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１．背景及び目的 
 韓国都市が都市化する過程において、市場は中心的な商業空間の位置を占めてきた。韓国都市の市場

は、近代的な市街地形成の以前から存在しており、市街地開発とともに建設された商業施設とは異なり、

店舗と露店とが集合して一つの商業ゾーンを形成しているという特徴を持っている。これら市場は、今

日の都市空間においては、一般的に、乱雑な景観、都心における非効率的な土地利用、交通・歩行を阻

害する露店の道路不法占用など、様々な問題を持った場所として取り扱われている。しかし、地方、市

街地開発・再開発の結果建設された近代的商業施設も、大量の集客にともなう交通問題の発生や画一な

建物景観による地域性の消失などの問題を有している。市場は、これまで長年にわたって韓国の都市空

間を特徴づけてきた構成要素であり、今後の韓国都市の都市空間のあり方を考える際には、その多様な

景観要素、大量の集客によらない小規模店舗の集合であること、仮設的空間利用による空間のオープン

性維持などの点から、魅力的な空間構成要素であり続けると考えられる１）２）。 

そこで、本研究では韓国都市空間における今後の市場のあり方および活用の可能性を考察するために、

市場の空間利用実態に着目して、市街地の変遷とも関連した市場の空間利用特性を明らかにすることを

目的とする。調査対象地としては、1962 年から工業都市に指定され、韓国の他都市に比べて計画的に都

市基盤整備がなされてきた蔚山市を選んだ。調査方法は、蔚山市の市街地形成と市場の開設時期・分布

状況との関係を明らかにするとともに、実際の市場に対する観察調査によって、その空間構成や業種、

さらには露店の道路占用実態について明らかにした。 

 

２．韓国市場の空間構成の概要 

 韓国の市場は、首都に設置された「シゾン」という常設の公設市場を除けば、主には自然発生的に形

成されてきた「場市（ジャンシ）」という定期市場が中心であった。場市は地域の境界部や城の周りな

どで定期的に数日おきに街路で開設された市場で、地域の生産物を交換する人たちの集まりであった。

このような市場は都市の近代化の過程においても、様々な形態で存続している。 

現在の市場は「流通発展法」によって「大規模店舗」の一つである商業施設として定義されており、

定期市場は「一定区域中で多数の需要者と供給者が定期的あるいは季節的に集まって商品を売買するした

り、用役を提供する場所」と定義されている。さらに行政的には

1980 年以前に登録された市場は在来市場として分類されている。

これは、「市場法」に基づいているが、その定義は、「①毎日多

数の需要者と供給者が来集し物品の売買交換を行う場所、②定期あ

るいは季節的に多数の需要者と供給者が来集し物品の売買交換を行

う場所、③20 人以上の営業者が各令で定めた施設を備えた同一建物

内で物品の売買交換を行う場所」であり、これらについては常設

・定期といった分類はない。1980 年以前の市場は、建物を中心に

する現在の市場とは異なり、街路空間をも含んだ市場領域が形成

されるのが一般的であった。 

表 1３）は、全国の市場数を示したもので、在来市場数、定期市

場数を合わせて示している。全国には、都市化が進んだ大都市に

常設市場が集中しており、地方都市には定期市場が多く開設され

表１ 全国の市場分布数 
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ている。前述のように、在来市場と定期市場が街路空間を利用する空間構成を持った市場と言えるので、

韓国全国では 58％と半数以上の市場が現在も街路空間を利用していると予想される。以下では、蔚山市

を事例として市場の空間構成と街路空間利用の特性を明らかにする。 

 
３．蔚山市の市場の立地特性と分類 

３－１ 土地利用状況と市場の分布 

韓国の工業都市である蔚山市は「太和河」の北の中区に旧市街地が形成されており、南部に産業道路

が開通にともない南区へと市街地開発が拡がってきた。また、東区には工業団地の新規居住者のための

市街地が開発されてきた。これらの市街地を中心に東の海辺は工業地域で、西の方には広大な農村地域

が拡がっている。 

蔚山市の市場の分布は、旧市街地である中区と産業関連居住者の居住地域である東区、新市街地であ

る南区に集中しており、工場地域と農村地域については定期市

場が多く分布していた記録があるものの大方は消滅している

４）。これらを示したものが図 1 である。 

３－２ 蔚山市内の市街地開発と市場の分布 

 市場が多く分布している蔚山市内を中心に市街地開発過程

と市場の分布を調べた。市街地の開発過程と常設市場と定期市

場の分布を示したものが図 2 である。また、蔚山市内の市場に

ついて、市場の建物開設時期と街路における領域形成時期、常

設か定期かの運営方式を示したものが表 2 である。なお、蔚山

市には、法的に登録されている市場は 38 ヶ所あるが、実際に

営業している市場は 46 ヶ所であり、その中で蔚山市の市内に

は 38 ヶ所が分布している。 

図 2と表 2から、旧市街地に多くの常設市場が分布しており、

居住地として 1990 年代に開発された新市街地には定期市場が

設置され運営されている傾向が見られる。これらは農水産物の

円滑な流通のため、生産者と消費者を直接的に結ぶ一つの政策

である。表 2 からは、街路空間を利用する市場が多く、1980

年代以後に開設した 18 ヶ所の市場のうち 3 ヶ所以外が街路空

表２ 蔚山市内の市場の形成時期 

 

      
     図１ 蔚山市の土地利用と市場の分布             図２ 蔚山市内の市街地開発過程と市場の分布 
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間を利用していることが分かる。 

