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弘前大学グローカル人材育成事業学生市民等協働プログラム実施にあたって
韓国の仁川市には、旧日本人居住地区が住環境未整備のまま現存している地域がありますが、
戦前の我が国と韓国との関係性もあり、政府も積極的な整備施策を進めてこなかった経緯があり
ます。しかし、近年、仁川市の中区役所が中心となって、日本人居住地区を含めた旧中心市街地
の環境整備事業をスタートさせています。本事業は、ソウルの漢陽大学で建築史を担当している
冨井正憲特任教授のご協力の下、仁川市中区の旧中心市街地における、戦前の建築物のリノベー
ションの実態を調査するとともに、区役所職員、リノベーション住宅の所有者、まちづくり関係
者へのヒアリングを実施し、新たな観光戦略として歴史的街なみが整備されている現状と都市計
画的な課題を明らかにしたものです。
なお、今回のプログラムに協力していただいた漢陽大学の冨井正憲教授、そして仁川市におい
て大変お世話になった戸田郁子氏に感謝するとともに、本調査の橋渡しをしていただいた、あお
もりコリアネット事務局長の角俊行氏、ならびに、調査に随行いただいた、在弘の建築家、蟻塚
学氏、そして路地裏探偵団団長こと、坂本崇氏（弘前観光協会事務局長）の労をねぎらい、最後
にこのような機会を設けていただいた弘前市並びに弘前商工会議所の皆様に深く感謝いたします。

2016 年 3 月
弘前大学教育学部
教授 北原啓司
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１．学生市民等協働プログラム
１）研究調査の目的
かつては閑静な漁村であった仁川市においては、1883 年の仁川港開港以降、日本人居留地が拡
大し、日本人により建築や町並みが開発されていった。しかし 1945 年の解放以降は、建物自体の
著しい老朽化を理由としながらも、一方で韓国人にとっては当時の辛い記憶を思い起こすという
理由から、日本人家屋はじめ建築物は次々と取り壊されていった（写真 1、2）。しかし近年は、そ
れらに近代的価値を注入しながら「敵性資産」として新たに認識し直す「近代景観保存プロジェ
クト」が発足し、保存に向けた動きがみられる過程で、意識の変化や、地域の再生計画が始まり
つつある。
そこで、我が国の戦災復興計画とは明らかに異なる旧日本人居留区の住環境整備および地域の
再活性化に関する動きを明らかにすることを目的とする。

写真 1 改修を静かに待つ日式住宅

写真 2 廃屋となって朽ちるだけの日式住宅

２）研究調査の概要
仁川市の旧市街地を対象とし、現地調査とヒアリング調査により、日本人居住地を含めた住環
境の成立と変遷について明らかにする。プレ調査を含めて 4 回の渡韓調査を実施したが、その日
程は、以下の通りである。
①プレ調査 平成 27 年 4 月 26 日～29 日
ＮＰＯあおもりコリアネット事務局長の角俊行氏とともに、北原及び村上早紀子（大学院
博士課程）が本調査の協力者となる漢陽大学の冨井正憲教授の研究室を訪問し、今後の研究
スケジュールを調整するとともに、仁川市の旧日本人居住地区のプレ調査を実施した。
②本事業費による第一次調査 平成 27 年 10 月 21 日～25 日
北原および村上の他、弘前在住の建築家である蟻塚学氏（教育学部非常勤講師）
、高森えり
か・佐藤未佳（大学院修士課程）
、太田彩香・木下香奈子（教育学部 4 年）のメンバーで、あ
おもりコリアネットの朴芝仙氏の通訳協力の下、仁川市「官洞ギャラリー」経営者の戸田郁
子氏のヒアリング調査および街なみ視察、また、漢陽大学の冨井教授の演習成果発表会に参
加した。

