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新たな郊外住宅の模索
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ことになった。この時期では、都市地

なかった。

域の管理体制の整備に重点をおいて、

このような深刻な住宅問題は、当

人口の抑制および国土の均衡をはか

然に劣悪な住居環境をもたらした。

る計画まで考える余裕がなかった。

当時のソウルにおける多くの住宅で

その結果、都市地域は人口の過飽和

は、1 戸の内に2 〜 3 世帯が同居して

状態になり、深刻な住宅難に直面す

いた。戸建て住宅内の1つの部屋だ

ることになった。もっとも深刻なとこ

けを賃貸した結果、玄関や正門、水道、

ろはやはり首都ソウルであった。

トイレなどの施設を家の持ち主と賃

まるで大きな潮流のようにソウル
へ流れ込んだ人口のために、ソウル

借人が共同で利用するような非常に
劣悪な居住環境であった。

市は1970 年代から1980 年代に至るま

さらに不動産価格が暴騰する問題

で、大々的な人口の収容政策を展開

まで生じたので、政府はソウルの周

韓国の首都ソウルを離れて車で走

し、住宅の供給に拍車をかけた。主

辺のグリーンベルト（1970 年代にソ

ると、
「いつのまにこんなに変わった

に漢江の以南の「江南」という地域

ウルの空間的な拡大を抑制するため

のか」とびっくりするほど、郊外の

の開発が本格的に行われ、1980 年の

に指定した開発制限区域）を越えた

変貌は激しい。韓国の郊外化の経緯

以後の10 年間、ソウルの住宅数は、

郊外地域への住宅地開発計画を樹立

や過程は、じつに劇的である。

当初に比べ 88.2％増加した。そのよ

することになった。これが 1980 年代

うな多くの住宅供給にもかかわらず、

末に始まった5 大ニュータウン開発

の面積は、全国土の11.8％にすぎな

1990 年の当時、ソウルの住宅の充足

であり、このニュータウンの開発か

いが、ここに居住している人口は全

率はたった57.9％で、ソウルの全人

ら韓国の郊外化は本格に進んだとい

国の総人口の 48.1％（2005 年）を占

口を収容するためにははるかに足り

える。

住宅難と郊外化

首都ソウルとその周辺部の首都圏

めている。人口だけではなく、経済
や産業もほぼ同率で集中している。
したがって、韓国での郊外化は主に
首都圏で進行していることであると
いえる。さらに、それはわずか十数
年の短期間で急速に展開されたので
ある。
朝鮮戦争が終わった後、韓国政府
は1960 年代から高度の経済成長をめ
ざした産業化政策を実施した。また、
その産業化とともに都市化政策を実
施し、都市地域を整備し始めた。こ
のような人為的で早急に実行された
産業化および都市化の政策は、結局
大都市への人口流入を加速化させる
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写真1 第一期のニュータウン計画の集合住宅。
「板状型アパート」で周辺の自然景観を遮蔽している

このような背景から、急速に展開
された郊外住宅開発のほとんどは集
合住宅であった。この時期の 5 大ニ
ュータウンの一つである「一山新都
市」を例にとると、1989 年に「宅地
開発予定地区」として指定したのに
1992 年にもはや一次の入居が始まり、
1995 年には開発事業を完了した。こ
のような短い期間内に200 万戸の住
宅を供給する方法は、ほぼ 20 階ほど
の超高層集合住宅の計画しかなかっ
た。このような高層集合住宅が中心
となる住宅地の開発はソウルの市街
地でも同じ状況であった。その結果、
1990 年に46.0％を占めていた戸建て
住宅の比率は、2000 年には 25.5％ま

写真2 第一期ニュータウンの多家口住宅団地。3〜6世帯の集合住宅。建物の形態や構造的には確
かに集合住宅であるが、規模が小さくて韓国の建築法では戸建て住宅として分類されている

で落ち込んだ。
さらにこれは、
「多家口住宅」とい
う超小型の集合住宅も含めた数値で
あるため、純粋の戸建て住宅の比率
は、10％未満となっていると考えら
れる。郊外の場合も同じ状況で、こ
の時期に建設された5 大ニュータウ
ンの戸建て住宅の比率も10％未満で
あった。先に例としてあげた「一山
新都市」は、戸建て住宅の比率が 8.7
％であるが、もちろんこの中には多
家口住宅も含んでいる。
さらに、戸建て住宅のための敷地
を供給したのはニュータウンのみであ
った。5 大ニュータウンの建設の後、
ニュータウンの周辺に雨後の竹の子

超えることになった。

まず、効率と経済性が優先され、

のように生じた高層集合住宅団地の
中には戸建て住宅地は皆無な状況で

点を惹きおこした。

第一期のニュータウン計画

住宅の形態および空間の構造、機能

前 述のように1980 年 代末に始ま

などのすべてが基準化され、住宅の

このように1980年代の末から本格

り、1990 年代までに完成した郊外の

外観も一律的なデザインとなってい

に行われた韓国の郊外住宅地の開発

ニュータウンを第一期のニュータウ

った。同じ形態の住居を一列に並べ

は、
「夕立」のごとく一気に数多くの

ンという。短期間に行われた多量の

て一つのブロックになったものを基

集合住宅を供給することであり、そ

住宅の供給のために、住宅の値段は

本形態とし、それを垂直に積み重ね

の結果、1980年に67 万8 千戸であっ

安定して、ソウルの劣悪な居住環境

たもので、韓国ではこのような形態

た首都圏の住宅数は、2000年には191

の問題もある程度は改善されたこと

の集合住宅を「板状型アパート」と

万6 千戸と2.8 倍に増加した。2004 年

は評価をするべきであるが、量的供

いう。

になっては住宅の充足率が 100％を

給中心の住宅政策はまた多くの問題

あった。

しかし、このような板状型アパー
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環境汚染・破壊などさまざまな社会
問題が引き起こされている。

