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Abstract

Food culture of Korea

　　Kyusyu Division of the Japan Culinary Society conducted a study tour of The Republic of Korea, 

with the objective of investigating its local food culture.

　　This study reports the culture, products, and local cuisine of The Republic of Korea province.
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韓国の食文化を訪ねて
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１．はじめに

　日本調理学会九州支部では支部活動として海外食文化
研修を目的に活動を行ってきた。今回は韓国の食文化を
訪ねる機会をえた。韓国の食文化の特徴は、部族国家と
しての長い歴史をもったところから宮中での伝統料理が
永く受け継がれてきた。また一方、健康のために配慮さ
れた食養生として食事が発達した。食は薬と同じとする

「薬食同源」の思いから、長寿社会の到来と共に韓国の
薬膳料理は日本でも関心を集めている。今回第５回の研
修は 2011 年８月に実施され参加人数 20 名であった。こ
れらの研修や体験についての記録と帰国後の文献による
まとめを行ったので報告する。文献に用いた参考図書は
一括して記載した。

２．研修地について

2.1　研修地概要について
　韓国は、長い間の封建的な社会制度と、儒教にもとづ
く家族制度が生活に根づいてきた。李朝時代の歴史の中
で完成された宮廷料理は食生活の最高の水準をいき、宮
中料理が高級官吏の中で受け継がれ伝えられてきた。宮
廷料理は豊富な材料を用い、独特な調理法で、その味も
韓国特有の調味料を生かした雅で豊かなものであった。
地理的には、大陸とつながり山と平野、そして河川があ
り、米を主食にした農耕文化で農産物が豊富なところか
ら自然から得えられ食品の種類も多い。漁業は三方が海
に面した好漁場で、魚介類、海藻類の採取も多く豊富で
あったことが食生活を豊かしている。生活のなかで自然
を崇拝し祭祀する習慣は日本と通じる。気候は大陸性の
気候の影響を強く受け、北方は地域によって極寒の気候、
南方は穏やかで栽培された野菜やワラビ、ゼンマイなど
山菜の利用も多い。韓国は生まれ育った土地のものを食
べることで健康が保てる「身土不二」の言葉があり居住
している土地のものを大切にする。
　研修期間は平成 23 年８月 24 日から 27 日までの３泊
４日で、研修先は主に韓国の古都全州と首都ソウルを訪
ねた。研修日程と内容は下記の通りである。

　研修先で初日に訪れた全州は千年の古都といわれ王朝
文化のルーツを持ち、全州韓屋村はよく保存された韓国
を代表する土壁を石や瓦で強化した塀の中に反り返った
屋根が並び、民家の路地は石造りであった。寺院が多い
中にキリスト教教会もあった。韓国には各家庭で酒を醸
造して祭事や客のもてなしを行う自家製酒文化が以前に
はあった。代表するマッコリは米を主に原料とした濁り
酒で日本のドブロクに相当する。今回、全州酒造りの村
を見学した。餅作りを体験した京畿道地方は、西側の海
から豊富な海産物が、東の山間地方からは各種の山菜が
取れ、全地域で畑作と稲作が活発で地元食材での料理が
発達した場所である。この地方はソウル、全州とともに
韓国で食文化が最も派手で多様な地域とされている。ソ
ウル地方は、全国各地から様々な食材が集まるところか
ら料理も最も華麗で多彩である。味覚は、塩辛くも辛く
もない適度の味つけである。王族と官級官吏が数多く居
住していたところから、格式が整った優雅なもので儀礼
を重んじたものである。食材豊富で主材料の他に薬味は
細かく刻んで使い、盛りつけの量は少ないが品数の種類
は多く、繊細で見栄えがいい。ソウルの高級料亭での食
べ物は宮中料理との類似点が多い。

2.2　研修日程と研修内容
①　第１日目（８月 24 日）福岡空港から韓国ソウルへ、

ソウルからバスにて全州へ

（全州泊）
・全州韓屋村訪問、伝統酒博物館、韓屋生活体験館、昌

特宮、秘苑鑑見学写真１　全州キリスト教教会

写真２　全州伝統酒博物館

写真３　キムチ作り体験
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・現地試食体験は夕食に全州韓定食、翌日朝食を全州ビ
ビンバを試食