3

③本事業費による第二次調査 平成 27 年 11 月 29 日～12 月 2 日
弘前大学住居学研究室のコアメンバーの他、前述の建築家・蟻塚学氏、そして角氏の通訳
の協力を得て、仁川市以外にも存在する日本人居住地区としてソウル市西村の実地調査を漢
陽大学冨井教授と実施し、また仁川市の官洞ギャラリーを再訪し、隣接地区のリノベーショ
ン事例（pot_R）のヒアリング調査を実施し、ツアーコンダクターの韓重澤氏から仁川市全体
の都市計画の状況に関するレクチャーを受けるとともに、次回調査に関する打合せを実施し
た。なお、本学地域社会連携課の小野係長にも同行していただいた。
④本事業費による第三次調査 平成 28 年 2 月 21 日～2 月 24 日
弘前大学住居学研究室のコアメンバーに加えて、坂本崇氏（弘前市観光コンベンション協
会事務局長、路地裏探偵団団長）に参加していただき、仁川市旧市街地およびソウル市西村
の路地裏調査を詳細に実施した。また、前述の戸田郁子氏の通訳協力の下、仁川市中区役所
李承善観光戦略室長ほかに対するヒアリング調査を実施し、中区役所としての景観整備の方
針や具体的な手法を明らかにするとともに、一方で都市化が進む新市街地視察を前述の漢重
澤氏の解説とともに実施した。

３）研究調査の具体的内容
（１） 漢陽大学訪問（平成 27 年 4 月 27 日）およびオープンスタジオへの参加（平成 27 年 10 月
24 日）
仁川市では、
「敵性資産」としての日本人居住地区の建築物に近代的な価値を見出すことで、
「保
存」ではなく「保全」していく動きが広まっているが、推進力となってきたのは、漢陽大学の冨
井正憲教授による仁川市旧市街地を対象とした改修プロジェクトである。
冨井教授は学生と共に仁川市において調査を実施し続け、老朽化が進み解体寸前であった日本
人家屋の改修・活用について助言を与えることで、
「pot_R」や「官洞ギャラリー」のように新た
な息吹を吹き込むことで保全につなげてきた。
本調査では、まず漢陽大学の冨井教授の学部 3 年生を対象とした演習に平成 27 年 4 月に北原・
村上・角の 3 名で参加させていただき、学生チームによる中間発表を見学させていただくととも
に（写真 3，4）、10 月に仁川市の官洞ギャラリーで開催されたオープンスタジオでの学生の研究
発表会に、メンバー全員と建築家の蟻塚学氏と共に参加させていただいた。（写真 5,6）。

写真 3 冨井教授による講義風景

写真 4 冨井教授とともに演習に参加する北原
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写真 5 官洞ギャラリーで発表する漢陽大学生

写真 6 建築家伊東豊雄研究を発表する漢陽大学生

（２） 仁川市官洞ギャラリーおよび周辺実地調査（平成 27 年 4 月 28 日、10 月 22 日、12 月 1 日）
今回の調査対象で最も重要な位置づけとなるのが「官洞ギャラリー」である。官洞ギャラリー
の 1 階には日本の伝統工芸品が展示・販売されており、遠足で訪れる高校生の関心を惹きつけて
いる。奥はゲストハウスとしても活用されており、1 部屋 1 泊 5 万ウォン（2 名まで・1 名追加ご
とに＋1 万ウォン）で宿泊が可能である。学生が宿泊するなどして好評を得ているとのことであ
った。2 階は展示スペースであり、後述の冨井教授の研究室の研究成果として、建築模型やパネル
が展示されている。

写真 7，8 六軒長屋の一部を改修した官洞ギャラリー

写真 9

1 階のギャラリー部分

写真 10 ゲストハウス部分
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かつては天井で閉ざされていた屋根裏部屋は、改修工事の際、天井を除却したところ発見され
た。骨格は当時のまま残されており、その中心を 90 年前の一本の大木が貫く形で、隣の家屋とつ
ながっている。この大木が、
「六軒長屋」としてのつながりを証明しているのである。ベランダ裏
には裏庭があり、当時はそこで近所同士の「裏庭コミュニティ」が形成されていた。
「官洞ギャラリー」経営者であり作家・翻訳家の戸田郁子氏によると、官洞ギャラリーがオー
プン後、仁川市に縁ある人物の訪問が増加している。親族がかつて仁川市に居住していた痕跡を
知る目的の訪問者や、自身が居住していた家屋を探す目的の訪問者など後を絶たない状況である
という。

