百済並びに百済歴史遺跡地区

百済人の描いた未来

益山

周辺観光地案内

公州・扶余・益山のお祭り

百済歴史遺跡地区 # Key map

百済とは、紀元前18年から西暦660年までの約700年
水村里古墳群

間にわたって韓半島南西部を支配した古王国の名で

公州

ある。ここに紹介する百済歴史遺跡地区は、当時の
都の一部と考えられる遺跡群が発見された地域であ
り、時代的には百済後期(475～660)に属するもので

艇止山遺跡
国立公州
博物館

ある。具体的には、熊津（ウンジン）王都関連遺跡の
公山城（コンサンソン）と宋山里（ソンサンリ）古墳

大川海水浴場

百済文化祭

群、泗沘（サビ）都城関連遺跡の官北里（クァンブク

白浜の長さが3.5kmに達し、海水浴に最高の海水浴場である。利便施設、

期間：毎年9～10月, 場所：公州・扶余一帯

リ）遺跡と扶蘇山城（プソサンソン）・定林寺（チョン

食べるもの、見るもの、楽しめるものが充実している。7月17日～26日まで、

百済文化祭では、700年も続いた輝かしい百済の歴史と文化を感じること

王宮里遺跡

保寧マッドフェスティバルが開催される。

ができる。様々な体験や観るものに溢れ、1500年前の百済へタイム・トラ

王宮里遺跡は本来、泗沘時代、首都・扶余の機能を補うための複都の王宮

T. 041)933.7051 / daecheonbeach.kr

ベルしたような気分が味わえる。

リムサ）趾・陵山里（ヌンサンリ）古墳群・羅城（ナソ
ン）、泗沘時代の複都関連遺跡の王宮里（ワングン

として建設された。発掘調査の結果、長方形の宮墻（城壁）の内部からは王

リ）遺跡と弥勒寺（ミルクサ）趾など、8つの遺跡によ

宮関連の様々な施設が確認された。南側には儀礼や政治関連の建物が、北

全州韓屋村

公州 コマナル祭り

側には後園が配置されていた王宮の内部構造が明らかにされている。

木塔跡 金堂 講堂跡 僧坊跡

全州・完山区（ワンサング）・豊南洞

期間：毎年7～8月

石塔の復元現場 弥勒寺址遺物展示館

（プンナムドン）並びに校洞（キョド

場所：熊津洞コマナル野外舞台

王宮里5重石塔

ン）一帯に位置し、約600軒の韓屋が軒

熊と人間との愛を描いた檀君神話に基づいた、

王宮から寺院へ変化していったことを示す。建設

を連ねている。韓屋生活体験館、工房

市民による公演芸術祭り。毎年7～8月に開催さ

時期については、
百済時代または百済時代以降と

村、各種展示館などがあり、グルメ探訪

れ、国楽、演劇、
管弦楽、
サムルノリ、参加者が一

推定されており、百済の石塔建築の基本様式が

も楽しめる。韓屋村内に位置する慶基

緒に楽しめる市民オウリムマダンなど、様々なイベ

後代にまで受け継がれた様子を物語っている。

殿も見応えのある外観である。

ントが行われる夏の夜祭りである。

大型建物跡

T. 063)284.1126
hanok.jeonju.go.kr

扶余 薯童蓮花祭り

って構成された遺跡群である。

百済歴史遺跡地区の顕著な普遍的価値(OUV)
百済歴史遺跡地区は、周辺国と活発に交流し、輝か
しい文化を発展させた百済王国の後期を代表する遺

弥勒寺趾

産である。百済が中国から都市計画や建築技術、芸
術や宗教などを取り入れ、それをさらに発展させた

幅35m・長さ18m。王宮内で最も重要な建物跡と

形で日本と東アジアへと伝えたことを示す遺産なの

考えられる。ほぼ同一の規模と構造の建物跡

である。

が、扶余の官北里遺跡からも見つかっている。

王宮里
遺跡

公山城
宋山里古墳群

扶余

官北里遺跡と扶蘇山城

5重石塔 後園領域

群山近代文化遺産街

期間：毎年7月中旬

1899年に近代の港として開港した群山

38万㎡の広さの宮南池に、約50種の蓮花が咲

（クンサン）内港の近くには、日本の

くお祭り。長い百済の歴史と文化が堪能でき

植民地時代の建物が多い。日本式家

る。2012年に文化体育観光部から「有望祭り」

屋が並ぶ蔵米洞（チャンミドン）、月明

に指定され、全国的に知名度が高い。

羅城

陵山里古墳群

場所：忠清南道扶余郡薯童公園一帯