②　第２日目（８月 25 日）全州からソウルへ、（ソウル泊）

キムチ、ナムルが付き、美味しくて身体にいい完全食で
ある。キムチの材料は魚類の塩辛類と季節の野菜で代表
的なものに白菜、キュウリが使用されるが、複雑な旨味
のためにネギ、ニンニク、生姜、ニラ、すりゴマ、ゴマ
油、唐辛子が使用され、これらの薬味が果たす役割は大
きく韓国料理に不可欠なものである。キムチに入れる野
菜や薬味のほかにエビや小魚の塩辛を入れることで発酵
がすすみ栄養バランスの充実がはかられ独特の風味に仕
上がる。ナムルは野菜の和えもののことで生のまま和え
るセンチェ（生菜）と熱を通して和えるスッチェ（熟菜）
があり山菜や野草も含めた旬の野菜を主に豊富な調味料
や薬味が使われる。

②　プルコギ（焼き肉）：実習体験
　仏教の浸透で肉食が衰退した時期があったが、韓国の
食文化に代表的な肉料理がある。焼き肉につかわれる牛
肉、蒸しものに多い豚肉、鶏肉もよく使用される。料理
に使う部位も獣鳥類のあらゆるところが巧みに利用され
る。肉料理の代表的なものにプルコギ（焼き肉）がある。
肉類は隠し包丁をいれ、血抜きをして各種の薬味と調味
料をからめ揉みこんで焼いたものである。焼き肉のたれ
のコツは、たれの材料にしょうゆ、みそ、みりん、甘味
料の他にゴマ油といりゴマが使われることで香ばしい芳
香や肉の光沢、焼け具合の早さに関係してくる。その他
たくさんの薬味と共にレモン、りんご、ナシなどの果実
の生果汁をもみだれに用いる。焼き肉には、キムチがよ
く食べられるがその辛味が食欲を刺激することと、酸味
の清涼感が肉の脂肪とよくあう。キムチとともに生野菜、
ナムルもよく合って食べられる

③　シンソルロ（神仙爐：韓国のなべ料理）：実習体験
　この料理は、韓国料理の中でも最高級のもので李朝の
宮廷料理の一つになっていて脂質の多い出しに獣肉やそ
の内臓、卵、木くらげ、セリ、ニンジンなど五菜、五色
を巧みにとりいれ、下処理をした食材は、丁寧に短冊切
りにして放射状に並べ、鍋にいれる。食卓の上で煮なが
ら食べる見事な鍋料理である。五色の色は五行説に基づ
いて白黒赤黄青の 5色をつかい、その上に松の実、銀杏
などを最後に飾る。甘、酸、鹹、辛、苦の五味も巧みに
使用し独特の赤味噌の唐辛子味噌（コチュジャン）がつ
がわれる。

　3.1.2　餅づくり体験村（京畿道竜仁市李釜凰代表）：
　　　　実習体験
①　ソルギ餅
　京畿道竜仁市の餅作り体験村にて、ソルギ餅ならびに
薬食の五色雑煮の講習をうける。代表的なトッポギと共
に米粉で作ったケーキが目を引いた。餅料理・ウェント

・韓国料理文化研究所にて伊玉姫所長によるキムチ、プ
ルコギ、クジョンバン等の実習体験

・明知大学にて韓国薬膳文化交流、交流会ではＣＨＯ教
授による韓国薬膳講話と薬膳弁当の試食

・東アジア生活学会役員との懇談会、食事は韓定食（精
進料理）

・明知大学院博士課程の李釜鳳代表指導による「餅作り
体験」ソルギ餅、薬食、五色雑煮（トックッ）の実習
体験、翌朝は朝食サムゲタン試食

③ソウル市内の見学・北岳山
・三清閣で韓国伝統料理等の試食を行う。
　ソウル空港から福岡空港へ

３．実習体験

3.1　現地における調理実習体験
　3.1.1　発酵食品体験：韓国料理文化研究所、
　　　 伊玉姫所長指導
①　キムチ（白菜キムチ、キュウリキムチ）：実習体験
　韓国の特色ある食品に発酵食品があり、魚介類の利用
法で特徴的なものに、塩辛類がある。塩辛類（チョッ
カル）は、小さい魚介類、または大きな魚介類の内
臓や卵に塩をまぶして、長時間の保存、熟成をした貯
蔵食品である。代表的なものは、カタクチイワシ、ア
ミ、イシモチ、カキ、タラの内臓、明太子、カニ、ハ
マグリなどの貝類がある。利用法は、そのままご飯の
おかずにし、塩辛の汁を調味料として用い、キムチな
どの漬物の漬け汁に使用する。今回は各家庭で日常的
に食される発酵食品の代表であるキムチ作りを「韓国
料理文化研究所」伊玉姫所長の指導により体験を行っ
た。キムチやナムルは一年を通じて食され日常の食卓で
は欠かせない副菜である。
　古い韓国料理は本来、野菜が中心で、その代表的な料
理がキムチ漬や四季折々の旬の野菜や山菜で作られるナ
ムルなどである。肉や魚が主役の料理でも食卓には常に