写真 11，12 官洞ギャラリー屋根裏

戸田氏自身も、仁川市の歴史ある住宅に居住していることで、家が人生に作用し、仕事させ、
考えさせるという現象が起きていると述べている。単に寝て食べるという意味の家ではなく、歴
史も含めて保全する家であり、次に引き継ぐことでまちのためにもなるという考えに至っている。
官洞ギャラリーが改修オープンしたところ、ギャラリーと同じ通りに面していた空き家の 2 軒
が売却され、新たな居住者が入居する予定である。周辺でも、空き家のまま放置されていた日本
人家屋に対してリノベーションを取り入れ、若い経営者によりカフェがオープンするなど、歴史
的保全というよりも現代風に保全する動きが広まっている（写真-13,14,15,16,17,18,19）。さら
に、近隣の資産価値や地価も上昇し続けているということであり、点としての空間整備のみなら
ず、面としてのエリアマネジメントが確実に進み始めている。

写真 13，14 「pot-R」に隣接する空き家のリノベーション（左 2015.10，右 2016.2）
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写真 15，16 老朽空き家のリノベーション（左 2015.10，右 2016.2）

写真 17，18 上記リノベーションの現場

（３） 仁川市中区役所に対するヒアリング調査（平成 28 年 2 月 22 日）
仁川市の旧市街地を対象エリアとして設定し、推進されている「近代景観保存プロジェクト」
について、仁川市中区役所の李承善氏にヒアリング調査を実施した（写真-18,19,20）。
当プロジェクトでは、行政（仁川市中区）が指定する顕彰施設（文化施設やギャラリー）に対
して 300 万ウォン（日本円で約 30 万円）、準顕彰施設に対して 150 万ウォン（日本円で約 15 万
円）の支援金が支給される。ただし、私的改修への補助は設けられていない。また、用途は商業
系を対象とし、住宅系は対象外である。

写真 19，20，21 仁川市中区役所ヒアリング調査の様子

しかし、若干ここで問題なのは、そもそもこのプロジェクトが、観光施策の一環として行われ
ている点である。このプロジェクトのきっかけは、旧日本人居住地区に隣接する中華街の反映を、
ぜひ地域整備に活かしたいという中区役所の思惑であったという。中華街は、日本の横浜や神戸
で見られる景観とほぼ同一であり、けして美しい街なみとはいえない状況である。また、中華街
の経営者たちは、旧日本人居住地区にも進出し始めており、和風建築を模した、建築意匠的には
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かなり問題のある建物の増えて起きており、このプロジェクトの資金を活かした真の景観整備の
必要性が大きくなってきている状況にある。
また、一方で、中区役所は、中華街に隣接する密集市街地を、旧日本人居住地区の景観整備と
は全くコンセプトの異なる観光戦略に走ってしまっており、中華風、和風、そしてディズニー風
の混合した地域になってしまいそうな気配でもある。

写真 22 仁川市中区役所による開港場文化地区における近代景観資産プロジェクトパンフ（オモテ）

8

写真 23

仁川市中区役所による開港場文化地区における近代景観資産プロジェクトパンフ（オモテ）

写真 24 仁川市中華街の独特な景観

写真 25 日式建築に似せた景観整備
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写真 26，写真 27 仁川市が進める童話村整備！？

それでも、近代遺産プロジェクトの支援金を活用しリノベーションを実施した物件第 1 号が、
かつては荷役会社事務所兼住宅として使用されていた町屋様式の日本人家屋を、カフェとして改
修し 2012 年にオープンした「pot_R」である（写真 21～23）
。現在は店舗空間である 1 階は事務所
に、2 階と 3 階は住居空間として使用されている。

