のない規定となってしまった。
結果的に、印刷物による個別通知とほぼ同様の慣行が続いた。さらに問題となったのは、政府
が提示した家庭儀礼準則の違反基準に不合理なものが多かった点である。仮に家庭儀礼準則の強
制規定をそのまま適用した場合、真冬に都市から遠方の田舎まで苦労して弔問に訪れた人に簡素
な食事すらもてなすことができなかった。農村の人情からすれば、この強制規定に違反せざるを
得ないのが道理であり人の情であった。結果的に、家庭儀礼準則の強制は一般庶民とのあいだに
不要な摩擦と葛藤だけを誘発した。よって、その施行過程で違反事例の摘発は多かったが、実際
に処罰されたケースは稀有であった。朴政権が虚礼虚飾排撃を名分として社会を規制しようとし
た目的は、現実的には殆ど貫徹させることはなかった。
実際に、社会の不条理の温床となったのは、改定法律で規定した禁止条項ではなく、その禁止
規定を受けない新たな誇示消費の風潮であった。例えば、1970年代に高級ホテルでの豪華な婚礼
式場を利用した結婚式が批判の俎上に載り、億の桁を超える土地と自家用車、マンションなど豪
華な婚礼品が行き交う結婚風潮が上流層を中心に蔓延し、次第に下の階層へと拡散していった。
結婚が公然と資産取引の手段となり、職業的仲人の登場もこの頃のことであった。また豪華版墓
地の登場が社会問題となったが、甚だしきに至っては墓の中に特殊冷凍施設を設置するに至った。
反面、祭祀の類は社会階層の上下を問わず簡素化されたが、この類の儀礼には誇示誘因がなかっ
たので、時代の趨勢に合わせ簡便な形式に流れていったものと思われる。
このような時代状況の中で上位階層の誇示消費風潮はさらに拡散し、庶民層にまで広がって
いった。庶民層は、上位階層の消費行動と誇示的振る舞いに対して一方では違和感や拒否感を見
せながらも、他方では羨望や体面意識から彼らの文化を模倣しようとした。上位階層の消費風潮
が、所謂「象徴資本」として社会的影響力を拡張させていったのである。その過程において、上位
階層に属する人々は家庭儀礼の法律と準則が有する不合理と盲点を理由に、伝統と慣習を法令で
縛る行為の不当性を訴え、朴政権の家庭儀礼準則の無力化を推し進めたと言える。当時、家庭儀
礼準則が充分に実践されなかった状況の要因や背景を不思議なほどにまで伝統との葛藤から見出
そうとする傾向が強かったのであるが、そのような社会言説の過剰な流布様相が、そのことを裏
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付けていると言えよう。
以上を整理すると、朴政権が虚礼虚飾一掃を掲げて1969年に導入した家庭儀礼準則は、韓国
社会でその当時まで伝承されてきた伝統的家庭儀礼の風俗を西洋式の新式家庭儀礼として変化さ
せる契機となった。この家庭儀礼準則は、国民の私生活の領域に深く介入し、家庭の日常的儀礼
を統制しようとする国家主義の試みであったにも拘らず、初期には一般の庶民大衆から一定の共
感と反応を獲得できた。しかし、この準則を通した社会統制は、やがて庶民の素朴な生活様式と
の葛藤、そして上位階層の資本主義的誇示消費欲求による逸脱という二重の抵抗の中で失速して
いった。特に産業化によって成長した上位階層は、維新政府と一般大衆の葛藤を利用しながら
政権の社会統制を無力化し、所謂「区別付け（distinction）
」を通して階級上昇への期待感や上層階
級文化への同化の表現として家庭儀礼を再構成する象徴資本を構築していったと見える。結果的
に、家庭儀礼準則は伝統的な婚葬祭礼文化を解体し、近代的日常性を構成することには成功した
が、同時に近代性内部の新たな競争者によって相当な変容を経ることとなった。このような家庭
儀礼準則の展開過程は、庶民である大衆の耐乏と勤勉を基盤に圧縮成長の近代化を成し遂げた発
展国家が自ら胚胎し育成した階級集団によって歪められるというアイロニーを呈していると言え
よう。また、80年代以降、発展主義国家モデルに亀裂が生じ、新自由主義的市場論理が特に抵抗
を受けることなく、韓国社会の支配勢力の新たな社会モデル且つ支配イデオロギーとして受け入
れられた理由を示唆するものでもある［高源 2006b］。