写真４　神仙爐実習体験
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クは昔、王様が誕生日に召し上がった餅とされ、良いこ
とがあった時の感嘆詞の意味があり、近所に餅を回しな
がら個人の情報を知らせた。甑（こしき）で蒸しあげる
シルトツ臼でつくチヌントツ、丸める団子などがある。
冠婚葬祭に餅は欠かせない。ちょっとした喜びにも餅は
作られ日本と同様に生活に密着した食べものである。
②　ヤクシク
　韓国の正月に食する餅で新羅時代の餅であり、もち米
にキャラメルソース、シナモン粉、栗、棗を加えた甘味
のある餅である。

４．薬膳料理および伝統料理

4.1　韓国の伝統料理および薬膳料理
　4.1.1　精進料理

料理を頂きながら実施された。献立は“十婆羅蜜床”で、
その内容は次の通りである。①蜜豆と芋のそうめん：蜜
豆の固有のさっくりした味に芋のそうめんがはいったも
の。②蔓ニンジンのサラダ：サラダに松の実入り辛子
ソース。③三色のチジミ：緑豆、黒ゴマとれんこんを材
料にコチュジャン風味で焼いたもの。④戒定慧３種：お
寺の餃子、蒸した豆腐、ギョウザにんにくの葉のおす
し。⑤しいたけの炒めもの：シイタケのコチュジャン炒
め。⑥松茸とおこげのスープ：松茸のスープにおこげが
はいったもの。⑦蓮の葉の包みごはん：栗、銀杏、ナツ
メ、黒ゴマ、松の実、もち米。⑧季節の汁物：味噌汁、
ワカメスープ、キノコ汁、モヤシ汁から一つ。⑨おかず：
キムチ、漬物３種、ナムル３種。⑩デザート：あまざけ、
水正果、果物の盛り合わせである。
　基本的に精進料理には肉類や五辛菜のニンニク、ネギ、
ノビル、ニラ類等を全く入れない。植物の葉、根、実、
皮まで乾かして調味料として用いることで精進料理の奥
深さを味わう食事であると同時に薬でもあることが伺え
る。キムチについても淡白でさっぱりした味わいに衝撃
をうける。白菜キムチ、大根キムチ、水キムチなどがあ
り水キムチは 2007 年に中国四川省を訪れたとき泡菜に
出会った。キムチ、泡菜ともに家庭で日常的に使用され
る漬物である。水キムチは韓国の寒冷の地において加工
され、一方泡菜は南方の地で食されるが双方の比較を表
１に示す。

写真５　トッポギ

写真６　お寺の餃子（精進料理）

写真７　三色チヂミ（精進料理）

表１　キムチと泡菜の比較

　韓国の東アジア食生活学会会員、韓国側会長、顧問４
名、次期会長、理事５名と日本調理科学会九州支部学会
員 20 名との懇談会が「鉢盂供養：寺刹飲食」にて精進

キムチ 泡菜（中国四川省）
主 材 料 食塩水 食塩水

副 材 料

小エビ、小魚、イ
カなどの塩漬け、
ネギ、ニンニク、
生姜、ニラ、すり
ゴマ、ゴマ油、唐
辛子

山椒、トウガラシ、
生姜、酒、老塩水

（母子塩水といい
前に漬けた泡菜の
残り液）

漬け込む材料
キュウリ、白菜、
大根、人参

白菜、大根、人参、
キャベツ、枝豆、
刀豆、筍

保 存 容 器 甕、 特殊な瓶を用いる

保 存 方 法
土中へうめる 食する分だけ漬け

込み、冷暗所に置
く

　4.1.2　薬膳料理
①　サムゲタン（蔘鶏湯）：「鶏湯」（新羅本店にて）
　サムゲタンは古くからある韓国の高級料理である。不
老長寿の薬効高い朝鮮人参と肉材料として貴重な鶏を丸
ごと用いたこの料理は「薬食同源」の考えかたで高齢者
の健康維持や疲労回復にもよく用いられる。生後 25 か
ら 30 日のひな鶏の内臓を除き、腹腔に浸漬した糯米を
入れ、高麗人参、棗、大蒜、栗（渋皮つきのまま）など、
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身体に薬効のあるものをつめて塩味のスープを土鍋にい
れたなかで長時間煮る。一人当たり鶏一羽を食べるが、
特に夏バテを乗り切る滋養食とされている。鶏肉は、低
脂肪、高たんぱく質の食品で動物性脂肪を避ける人にも
好まれて食べられている。日常食には、ご飯の白米飯の
ほかに、玄米飯、黒米飯、麦飯、雑穀米なども好んで食
べられている。