写真 21 「pot_R」外観

写真 22 「pot_R」店内

写真 23 「pot_R」2 階の和室

このような事例の他にも、同様のリノベーションが本格的に始まりつつあり、今のうちに、左
記に示したような観光戦略的な景観整備の方策を見直していくことが必要であるとの認識を、今
回のツアーに参加した、建築家の蟻塚学氏は示している。
ソウルの北村や西村は韓屋、いわゆる韓国の伝統的家屋をレストランや民泊施設にリノベーシ
ョンしている。形態はそれなりに踏襲して、新たな機能をつけているだけである。仁川の景観整
備も、そのような進め方をしながら、冨井教授の指導する官洞ギャラリーや「pot R」のような整
備が非常に有効であると考える。

写真 24，25 ソウル市西村の韓屋を活用したゲストハウス群
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３．まとめ及び今後の課題
今回の事業では、当初、漢陽大学の冨井正憲教授にご協力いただき、仁川市旧市街地のリノベ
ーションの事例を見学させていただく程度のことを考えていた。しかし、当該地区は、予想以上
に課題が大きく、しかし、それ以上にポテンシャルを持つ地域であることが明らかになった。
特に、今回、ご同行いただいた弘前市民のお二人には、重要な示唆をいただけた。建築家の蟻
塚学氏は、弘前大学近くの富田大通り沿いの旧中華食堂を現代風のパン工房「cona」にリノベー
ションをした技術を持っており、そのプロの眼からも、動かしてみたい物件がかなりあったと思
われる。
また、路地裏探偵団を率いる団長として著名な坂本崇氏は、仁川市の旧市街地内の細い路地に
積極的に入り込み、街なみの奥深さを学生たちに指導していただいた。また、彼と一緒に対照地
区として見学したソウル市の西村でも、次々に路地に入り込むことで、韓屋の宿泊施設を見つけ
ることができ、感謝している。
なんと言っても、感謝すべきは、官洞ギャラリー主宰の戸田郁子氏である。彼女自身も、この
ような活動のおかげで、考え方が変わってきたという言葉が印象的であった。
特に、周辺地区の住民との関係性が、かなり変わってきたという。一つは、戸田氏自身の意識
変革である。住宅が人生に作用し、仕事をさせ、考えさせる力を持っているとは、正直考えても
いなかったそうである。単に寝て食べるという意味ではなく、歴史も含めて保全する家。次に引
き継ぐことが街のためにもなる、ということを痛感されているそうである。
その成果は、周辺に波及効果をもたらし、官洞ギャラリーに近接する空き家の 2 軒が売却さ
れ、新たな居住者が入居する予定である。また、空き家のまま放置されていたその他の日本人家
屋も、若い経営者によりカフェに改造され、次々とオープンしている。今や、リノベーションを
中心とした保全ブームの到来といっても過言ではない。それによって、近隣の資産価値や地価が
上昇し、地域住民にも喜ばれているという事実がある。
とはいえ、四度調査に訪れ、様々な方々のお話をうかがい、行政担当者の話も聞くことによっ
て、いくつかの課題も明らかになってきた。
日式建築の保全改修を中心にしたエリアマネジメントが確実に進み始めている仁川市の旧市街
地ではあるが、先にも述べたように、中区役所は観光戦略の一環としてその施策を推進してい
る。そのため、観光に結びつきそうもない多数の空き地は、日式建築が解体されてそのまま更地
になってしまっており、なかなかリノベーションが進まないのも仕方がない状況にある。しか
も、仮にリノベーションを進めようとしても、築 100 年の旧日本人家屋の老朽化は、改修コスト
を上昇させてしまい、それでも活用したいというニーズを高めない限り、空き家の増加を止める
ことは不可能である。
一方で、仁川市中区議会では、開発推進派と近代遺産保存派との対立が顕著になっているた
め、市全体で保存に取り組んでいく体制には至っていない。童話村のような取り組みは、そこか
ら出てきた産物であるとも言える。
空き家だけではなく、周囲の空き地をも対照としたエリアマネジメントが喫緊に必要であり、
我々は、今後も継続的に研究調査を続けていきたいと強く感じる次第である。
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仁川市における旧日本人居留地の住環境整備に関する研究
Study on Improvement of Living Environment in Old Japanese Settlement in Incheon City
北原 啓司*・村上 早紀子**
Keiji Kitahara*, Sakiko Murakami**