6．セマウル運動と日常研究
以上、李昇勳と金兌豪、高源などの研究成果を中心に、1970年代のセマウル運動による韓国人
の日常と生活変化の一端を探ってみた。中でも高源の場合、日常生活研究の理論的観点と方法論
をいくつか明示しており、特記に値する。まず一点は、
彼の日常生活への接近は、
公式イデオロギー
から社会を解釈するのではなく、日常を生きる人々の主観的な認識から理解しようとする試みで
ある点である。日常生活の研究が、基本的に質的研究方法と微視的接近方法を用いる所以でもあ
る。しかし日常生活研究で巨視構造的指標や資料が人々の現実的な暮らしを理解するうえで有効
ならばそれらは積極的に活用されるべきである。同時に日常生活研究は、個人の主観的経験を過
度に特権化することには注意を払うべきである。ナチス時代の日常を探究したポイケルトの指摘
［Peukert 2003：10-11］のように、日常史研究が枝葉的な問題と微視的な構図の狭間で彷徨しな
いためには、日常史の展望が生活世界的な構造の複合性についての概念を有し、初志を貫く目的
志向の分析的関心を持たなければならないからである
［高源 2006b：196-197］。
もう一点、高源は「ヘゲモニー的権力戦略」という視点からセマウル運動を分析しており、これ
は注目に値する。彼の分析地点は、「貧しさから解放されたいと願う農民の日常的欲望」と「農民
を経済的に動員すると同時に、政権の支持基盤強化を目指す国家強制力の作用」という異なる利
害関係が絡み合うことで葛藤と浸透、変容と流用、同意と亀裂を生み出す、複雑な近代的大衆政
治のメカニズムである。このような過程を経たセマウル運動は、国家が農民の日常の中に特定の
生活規範を浸透させようとした「農民生活の近代的規律化」運動であり、さらにそれを通して農民
を以って「国民」と呼ばしめたヘゲモニー的権力戦略へと転化した、というのである［高源 2006a：
178］
。
ここで重要なことは、この巨視的な「近代的国民づくり」において、上部に位置する支配ブロッ
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クのみが同意と説得を通してヘゲモニーを獲得するのではない、という点である。下部の農民も
またセマウル運動の過程において意図的な遅延や空々しい順応、不平や不満、反発や抵抗など、
多様な表情や身振りで自らの小さな「日常的欲望」を実践しているという点である。農村社会と農
民生活の有意味な変化は、大概の場合、巨視的な構造と微視的な実践の相交わるところから生み
出されるものである。そしてその相互作用により、既往の「何気ない日常」はやがて「変わりゆく
日常」へと転換されるのである。今回の国際シンポジウムで、我々が対象化しようとする「日常」
とは、
「日々繰り返される生活」や、東アジアで古くから広く使用されてきた
「風俗」
のような「通常」
の意味ではなかろう。それは、
「近代の経験と生活を再組織する領域として、新たな近代性の歴
史が開かれる」［Harootunian 2000：69-70］
時空間に違いない。
最近のセマウル運動研究が強調している「日常生活の視覚」や「日常研究の観点」はまさにそのよ
うな政治的時空間で繰り広げられた主体による微視的な生活実践の探究を志向している。従来の
セマウル運動論で大前提とされた「能動的国家と受動的個人」
を止揚し、
「構造的視覚と日常の様々
な事実との間で繰り広げられる絶え間ない対話」
［李昇勳 2006：237-238］を追究することによっ
て、
「民衆の生活世界と経験世界につながるセマウル運動」
［金榮美 2009：11］を歴史化しようと
する試みである。主に歴史学や社会学が主導しているこれら生活研究では政府やマスコミによる
各種文書や資料に対する批判的検討はもちろんのこと、過去セマウル運動の波に飲み込まれた村
へのフィールドワークも行われている。その過程で新たに発見された農民の手記や日記の分析と
共に、セマウル運動経験者へのインタビューも行っており、民俗学の現場研究と共通点が窺える。
このような日常研究への新たな関心は、まだ少数の研究者に限られている。さらにこの関心は
「日常に及ぼす国家の影響を優先的に」分析しようとする傾向が強く、したがって「日常そのもの
への研究へと至らない」［孔提郁編 2008：4］という限界があるのも事実である。また、せっかく
のインタビュー資料が、主に文献資料を補う用途に留まっている点も問題である。特に「体験し
たライフヒストリー」と「語りとしてのライフヒストリー」の明確な区分けと再構成という方法論
［李熙英 2005：133-143］への自覚がないまま、その資料化と解釈が行われていることは看過でき
ない問題ではあるが、これまで韓国民俗学が度外視してきたセマウル運動を対象に新たな日常研
究に取り組んでいる点は高く評価したい。幸いにも来年の二月、韓国の実践民俗学会で「近代化
と『民俗』研究」というテーマで国際シンポジウムを予定している。今回のシンポジウムでの日常
研究の成果が拡散しさらに深まることを心より願っている。
（本稿の調査には、一部、平和中島財団のアジア地域重点学術研究助成の支援を受けた。ここに
改めて、感謝の言葉を申し上げる。
）
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注
１ 1969年に任東権が中心となり「韓国民俗学研究会」を