写真８　薬膳弁当

写真９　黒ゴマのおかゆ（全州韓定食）

表２　薬膳弁当：材料費 1500 ウオン

メニュー 効能
ご 飯 黄精雑穀米 滋陰潤肺・補気
汁 物 何首鳥みそ汁 養血

主 菜 １ 熟地黄と鮑の煮付
け

養血滋陰

主 菜 ２ 陳皮とエビの焼き
物

理気健脾・補腎壮
陽

主 菜 ３
桑の実ソースを加
えたゴボウと牛肉
巻き

補血滋陰・益気血

主 菜 ４
五味ソースを付け
加えた棗黄とナス
テンプラ

益気生津・清熱・
行気

副 菜 １ 蓮根サラダ／辛子
ソース

清熱生津

副 菜 ２ ナッツを付け加え
たヒユナムル

清熱解毒・健養脾
胃

副 菜 ３ 干柿とナツメ漬物 潤肺・補脾胃
副 菜 ４ 緑茶白キムチ 除煩渇・通利腸胃

デ ザ ー ト 山査と柚子茶／フ
ルーツデザート

消食

②　薬膳弁当
　訪問先の韓国明知大学は食品営養学科、韓方薬膳を学
ぶ大学院を有する総合大学でひと山全体が寮を含めた
キャンパスであった。歓迎レセプション後、食品営養学
科教授張允嬉教授、同教授曹貞淳教授より薬膳について
の講義を受ける。薬膳とは、病気を未然に防ぐ中国漢方
の理論を、料理によって実践する健康食事療法である。
明知大学産業大学院、韓方薬膳専攻大学院生による薬膳
弁当を試食させてもらった。専門知識と調理方法を実践

的に学んだ院生の作品であり、病気になる前に食べ物を
きちんと摂る予防としての食と、例え病気になっても薬
と同様、食べ物に配慮することで早く治ることを目的に、
漢方の薬効を持つ食材が使われている。お弁当にもキム
チが使われていたが新鮮な野菜と漢方食材や、香辛料、
海産物の塩辛類などの薬膳の考え方に基づいてつくられ
る発酵食品である。今回、明知大学産業大学院、韓方薬
膳専攻大学院生による薬膳弁当を試食した感想は品数が
多く薄味で食べやすかった。弁当の内容は表２及び写真
のとおりである。薬膳弁当に使用する食材としてほかに、
五穀の米、麦、稗、豆、粟、五果の杏、桃、栗、棗、柿、
五畜の鶏、羊、牛、馬、豚、五菜の韮、葱、大蒜、葵、
があり対象や季節にあわせて使われる。