キーワード：日本人居留地, 仁川市, 敵性資産, リノベーション
Keywords: Japanese Settlement, Incheon city, Hostile Property, Renovation
かつては閑静な漁村であった仁川市であるが、1883 年に
仁川港が開港されると、大規模な土木工事が一気に進み、
市街地が造成されていく。
同時に大量の日本人が移り住み、
日本人居住地として拡大、
日本人家屋が建築されていった。
仁川市における日本人の居住が正式に承認されたのは、
金（1985）1)によると 1883 年 9 月 30 日であったが、実際は
その 1 年前から、日本の領事館新築と居留地設定準備は進
められていた。
1883年は348人であった日本人居住者数は、
日清戦争が勃発した1895 年には4,148 人にまで増加してい
る。さらに、韓国併合が決定された 1910 年には 13,315 人
にも及び、併合以降は韓国人を追いやるようにして日本人
居住地が拡大していった。また、開港当時の住宅 75 戸は、
併合時は 3,446 戸にも及んでおり 2）、27 年間という短期間
で諸外国人を含む約 5 万人の都市に変貌することとなった。
しかしその後 1945 年の日本の敗戦、韓国の解放により、
仁川市では多くの日本人家屋が解体されていくこととなる。
建物自体の著しい老朽化が理由の一つに挙げられるが、韓
国人にとって当時の辛い記憶を思い起こす素となる日本人
家屋に対する負の遺産であるという認識が多くの家屋の解
体につながり、仁川の旧市街地はオールドタウンと化し、
旧住民の多くは次々と転出していくこととなった。

1. 研究背景及び目的
我が国の第二次世界大戦後の復興計画は、多くの都市で
戦災のダメージから区画整理により前に進むというスタイ
ルにより、実施されていくことになるが、かつて日本人が
居住していたアジアの各地においては、市街地がそのまま
残りながら、日本人が命からがら帰国することとなり、そ
こは、復興のシンボルとなるような開発計画の対象となる
のではなく、ある意味で歴史から忘れ去られたような位置
づけのまま、住環境改善の進まない地域として、空洞化が
進むしかない状況にあった。
しかし、昨今の歴史認識の問題等を含む歩み寄りの経過
の中で、日本人により開発された建築あるいは町並み資産
に関する意識は明らかに変化してきており、ようやく地域
の再生計画が始まりつつある
そこで、我が国の戦災復興計画とは明らかに異なる旧日
本人居留区の住環境整備および地域の再活性化に関する動
きを、関係者のヒアリング等を中心に明らかにすることを
目的とする。
2. 研究方法
仁川市の旧市街地を対象とし、現地調査とヒアリング調
査により、日本人居住地を含めた住環境の成立と変遷につ
いて明らかにする。なおヒアリング調査に関しては、仁川
市旧市街地において改修プロジェクトを推進してきた漢陽
大学の冨井正憲氏、後述の「官洞ギャラリー」経営者であ
り作家・翻訳家の戸田郁子氏、ツアーコンサルタントの韓
重澤氏を対象としている。

4. 保全政策にみる新たな住環境整備のゆくえ
一方で近年、負の遺産と見なされてきた日本人家屋を、
近代的な価値「敵性資産」
（敵産家屋）として捉え直すこと
で、保全する動きがみられ始めている。それが「近代景観
保存プロジェクト」である。このプロジェクトでは行政（仁
川市中区）が指定する顕彰施設（文化施設やギャラリー）
に対して 300 万ウォン（日本円で約 30 万円）
、準顕彰施設
に対して 150 万ウォン（日本円で約 15 万円）の支援金が支
給される。
ただし、
私的改修への補助は設けられていない。
近代遺産プロジェクトの支援金を活用しリノベーション
を実施した物件第 1 号が、かつては荷役会社事務所兼住宅
として使用されていた町屋様式の日本人家屋を、カフェと
して改修し 2012 年にオープンした「pot_R」である（写真
-1,2,3）
。現在は店舗空間である 1 階は事務所に、2 階と 3
階は住居空間として使用されていた。