王宮里遺跡展示館 宮墻 大型建物跡

天政臺

百済文化団地

定林寺趾
国立扶余博物館
宮南池

洞（ウォルミョンドン）、新興洞（シンフ
ンドン）一帯では、悲しい韓国近代史

益山 薯童祭り

弥勒寺趾は東アジア最大の寺院跡と推定されている。弥勒寺は

が感じられる文化遺産に触れることが

期間：10月中

弥勒がこの世に現れ3回の説法を通じて衆生を救う様子を、伽藍

できる。

場所：中央体育公園

をもって具現化している。このような配置は、百済文化の優れた独

T. 063)453.4986 / tour.gunsan.go.kr

益山・薯童祭りは、1969年の馬韓（マハン）民俗

創性を示している。塔と金堂を3箇所に配置した独特な構造の伽

祭典として始まり、薯童と善花姫との国境(百済
鶏龍山国立公園

と新羅)を超えたラブストーリーと、益山が薯童

大田市、公州市、論山市にわたって位

謡の故郷であることを広く知ってもらうため、

西塔の復元と整備

置する国立公園で、韓国4大名山の一

2004年より薯童祭りという名で開催されている。

弥勒寺址の西塔は、2001年に本格的な解

つである。周辺には百済遺跡と古寺・

体作業が行われ2010年には解体が完了

名勝が多く、観光地としても人気が高

し、その後、復元が進められている。石塔

い。東鶴寺、甲寺、新元寺など各種文

の補修・整備の現場では、石材の加工の

化財が分布している。自然景観に優

大田広域市西区文芸路137 KT&Gビル5階
Tel : 82-42-488-9726 / ©2015

様子、解体した石塔の部材、石材の保存

れ、秀麗な峰々、渓谷、瀑布(滝)、洞窟

処理方法などについて観覧することがで

が散在している。

Facebook : www.facebook.com/unescobaekje
Blog : blog.naver.com/unescobaekje

き、修復家などの専門家や解説者から説

T. 042)825.3002
gyeryong.knps.or.kr

藍配置である。

明が受けられる。

益山
日本語

www.baekje-heritage.or.kr

弥勒寺趾
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笠店里古墳群

弥勒寺趾
帝釈寺趾
双陵
王宮里遺跡

百済、再び強国となる

公州

700年にわたる大百済の夢 扶余

版築土城

陵山里古墳群

土城の扶蘇山城は木で鋳型を作り、粘土質
と真砂土を交互に均したもので城を築造する

定林寺趾

定林寺址博物館 定林寺址5重石塔

陵山里古墳群は羅城の外部につくられており、

金堂跡 講堂跡(石造如来座像) 瓦積基壇

それ以前のような、王室の権威を象徴的に示

版築工法が用いられている。この工法は羅城

すために都市の中心に造られた王陵群とは立

を建設するのにも利用された。

地条件が変化したことが見て取れる。
この遺跡は学術調査が行われる以前に、ほと

落花岩

んど盗掘されてしまっていたが、古墳群の西側の寺院跡から567年に制

扶蘇山城の西側に位置し、百済の最後の日に

作された石製舍利龕と金銅大香炉が出土している。

関する伝説が伝わっており、白馬江が一望で
きる場所である。

陵山里寺址
羅城と陵山里古墳群の間に位置する百済時代
の寺院跡である。発掘調査の結果、
「百済金
銅大香炉(国宝第287号)」と「百済昌王銘舍利

公山城

官北里遺跡と扶蘇山城

龕」が出土し、陵山里の王陵苑に祀られた王

公山城は、熊津時代(475～538)に百済の王宮であった山城であり、錦江(ク

官北里遺跡と扶蘇山城は、泗沘時代(538～660)における百済の王宮関連

族の冥福を祈った寺院と推定される。

ムガン)などの地形を最大限に利用して築造されている。発掘調査の結

遺跡であり、発掘調査の結果、大型建物跡など王宮の主要施設とともに、

果、王宮跡や王宮付属施設跡、百済時代の土城などが見つかっている。

宋山里
古墳群

宋山里古墳群展示館 武寧王陵

版築により精密に築かれた土城が見つかっている。扶蘇山城は非常時の

国立公州博物館

待避施設として築かれた。

