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古代文字資料館「いろいろな概説」 

 

『朴通事』概説 

 
１．『朴通事』という書名 

 『朴通事』は、『老乞大』とともに朝鮮半島で長きにわたって使用された中国語会話教科

書である。「通事」は訳官（通訳）のことであるから、この書名は「朴という姓の通事」の

意味になるが、その意図するところは未詳。一説には、「中国通」を意味する「老乞大」は

中国人の訳官に対する敬称であり、「朴通事」は高麗人の通訳を指すものであるという。 
 
２．成立年代と編者 

 先に述べたように、『老乞大』と『朴通事』の成立年代はほぼ同時期と考えてよい。朱徳

煕（1958）は、『朴通事諺解』の第 39 話に高麗の名僧歩虚（普愚、1301-1382）が大都の永

寧寺で法会を開いたというエピソードがあり、『老朴集覧』によるとそれが元の至正 7 年

（1347）であることから、その成立を彼の入元（1346）から元朝滅亡（1368）までの間と

推定している。編者は未詳であるが、やはり高麗の通文館が成立に関与したと思われる。 

 
３．内容と形式 

 『老乞大』と同じく全 106 話で構成されるが、一貫したストーリーはなく、すべて一話

完結のスタイルを取っている。内容は風俗・歳時・商業・娯楽など中国の生活文化を扱っ

たものが多く、会話教科書というよりは北京での生活指南書といった趣きがある。例えば、

最初の 10 話で扱われている内容は次のようなものである。 

第 1 話：花見の宴会における料理と出し物 

第 2 話：東北に出張する中国の役人と高麗人の会話 

第 3 話：塀を修理するための交渉 

第 4 話：人夫との運び賃の交渉 

第 5 話：吹き出物の直し方 

第 6 話：絹織物の品定め 

第 7 話：刀を作るための交渉 

第 8 話：北京における季節の遊び 

第 9 話：帯飾りを作るための交渉 

第 10 話：質屋での質草をめぐる交渉 

 各話は原則として二人の登場人物による対話形式で話が進行するが、独白体による物語

形式のものもある。文体は『老乞大』に比べてやや文語的で、現代の我々にとっても『老

乞大』よりは格段に難解である。『朴通事』はおそらく、中国に長期滞在する必要のあった

朝鮮の訳官を対象とする高級中国語会話教科書・兼中国生活文化教科書といった役割を担
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っていたものと思われる。 

 
４．現存のテキスト 

 『朴通事』にもいくつかの諺解本と改訂本が現存しているが、その数は『老乞大』に比

べて少なく、現存するものは以下の 2 系統 4 種である。なお、『老乞大』のようにモンゴル

語版や満洲語版が作られたという記録はない。 
 漢字本 諺解本 

旧本（古本）系 ― ― 

新本（今本）系 ― 
『翻訳朴通事』上巻（1517 以前） 

『朴通事諺解』（1677） 

清代改訂本系 『朴通事新釈』（1765） 『朴通事新釈諺解』（1765） 

 『老乞大』と『朴通事』はともに成宗 11 年から 14 年（1480-1483）の間に第一次改訂が

行われ、以後旧本（古本）・新本（今本）の二系統が存在していたと思われるが、『朴通事』

に関して旧本系統のテキストはまだ発見されていない。 

 

①『翻訳朴通事』＜図版①参照＞ 
 1950 年代に発見されたテキストで、「乙亥字」（1455 年鋳造）による銅活字本。『翻訳老

乞大』とともに、崔世珍（1467-1543）が編纂した諺解本とされる。内題は『朴通事』であ

るが、『四声通解』（1517）に「飜譯老乞大朴通事凡例」が収められることから『翻訳朴通

事』と称されている。その成立年代は 1517 年以前ということになる。上中下三巻三冊のう

ち上巻（76 張）だけが現存する。序跋はなく、毎半葉 9 行、各行 19 字。漢字本文は大字で

示され、一字ごとにハングルで二種類の漢字音を示すとともに、「○」でフレーズを区切り、

その後に小字双行で朝鮮語訳が挿入される。ハングルによる漢字音注では声点が付されて

いる。以上の体裁は『翻訳老乞大』と全く同じであるが、改行によって新しい套話の始ま

りが示される点は異なり、それによると現存するのは第 39 話までである。現在は大韓民国

国会図書館蔵で、国宝に指定されている。慶北大學校（1959）及び大提閣（1974；1985）

の影印によって見ることができる。また、本書のハングル漢字音注は『翻訳老乞大』とと

もに遠藤光暁（1990）に索引の形でまとめられている。 

 