 

４．常設市場と定期市場の空間利用特性 

 蔚山市の市場が店舗と街路空間の利用による領域形成をしている場合が多いことから、店舗と街路に

分布する店それぞれの業種と露店による街路空間の占用実態を調査した。 

４－１ 市場の業種分布 

蔚山市でもっとも古い常設市場である中央市場は、1928 年に倉庫型の建物として開設され、現在は周

辺の店舗と露店によって市場領域を形成している。業種を調べると、建物の店舗と街路の露店では業種

が異なり、街路空間では農水産物の食材の販売を中心に簡単な飲食の露店が多く分布していた。これを

示したものが図 3 である。 

蔚山市の都心部でのもっとも古い定期市場である太和定期市場は、5 日おきの市として、1970 年代か

ら開かれている。太和定期市場での店舗と露店の業種を調べると、太和定期市場の領域内には、常設市

場である太和市場の建物もあり、定期市が開設されない日は店舗が商業機能で発揮し、街路空間は通り

機能を果たす。しかし、定期市の日になると街路空間には露店が多く立地し、街路空間は農水産物の食

材販売場としての商業機能を果たす。太和定期市場の店舗と露店の業種を示したものが図 4 である。 

４－２ 街路空間の利用 

 次に、これら 2 つの市場の街路空間利用について述べる。 

常設市場である中央市場の街路空間利用には、毎日一時的に占用して営業時間外には片付けられる街

路利用と露店が置きっ放しの常設的な街路利用が見られた。片付らける露店はこの街路の側面奥にある

建物内部に収納され（写真 1）、毎日朝に街路空間へと出されて営業の準備をする。これらは、午前 8

時頃から夜 21 時までの営業時間には街路の中央部を占用し、それらの一部には店舗からの商品陳列台も

含まれる。この街路中央部の露店と店舗から店舗前に張り出される商品陳列台によって、商品に囲まれ

た二列の狭い歩道空間を形成される。この街路の占用状況を示したものが図 5 である。軽食を売る屋台

が集まっている街路では、営業時間外でも屋台が置きっ放しにされ街路空間を占用している。中央市場

での営業時間と営業時間外の露店による街路空間占用状況と、公衆用の設備の位置を示したものが図 6

である。公衆トイレと水道に近い部分に飲食の露店が多かったが、露店商人へのヒアリングによるとト

イレはそばにある店舗のトイレがよく利用されていた。 

 一方、太和定期市場では、定期市の日と日常とでは街路の様子が全く異なり、その利用にも特徴があ
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          図３ 中央市場の業種                      図４ 太和定期市場の業種 

      
   写真１ 片付けた露店の置き場の様子       写真２ 日常の太和定期市場       写真３ 太和定期市場 
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った（写真 2 と写真 3）。日常はわずかながらに街路の端に露

店を出す露天商が、定期市の日には街路の中央部に露店を移し

たり、沿道の店舗から張り出される商品陳列台を街路の中央部

に出したりする利用が見られた。日常の街路空間は通り空間で

あるが、定期市の日には露店商人によって、街路の中央が占用

され、二列の歩行空間からなる商業空間になる。このような太

和定期市場の街路占用状況を示したものが図 7 である。露店商

人へのヒアリングによると、トイレは近くの大型スーパーや寺

院、知り合いの店舗のトイレなどを利用していた。さらに、ヒ

アリングでは、商人の出自について、蔚山市外の他地域からの

移動商人や農産物の自家生産者、農村から団体でやってくる商

人などの多様な形態の商人が参加していることがわかった。 

 

５．考察 

 韓国の市場は、街路空間を活用した「場市」という定期市場

を中心に発展してきたが、近代的な市街地形成過程で、常設的

な建物施設と街路空間を共に利用する商業空間へと変化して

きた。1980 年以後は法的に常設市場と定期市場とに分けて定義

され、新設の常設市場は建物のみを設置することされた。しか

し、蔚山市を対象に調査した結果、市場の建物周辺には街路空

間を利用した市場領域が形成され、そこでは建物と街路に市場

が共存した形態のものが多く存在していた。こうした現状から

は、韓国都市における市場空間の形成には、建物だけではなく

街路空間の活用方策もあわせて考慮しなければならないと考

えられる。 

 蔚山市では、市街地形成過程で伝統的な定期市場が消滅しな

がらも、新市街地では農水産物の流通政策の一つとして定期市

場が運営されているが、ここからは急に形成され、商業施設が

十分でない新市街地では、これらを補完する役割が街路や空地

を利用した市場にあると考えられる。 

 市場の街路空間利用では、常設市場の多くでは毎日、特定の

商人によって街路が固定的に占用されていた。これに対して、

定期市場では、多様な商人によって定期市の日だけ、街路空間

が商業空間として一時的に活用されていた。韓国では、近代的

な市街地形成が行われながらも、これら二つの形態の市場が現存し、どちらにおいても旧来のように街

路空間を利用することが行われている。特に定期市場については、近代的な市街地が形成された後その

地域の商業機能を補完するとともに地域のにぎわいを創出しており、現状の都市構造や都市基盤施設の

体系を保持したままの効率的な街路空間の利用方法として、示唆の大きなものと考えられる。 
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図６ 中央市場の街路占用 

 

 

 
 

 

 
図７ 太和定期市場の街路占用 

図５ 中央市場の街路占用露店の特徴 

営業時間外の街路空間の占用 
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