
の持続可能性確保方案 1)、U Shin-gu らの持続的な都

市再生の条件 2)、Lee Jung-mok らの都市再生事業活

性化のための自治体省庁間協業レベル診断 3) 等、都

市再生特別法の制定以前の研究や制度導入後の事業支

援と事業推進レベルの指針付けの性格を持つ既存研究

がある。しかし、新たな都市再生事業の安定的かつ持

続的推進のための政策要因を総合的に分析、提示する

研究は見つからない。

2. 韓国の都市再生

2-1 韓国の都市再生事業の変遷

 1970 ～ 80 年代の急速な産業化、都市化を経験しな

がら発生した旧都心スラム化現象がおこった。過去の

住宅再開発の流れは、民間主導の全面撤去再開発方式

を取ったことで、ソウルの経済を復活させた。しかし、

地域の歴史性と場所性の喪失につながり、首都圏と非

首都圏の不均衡問題がさらに深刻化した。21 世紀に

入り、従来の再開発政策の限界に対する考慮と同時に、

高齢化の増加、住宅普及率 100%、多様な社会構成員

の生活の質の改善や社会的両極化解消、物理的環境改

善などが求められた。このような必要性を満たす新し

い都市政策が求められ、2013 年都市再生特別法が成

立し、2014 年都市再生の先導地域が試験的に施行さ

れた (図 1)。
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1. はじめに

1-1 研究の背景

  韓国の高度成長時代に実施された収益性中心の都市

整備事業は、ソウル市の一部を除いては、居住環境の

改善に役立っていないといわれる。近年、地方の衰

退地域で都市再生への関心が高まっており、2013 年

6 月に都市再生の活性化及び支援に関する特別法 ( 以

下、都市再生特別法 )が制定され、多様で新しい都市

再生事業の推進が期待され、住民は短期間の物理的環

境改善を求めているが、財源調達の困難、事業者の力

量不足などの課題が指摘されている。

1-2 研究の目的

 本研究は、持続可能性を確保できる都市再生事業の

要因を明らかにすることを目的とする。加えて、要因

の優先順位など、都市再生事業の継続的推進に資する

情報を提示したい。

1-3 研究の方法

 まず、文献検討により抽出された重要要人間の優先

順位を定めるために AHP 専門家分析を行う。次に、韓

国最初の近隣再生型都市再生先導地域の住民を対象に

アンケート調査を行う。さらにアンケート結果の IPA

分析に基き、今後の韓国における近隣再生型都市再生

事業の改善方向を示す (図 2)。

1-4 既往研究

 都市再生特別法制定以降、都市再生事業の持続可能

性に関する研究は、Park Jung-eun らの都市再生事業

図 1　研究フロー

図 2 研究のフロー 図 1 韓国都市再生関連法の変遷
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2-2 韓国の都市再生事業の類型

 都市再生特別法による都市再生の類型は、活性化計

画の目的と性格により「都市経済基盤型」と「近隣再

生型」に区分される ( 図 3)。都市経済基盤型は、国

の核心的な機能を担う都市計画施設の整備開発と連携

し、複合開発などを通じて都市に新たな機能を与え、

雇用基盤を創出するための地域を対象に選定し、近隣

再生型は近隣住居地域と衰退した商業地域の活性化の

ための地域を対象として選定する。このような新たな

韓国型都市再生モデルを実施するために都市再生先導

地域を選定し、事業が進められた。

2-3 都市再生先導地域

 2013 年 12 月に選定された都市再生の先導地域は都

市経済基盤型 2 ヵ所、近隣再生型 11 ヵ所である ( 図

4)。都市再生先導地域に指定された多くの地域は衰退

以前に該当地域または近隣の経済、文化、産業などの

中心的な役割をしていた旧都心及び近隣の中心地域で

ある。これらの地域は、外郭開発や産業構造の変化な

どによる人口減少、産業体数の減少など、類似の衰退

傾向がある。長い間、地域の中心的な役割を担ってき

た地域であり、地域の資産、特性により、異なる再生

方法を模索している。都市再生先導地域では 2014 年

から 2017 年まで都市再生事業が計画され、政府の財

政支援による最初の都市再生事業して意味がある。

3.AHP 分析による都市再生事業の重要要因分析

3-1 アンケート調査、分析の概要

 事業完了の多数を占めている近隣再生型に注目し、

都市再生先導地域の専門家 40 人を対象として ,2019

年 10 月 15 ～ 29 日の約 2 週間にかけて実施した ( 表

1)。AHP 分析を活用し、(1) 上位階層 4 つの要因間の

重要度、(2) 各上位階層内の下位要因間の重要度、(3)