官北里遺跡と
扶蘇山城
定林寺趾

王宮跡
公州市街地と錦江、宋山里古墳群が眺望で

大型建物跡

きる優れた立地に位置する。発掘調査の結

横35m、縦18.5mで、王宮の中で最も重要な建

果、建物跡と附属施設跡が発見されており、

物の一つだったと考えられる。ほぼ同一の構

出土遺物などから王宮跡と考えられている。

造と規模の建物が、益山の王宮里遺跡からも

陵山里古墳群
羅城
錦江

見つかっている。
王宮附属施設跡

泗沘都城

山城の限られた平地部分のうち、最も広い面

仏教の権威を示すための都市計画を確認することができる。王宮は首

積を専有する遺跡である。発掘調査の結果、
建物跡、胸壁、道路、貯水施設、排水施設な

公山城

都の北側に、
寺院は都の中心に位置する。中国の都の造成方針を採択す

錦西楼 王宮跡 鎮南楼 霊隠寺

ると同時に、百済固有の特徴も加わっている。中国の都の造成法では王

王宮附属施設跡 拱北楼 体験学習場

官北里 三忠祠 扶蘇山城の城壁 竪穴式住居跡展
遺跡と 示館 半月楼 落花岩 扶蘇山西腹寺址
扶蘇山城 白馬江遊覧船 大型建物跡

定林寺趾

羅城

宮と都市を外郭城が包み込むようになっているが、錦江による防御の利

定林寺趾は泗沘都城の中央に位置した寺院跡であり、都心に建てられ

百済後期の首都だった泗沘は、南西北を錦江に守られ、自然にできた

点を活かし、外郭城の羅城は東側のみ築造されている。
さらに、王宮を保護

た寺院としては東アジアで最も古いグループに属するものと推定され

堀の役割を果たしているため、東の部分だけ人工的に防御施設の羅城

するための山城の築造という百済の伝統はそのまま受け継がれている。

宋山里古墳群

る。木塔はあまり高く建てられないが、その限界を克服した高さ8.3mの

を設置した。

公山城の城壁

宋山里古墳群は、熊津時代の百済王陵群であり、7基の古墳が整備さ

石塔が残されており、発掘調査の結果、金堂跡、講堂跡、僧坊跡など

羅城は、東アジアにおいて出現した都市の外郭城の中では最も古いグ

国立扶余博物館

ほとんどの区間が朝鮮時代に築造された石

れている。そのうち、武寧王陵は盗掘されていない完全な状態で発掘さ

が確認され、
「仏・法・僧」という仏教の三宝をすべて備えた、百済なら

ループに属するものと思われ、都市の防御機能を持つと同時に、都市

百済文化が花開いた泗沘時代の文化財を保

城である。その石城の下には百済時代の土城

れ、御陵の主と築造時代(525)が確認できた非常に珍しいケースである。

ではの寺院建築の様子を見ることができる。

の内と外を分ける境界としての象徴という役割も果たした。

管・展示する博物館である。代表的な文化財

時代の土城区間が、現在も完全な状態で残

宋山里古墳群の墓の様式

定林寺址5重石塔

されている。

石室墳とは石を積んで築かれた墓のことであ

百済時代の5重石塔であり、塔の原型がほぼ

り、磚槨墳とは煉瓦を積んで築かれた墓のこ

完全な状態で保たれている。完璧なバランス

とをいう。宋山里古墳群の第1～第5号墳は百

と均衡の美を示している。

どが確認されており、王宮の付属建物跡と判
断される。貯水施設から出土した甲冑などは、
遺跡の真正性を示す貴重な資料である。

が巡らされている。公山城の東南部には百済

として百済金銅大香炉がある。

済の伝統的な古墳様式である石室墳に該当
する。6号墳と武寧王陵は磚槨墳であり、これ

瓦積基壇

は当時中国で流行した古墳様式である。

定林寺址の発掘調査の結果、瓦を積み上げ、
建物の基壇に華やかで美しく装飾を施した

国立公州博物館

瓦積基壇が見つかった。瓦で基壇を築く方

武寧王陵から出土した様々な宝物や忠南（チ

法は、扶余地域において、百済時代の王宮跡

ュンナム）地域一帯から出土した関連遺物が

と寺院遺跡から頻繁に見つかっており、益山

保管・展示されている。熊津時代の輝かしい

の王宮里遺跡からも多数確認されている。さ

百済文化の数々を窺い知ることができる。

らに、日本にも伝わり、広く流行した。

羅城
陵山里
古墳群

陵山里古墳群 陵山里古墳群展示館
陵山里寺址 羅城