第二期のニュータウン計画
2004 年には、首都圏だけでなく全
国的に住宅の充足率は100％を超え
るほどになり、第一期ニュータウン
による量的な住宅供給は一旦は成功
したように見えた。しかし、前述し
たように多くの問題点を持っている
第一期ニュータウン計画について反
省されることになり、2000 年以後か
写真3 第一期ニュータウン計画時につくられた戸建て住宅団地

らは、郊外住宅地に対するパラダイ
ムが変わりはじめた
まず、無計画的スプロールを止め
るために、土地利用制度の整備が行
われた。また、首都圏への集中を抑
制するために、中央行政機関および
巨大公共機関や公社などを地方に移
転させ、地方に新しいニュータウン
を計画（革新都市計画）する政策も
実施された。しかし、このような分
散政策を実施したにもかかわらず、
相変わらず首都圏の住宅の需要は増
え続けた。そこで韓国政府は、不動
産価格の安定のためにも、新たに第
二期のニュータウンの計画を発表し
た（注）。
この第二期ニュータウンと地方の
ニュータウン（革新都市）は、第一

トがずらりと並んでいる街路景観は、

いる大きな原因でもある。

期のニュータウンの反省から、質的に

自然景観を遮蔽し、息苦しい景観と

高層の集合住宅の間に挟まってつ

も向上した郊外住宅地の建設が目標

なる。韓国人は伝統的に、外部のあ

くられた戸建て住宅団地も、無味乾

とされた。国際的な居住環境レベルを

りのままの景観を重視する自然観を

燥な雰囲気であるのは同じ状況であ

めざし、環境にやさしく二酸化炭素

持っているため、昔から借景による

る。たまに有名な建築家による個性

排出量の削減に貢献し、環境共生の

造園手法が発達してきたが、このよ

的なデザインの戸建て住宅がつくら

積極的な導入、都市のデザインおよ

うな板状型アパートは、周辺の景観

れることもあるが、多くの戸建て住

び公共デザインの質的向上、文化的

をまったく遮蔽してしまう。いつか

宅が似たような西洋式住宅の外観と

なコンテントおよび IT インフラ、ユ

らか知らないが、韓国人はこの板状

なっている。

ビキタスシティなどの導入を実践項

型アパートを「マッチ箱アパート」

さらに、第一期のニュータウン開

目としている。

と自嘲的なニックネームで呼ぶこと

発のような急速な郊外化は、人口の

特に、最近はデザインの重要性に

もある。また、個性のない空間構造

集中を加速化させ、ニュータウン周

ついての認識が高まっており、住宅

や建物の配置も居住者に嫌がられて

辺部では無計画的なスプロール化、

の外観およびインテリアに対して高
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写真4 最近、郊外に建設された集合住宅団地。タワー型の建物で多様な外観となっている

い水準のデザインが要求される傾向

親和の都市形成の一助とする、屋外

にある。また、住宅地の固有のイメ

階段および屋上の水タンクの設置を

ージを創出し、地域のアイデンティ

禁止する、傾斜屋根の場合、傾斜度

ティを高めるような計画への関心も

は1：1〜1：3の範囲とする、塀及び

高まっている。例の「マッチ箱アパ

正門の高さは1.2m 未満としなければ

ート」の替わりにタワー型のすらっ

ならない、塀の材料は花潅木類など

としたデザインの集合住宅が増えた

を利用した生垣としなければならな

り、住宅の空間構成も多様に変わっ

い、外壁材の色相は周辺環境との調

てきている。

和を考慮しなければならない ペイン

第二期のニュータウンも戸建て住

トなどの彩色を禁止し、材料自体の

宅の比率は依然に低い。しかし、戸

色彩と材質がそのまま見えなければ

建て住宅の計画方向も少しずつ変わ

ならない、公共公園を最大に確保し、

っている。第二期のニュータウンの

保存樹木の植栽率を60％以上としな

一つである「板橋新都市」の戸建て

ければならない、などである。

住宅地は 5.9％を占めている。この戸

2000 年代の中盤に始まった第二期

建て住宅地は、街路景観を制御する

のニュータウンは今も建設が進行中

ための規定が強化されているが、そ

である。量的な供給から質的な変化

の内容の中からいくつを見ると、次

をめざすこれらのニュータウンによ

のようである。

る新しい郊外住宅地は、どのような

平坦な屋根の場合、屋上は庭園と

様子であろうか。今後もさまざまな

して利用しなければならない、屋上

経緯を辿ると思われるが、当初の計

の構造物は街路景観に影響を及ばな

画目標を堅持したよりよい居住環境

い範囲で設置する、屋根は屋上緑化

の創出になることを期待する。

し、緑地空間の最大化と生態・環境

注記：2000年代の後半、韓国の不動産バブルが
崩壊して、過熱していた不動産の市場が急速に
冷却し、住宅の売買が行われなくなった。一方、
賃貸住宅の需要が増え、賃貸の保証金が暴騰し、
新しい社会問題となっている。
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