上位階層と下位階層の要因を総合した 16 つの下位要

因間の重要度分析を行った ( 図 5)。この分析を通じ、

近隣再生型の都市再生先導地域専門家の一般的な要因

の重要度が分かる。

3-2 階層別、全体階層間の要因重要度

(1) 上位階層の要因間重要度

 4 つの上位階層の中で、 住民の事業参加レベル等か

らなる‘地域力量’が最も重要な要因として把握され

ており、‘財源調達可能性’、‘事業推進協業体系’、‘計

画樹立過程∙内容’の順で重要度差が分析された。

(2) 下位要因間の重要度

 上位階層の都市再生事業の計画樹立過程、内容の側

面からは、‘地域主体参加’、‘与件診断’、‘事業コン

テンツ’、‘事業間連携性’の順となる。

 財源調達可能性の側面からは、‘中央からの支援レベ

ル’、‘自治体財政与件’、‘民間投資与件’の順となった。

 都市再生事業の事業推進協業体系においては、‘事業

図 3 韓国都市再生の体系 

図 4 都市再生先導地域 (2014) 

表 1 1 次アンケートの対象

図 5 都市再生事業の重要要因 
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現場中心の協業体系’、‘自治体内部協業’、‘官民協力’、

‘中央省庁間の協業’の順となる。

 地域力量の側面からは、‘都市再生支援センター’、‘自

治体行政の力量’、‘地域共同体力量’、‘地域住民の事

業理解、参加レベル’、‘地域共同体の力量’順で重要

度が高い (表 2)。

(3) 全体階層間の要因重要度

‘中央支援レベル’が、16 の個々の要因の中で最も重

要な要因として把握されており、地域の力量と関連し

た‘都市再生支援センター’も他の要因に比べて相対

的に重要性が高く評価された。その他にも‘自治体財

政与件’、‘自治体行政力量’等が都市再生事業継続性

のための重要な要因と把握された。反面、相対的に低

い重要度の要因としては‘事業間連携性’、‘中央省庁

間の協業’、‘事業コンテンツ’などがある (図 6)。

4.IPA 分析による都市再生事業重要要因の満足度、重

要度分析 (住民 )

4-1 アンケート調査、分析の概要

 AHP 分析は、専門家を対象に持続可能な都市再生の

ための重要要素と優先順位を算出する方法であり、

IPA 分析は、住民自らが重要と考え、満足あるいは不

満足に評価する都市再生考慮要素を分析できる方法で

ある。都市再生先導地域の中で、事業が完了した近隣

再生事業地域の代表である昌信∙崇仁洞地域の住民 40

人を対象とし、2019 年 12 月 20 ～ 24 日かけてこれら

の分析を用いるためのアンケート調査を実施した。そ

れぞれの分析結果を比較することにより、当該対象地

の再活性化と安定した居住空間づくりのために定めら

れた予算内で優先的に解決すべき問題を確認すること

ができる。また、専門家集団と住民の意見の相違を確

認し、今後の持続可能な村のための戦略的示唆を導き

出すうえで有用な情報を提供することができる。

4-2 ソウル市鍾路区昌信∙崇仁洞都市再生先導地域

 昌信∙崇仁洞は住居、産業、文化と歴史が共存する場

所で、ソウル市昔の都城の原型保存されている地域で

ある。1970 年代後半からは、清渓川周辺の縫製工場

が多く移動し、昌信、崇仁地域が東大門平和市場の背

後生産地として位置づけられるようになった。2000

年代前後に縫製産業が中国、東南アジアなどに移転

し、地域経済の基盤が徐々になくなり、多くの縫製人

が離れ、活力を失ったまちは急速に衰退した。その後、

ニュータウン事業をめぐる住民の対立で共同体が二分

し、基本的な維持管理の投資まで途絶えていた昌信∙

崇仁は、ますます衰退してしまった。その間、ニュー

タウン事業に反対する住民が多くなり、長い間自治体

との戦ってきた。結局 2013 年、全国で初めて住民の

意志によるニュータウン地区全体が解除された事例と

なった。昌信∙崇仁都市再生支援センターの設置とと

もに 2014 年 9 月、昌信∙崇仁都市再生活性化計画が本

格的に始まった。昌信∙崇仁都市再生の活性化計画は

ニュータウン反対活動と先導地域指定の準備過程にお

ける住民意見の調査と協議内容を基に、住民説明会、

ワークショップ、都市再生運営協議会等を開き、行政

や、都市再生支援センター、住民から、地域のニーズ

とそれに応じた都市再生のアイデアを求め、活性化計

画は成立した。

4-3 分析結果と解釈

 重要度が高い項目を見ると、‘中央からの支援レベ

ル’、‘民間投資与件’、‘与件診断’、‘自治体財政与件’