②『朴通事諺解』＜図版②参照＞ 

 現在のところ、『朴通事』の全体が見られるテキストとしては本書が最も古い。木版本で、

内題は『朴通事諺解』。上中下三巻三冊（上巻 67 張、中巻 61 張、下巻 62 張）、上巻の巻首

に丁巳年（粛宗 3 年、1677）十月の李耼命による序、下巻の巻末に『老乞大集覽』二巻（上

巻 2 張、下巻 4 張）、『單字解』一巻（5 張）、及び改訂に携わった讐正官 10 名、書写官 2 名

の名前がある。李耼命の序によれば、編纂当時崔世珍の手になる本書の諺解本（すなわち

①）は既に失われていたが、平安道の訳学生周仲が『老朴集覧』を入手したことを契機と
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して、邊暹・朴世華ら 12 名が同書に基づいて『朴通事』の校訂作業を行い、成書後は邊・

朴両氏の私財により刊行されたという。これによると、本書は『老朴集覧』の注釈を参考

にしてはいるものの、直接①を参照することはなかったことになる。ただし、漢字本文に

関して両者はごくわずかな違いしかないので、本書は別の新本系『朴通事』に基づいてい

ると考えられる。毎半葉 11 行、各行 21 字で、諺解のスタイルは①と同様だが、ハングル音

注に声点を欠くこと、朝鮮語訳の部分を小さい「○」で区切り、『老朴集覧』の中の一篇で

ある『朴通事集覧』の記載を組み入れている点が異なる。また、本書の巻末には『老乞大

集覧』と『單字解』を附しているが、1960 年代に発見された乙亥字本『老朴集覧』とは若

干異なる部分がある（本書の『單字解』は乙亥字本よりも 25 項目少なく、また『累字解』

を欠く）。ソウル大学校奎章閣に所蔵される「奎 1810」の影印を、京城帝国大学（1943）と

その再影印本（亜細亜文化社 1973、聯経出版 1977、汪維輝編 2005）及び奎章閣（2004a）

によって見ることができる（汪維輝本は翻字を含む）。漢字部分の翻字に劉堅等（1995）、

第 15 話までの日本語訳注に田村祐之（1996-2002）、また中国語の語彙索引として陶山信男

（1973）がある。なお、ごく最近本書の英訳（Dyer 2006）が刊行された。 

 

③『朴通事新釋』＜図版③参照＞ 

 漢字部分の第二次改訂を経た清代改訂本系では「新釋」の系統だけが現存しており、「重

刊」の系統は刊行されなかったようである。『通文館志』によれば、本書は次の『朴通事新

釋諺解』と同じく金昌祚の手になるものであり、清の乾隆 30 年（1765）に刊行されたとい

う。現存のテキストは木版本で、内題は『朴通事新釋』。巻末に検察官 2 名、校正官 5 名、

書写官 7 名、監印官 1 名の名前が挙げられている。不分巻一冊（全 65 張）、毎半葉 10 行、

各行 20 字。これは『老乞大新釋』の体裁と同じだが、所々に小字双行で注釈を挿入してい

る（②における『老朴集覧』の記述を適宜刪略したものが大部分だが、独自の注もある）

点と、改行により套話を分ける点が異なる。句点は予め刻されている。全体の話数は 106

で②と同様だが、内容的には大幅な刪略が加えられており、『老乞大』の場合に比べ今本系

統との開きが大きい。韓国及び日本に数種の版本が現存するが、韓国の高麗大学校博物館

にはそれらのもととなった冊板（版木）の一部が所蔵されている（鄭光・尹世英 1998 に版

面の影印がある）。影印本には采華書林（1972；底本不明）のほか、ソウル大学校奎章閣所

蔵の「一蓑・古 495. 1824-B992b」に基づく奎章閣（2004b）がある。 

 

④『朴通事新釋諺解』＜図版④参照＞ 

 ③の諺解本。木版本で内題は『朴通事新釋諺解』。序跋・刊記ともになく、編者と刊行年

について知りうる情報は上の『通文館志』における記載のみである。三巻三冊（巻一 59 張、

巻二 60 張、巻三 59 張）、毎半葉 10 行、各行 20 字。諺解のスタイルは②と同様だが、注は

なく朝鮮語訳のみ。また、『老乞大新釋諺解』のように一世代前のテキストを引くこともな

い。韓国及び日本に数多くの版本が現存するほか、③と同様高麗大学校博物館には版木の
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一部も残されている。ソウル大学校奎章閣所蔵の「一蓑・古 495. 1824-G415ba」の影印を弘

文閣（1985）及び汪維輝編（2005）によって（汪維輝本は漢字部分の翻字を含む）、また奎

章閣所蔵の「古 3917-8」の影印を奎章閣（2004b）によって見ることができる。 

 

 『老朴集覽』及び諸索引・コーパスについては「老乞大概説」を参照。 
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―この項目は竹越孝が担当しました 

 

＜図版①＞ 『翻訳朴通事』（慶北大學校 1959 による） 
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＜図版②＞ 『朴通事諺解』（京城帝國大學 1943 による） 
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＜図版③＞ 『朴通事新釋』（采華書林 1972 による） 
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＜図版④＞ 『朴通事新釋諺解』（弘文閣 1985 による） 

 