　4.1.3　韓国の伝統料理
　韓国の代表的な伝統料理には、煮る、焼く、炒める、
和えるなどの調理の際に、発酵食品がもつ独特の調味料
や薬味を数多く使うのが特徴である。肉料理に代表され
るプルコギ（焼き肉料理）でもあらかじめ数種類の調味
料、薬味を混ぜたものに牛肉を浸して味を含ませてから
加熱する。さらに仕上げに新たに加える調味料で風味を
だす。食器は宮廷をはじめ、大家では銀製の食器を使い、
一般庶民は陶器、普通の真鍮であった時代があったが現
代では洋食器に盛ったところもあった。韓国で食される
韓国産唐辛子は日本産に比べ、辛味成分のカプサイシン
含有量が少なく、β―カロテンやαトコフェロールの含
有が高く、キムチの着色や保存時の褐変防止に役立ち、
赤みは強いが辛味は柔らかくて上品な味とされている。
①　全州韓屋村にて「全州韓定食」
　・前菜　くるみと大豆のニッケ風餅、
　・海鮮チヂミ、　・黒ゴマのおかゆ
　・海鮮サラダ、　・水沈菜、
　・しゅうまい、　・ヒラメサラダ、
　・糸こんにゃくの炒めもの、
　・魚のから揚げあんかけ、
　・エゴマ・香菜のみそ風味、　・イシモチのスープ、
　・ウルムチ（おこげ）　・フルーツ盛り合わせ
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②　全州ビビンバ
　韓国の飯ものは種類が多い。粒食のご飯、柔らかいお
粥、汁にあわせた汁ご飯、おかずとあわせたビビンバな
どがあるが、すべて匙で食すところが韓国の特徴である。
ピビムパプ（ビビンバ）とは、混ぜるとの意味で、パプ
はご飯で混ぜ合わせたご飯のことである。石焼きの器に
ごはんを入れその上に炒めた牛肉、錦糸卵、のり、モヤ
シ、ワラビ、春菊、桔梗、セリ、しいたけなどを盛り付
け、卵の黄身を生のままのせる。唐辛子味噌と共にいた
だく。ビビンバは全州が発祥の地である。この地方は水
質がよく良質の水で育てられたモヤシは上等とされてい
る。各家庭でもモヤシが作られ長時間茹でても質感が落
ちないのが特徴である。全州は千年の古都とよばれ、王
朝文化のルーツをもつ町で伝統的な生活文化をもってい
る。

写真 10　しゅうまい（全州韓定食）

写真 11　全州ビビンバ

写真 12　もやしスープ

③　ソウル：北岳山の「三清閣」
　ソウル市内の「三清閣」では韓国伝統料理を試食した。
高級料亭「三清閣」は以前に高級官吏などに利用され一
般人は北岳山一帯が立ち入り禁止であったが、時代の変
化を受けた現在では、隅々まで手入れがとどいた美しい
ガーデンで結婚披露宴がおこなわれており、今回の研修
会の最後の試食会場であった。お別れの食事は、韓国食
材で韓国味覚であるがその食材の扱い方、盛り付け、運
ばれてくる食器も白磁の洋食器が使用され韓国の中にも
西洋を強く受け入れている様子が伺えた。

５．ま　と　め

　今回は、短期間の研修旅行ではあったが、独特な食文
化をもつ韓国の食体験ができたことは大変実りある研修
であった。研修終了後、資料の整理やまとめ、関連図書
を調べ不十分ではあるが若干のまとめを行ったので報告
をおこなった。
　韓国の伝統食文化は漬けもの、スープ、鍋物は数にい
れないといわれるが、器に盛りつけられた量は少量ずつ
ではあるものの食卓に出される食材料の数、調理された
品数は多く、味わう味覚の複雑さに食に込める意気込み
を感じる。伝統食には食材と調理法の重複をさけて、栄
養バランスがとれるように工夫され、そこには食材の配
合・味つけの濃淡・温度の冷温、色彩の調和などが合理
化され、多様な食材と調理法が発達している。家庭料理
にしても栄養バランスを象徴する料理にビビンバ、チゲ、
キムチなどがありひと品の料理に様々な食材が使用され
一品のみでも栄養バランスがとれる組み合わせには参考
になることが多かった。プルコギの焼き肉料理を例に
とってもさまざまな肉を季節の野菜でふんだんに包んで
食べることで肉と野菜のバランスがうまく調和がとれ、
食生活における健康食の実践方法であると考えられた。
韓国にみる伝統料理や薬膳料理は、多種多様な食材と調
理法に加え発酵食品の巧みな使用で深みのある味覚に完
成されていることが実感できる有意義な研修であった。
　この研修についてコーディネート頂きました中村学園
大学栄養科学部三成由美教授に深謝いたします。

６．参考文献

１）全鎮植、鄭大聲：朝鮮料理全集 1，2，3，5，6　(1992
～ 1995)，　柴田書店

２）鄭泰慶：家庭で楽しむ韓国精進レシピ，（1971）, 河
出書房新社

３）田熙貞、李孝枝、韓榮實：韓国の伝統料理，（2000），
文化観光部・韓国観光協会中央部

４）朝日百科：世界のたべもの，　朝鮮半島 1，2　（1982），



－ 95 －

朝日新聞社
５）梁晨千鶴：東方栄養新書，（2,005），メディカルユー

コン社
６）大石淳・森誠：中国少数民族　農と食の知恵，（2002），

明石書店
７）趙重玉：韓国料理，　（1967），　柴田書店
８）怱思慧著・金世琳訳：薬膳の原点　飲膳正要，（1993），

㈱八坂書房