の順となった。‘中央省庁間協業’、‘事業連携性’、‘都

市再生支援センター’、‘住民参加事業運営管理’の順

で相対的重要度が低いと判断される。高い満足度と重

要度を示す 1 象限の属する項目は、‘中央からの支援

レベル’、‘ 自治体財政与件’、‘ 民・官協力’‘ 地域

表 2 都市再生事業の要因別重要度 

図 6 全体要因間の重要度 
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住民の事業理解、参加レベル’、‘地域共同体力量’‘自

治体行政力量’となっている。重要度に比べて低い満

足度により、優先的に改善すべき項目は、‘与件診断’、‘ 

事業コンテンツ’、‘民間投資与件’が 2象限に属する。

重要度と満足度のいずれも低い 3象限には‘自治体内

部協業’、‘ 住民参加事業運営管理’、‘都市再生支援

センター’が属している。4 象限に属している‘事業

連携性’、‘地域主体参加’、‘中央省庁間協業’、‘事業

現場中心協業体系’ は重要度は低いが、満足度は高い

項目であり、改善の努力は止揚すべき項目である (表

3、図 7)。各上限を分析することにより、以下のこと

が分かった。

(1)‘事業連携性’、‘地域主体参加’のような項目は、

他の項目に比べて順次考慮すべき項目であると考えら

れる。道路や基盤施設など全体的なインフラの変化が

少なければ、結局、実際の体感度は低いことを意味す

る。また、住民はポンプ事業、省庁協業事業など各事

業が円滑に連携しているかどうかよりは、早く、目に

入ってくる変化がほしいと解釈される。基本的な環境

が劣悪である地域は、生活環境の改善が行われた後、

まちのアイデンティティやアイデアを通じた再生とな

るべきものと判断される。

(2) 民間投資が従来より少なくなった近隣再生型の特

性上、中央政府からの支援レベル、当該自治体の財政

与件をかなり重要な項目として判断されているが、成

果が早い民間開発も重要と考えている住民が多い。

(3) 中央省庁間の協業、事業現場中心の協業、支援セ

ンターの設置などの重要度は低い。

(4) 過去の都市再生事業の経験により、進め方や支援

体系などを理解し、住民が自発的に参加し、それを専

門家が地域共同体協力することに対して肯定的であ

る。しかし、行政的の支援は重要であるが、新たに導

入された都市再生支援センターの役割に対しては、そ

の価値を理解していない住民が多い。

5. おわりに

 本研究は、韓国の新たな都市再生事業の割を占める

近隣再生型一般地域の先導地域である昌信∙崇仁地域

を対象として、専門家と住民に対するアンケート調査

と比較分析をもとに、以下のことを明らかにした。

(1) 都市再生事業近隣再生一般地域に対して専門家を

対象としたアンケート調査により、持続的で成功的な

推進のためには、地域の力量を高める努力が積極的に

必要であり、地域主体が積極的に参加する事業現場中

心の協力が行われるよう、都市再生支援センターの機

能を活用する必要があることを示した。

(2) 昌信∙崇仁の住民を対象としたアンケート調査に

より、環境が劣悪な地域では、新たな事業コンテンツ

や事業の連携再生よりも生活環境の改善を優先すべき

であり、成果が早い民間の開発の採用もを住民は望ん

でいる。また、産官民の協力と住民の自発的な参加に

対して肯定的に考えているが、その役割を担う都市再

生支援センターについての理解が進んでいない。

(3) 専門家と住民との比較では、‘中央からの支援レ

ベル’や‘自治体財政与件’等事業費に関わる要因に

関しては、双方が両方重要視している。一方で、都市

再生事業を持続するために‘都市再生支援センター’

を重要視する専門家と、持続よりも劣悪な基盤施設等

の目立つ変化を重要視する住民との間に意識の差がみ

られた。

表 3 IPA 分析の結果 

図 7 IPA Matrix 上の所属 
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