3. 仁川市における日本人居留地の形成と変遷の過程
仁川市は、首都ソウル市から約 40km 離れた西部に位置
する人口約 250 万人の港湾工業都市である。仁川駅を降り
目前に見えるチャイナタウンをさらに東に進むと、
「仁川旧
日本人街」
の形成跡が見受けられる。
この旧日本人街には、
韓国植民地時代に建設された日本人家屋をはじめ多くの日
式建築物が残存している。

*正会員 弘前大学大学院地域社会研究科 教授(Graduate School of Regional Studies, Hirosaki University)
**学生会員 弘前大学大学院地域社会研究科 博士後期課程(Graduate School of Regional Studies, Hirosaki University)
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写真-1 「pot_R」外観

写真-4 6 軒長屋

写真-2 「pot_R」店内

写真-3 「pot_R」2 階の和室
また、今回の調査対象で最も重要な位置づけとなるのが
「官洞ギャラリー」である（写真-4,5）
。官洞ギャラリーの
1 階には日本の伝統工芸品が展示・販売されており、遠足
で訪れる高校生の関心を惹きつけている。奥はゲストハウ
スとしても活用されており、1 部屋 1 泊 5 万ウォン（2 名ま
で・1 名追加ごとに＋1 万ウォン）で宿泊が可能である。学
生が宿泊するなどして好評を得ているとのことであった。
2
階は展示スペースであり、冨井教授の研究室の研究成果と
して、建築模型やパネルが展示されている。
かつては天井で閉ざされていた屋根裏部屋は、改修工事
の際、天井を除却したところ発見された。骨格は当時のま
ま残されており、
その中心を 90 年前の一本の大木が貫く形
で、隣の家屋とつながっている。この大木が、
「6 軒長屋」
としてのつながりを証明しているのである。
ベランダ裏には裏庭があり、
当時はそこで近所同士の
「裏
庭コミュニティ」が形成されていた。
戸田氏によると、官洞ギャラリーがオープンした後、仁
川市に縁ある人物の訪問が増加している。親族がかつて仁
川市に居住していた痕跡を知る目的の訪問者や、自身が居
住していた家屋を探す目的の訪問者など後を絶たない状況
であるという。
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写真-5 官洞ギャラリー屋根裏部屋
戸田氏自身も、仁川市の歴史ある住宅に居住しているこ
とで、家が人生に作用し、仕事させ、考えさせるという現
象が起きていると述べている。単に寝て食べるという意味
の家ではなく、歴史も含めて保全する家であり、次に引き
継ぐことでまちのためにもなるという考えに至っている。
官洞ギャラリーが改修オープンしたところ、ギャラリー
と同じ通りに面していた空き家の 2 軒が売却され、新たな
居住者が入居する予定である。周辺でも、空き家のまま放
置されていた日本人家屋に対してリノベーションを取り入
れ、若い経営者によりカフェがオープンするなど、歴史的
保全というよりも現代風に保全する動きが広まっている。
さらに、近隣の資産価値や地価も上昇し続けているという
ことであり、点としての空間整備のみならず、面としての
エリアマネジメントが確実に進み始めている。
5. 解体と保全の狭間における住環境整備の可能性とは
エリアマネジメントが明らかに進み始めているものの、
実際はエリア内には多数の更地が点在している。また築
100 年の旧日本人家屋は老朽化が進み、空き家も増加して
おり、これからがマネジメントの正念場である。
また、仁川市中区議員においても、高度制限を解除する
開発推進派と、近代遺産保存派に分裂しており、市全体で
保存に取り組んでいく体制には未だ至っていない。
今後は単に空き家のリノベーションにより、住宅を再生
するのみならず、周囲の空いた空き地も巻き込みながら、
地域全体のマネジメントが必要になると思われる。
1）金竜河（1985）
、
「仁川市街地の形成と変遷について─初期都市の形成と
日本の影響─」
、日本建築学会大会学術講演梗概集
2）姜信龍（1993）
、
「韓国・近代開国期における公園の開設過程とその特徴」
、
造園雑誌 57、pp16-33