いる。その成果を纏めたものが『韓国民俗学―原論的
対話―』(圓光大學校出版局 1973年)である。

結成し、同年12月に機関紙
『韓国民俗学』を創刊した。
そしてその翌年には名称の変更に取り掛かるが、崔

２

３

例えば、1998年朝鮮日報社と韓国ギャロップ(リサー

常壽が主導し1954年に創立した「韓国民俗学会」が既

チ会社)が共同で行った世論調査によれば、大韓民国

に存在しており、已む無く「民俗学会」と改称した。

50年の歴史上最も大きな業績として、セマウル運動

この二つの学会が2000年に統合され一つの会となっ

が選ばれ、以下、ソウルオリンピックの開催、京釜

たものが、今日の「韓国民俗学会」
である。

高速道路の開通、光州民主化運動の順となっていた。

金泰坤が所長を務めた圓光大學校民俗学研究所が

2008年にも政府樹立60周年を記念し、同様の調査が

1971年から73年の間に主催したものを辿ると、「民

行われたが、やはり第１位はセマウル運動であった。

俗学の現代的方向」と「民俗学の転換的課題」、
「民俗

詳しい内容は、
『朝鮮日報』1998年7月15日版と2008

学の対象」
、「民俗学の方法」を順に主題として扱って

年3月15日版を参照のこと。

訳注
1

3

チャンスンは、村の入口や道、寺の前に立てられた
木・石像で、村の守護神、境界標、道標の役割をす

く、消費者への販売価格は低く設定することである。
4

るとされた。ソナンダンは、村の入口、峠、山の中
腹などで見られた、村の守護神であるソナン神を祀っ

麦の峠とは、前年の秋に収穫したものは底をつき、
麦ができるにはまだ早い時期という意味より、食料

た祭壇で、積み重ねた石や神木、祠などで構成され

事情が最も窮することを指していう言葉である。
5

ている。
2

二重穀価制度とは、農家からの穀物の買入価格は高

立稲先売とは、資金のない農家や、負債を抱えた農

米マッコルリとは、米を原料とし発酵させた酒で、

家のための救済策として、まだ田に植えられている

朴正煕は、食糧難のため1963年から米を使用した

稲の状態で生産量を予測して売ることをいう。

マッコルリの製造を禁止した。
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