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１．はじめに 

韓国における農村地域の道路は，地域の交通環境及び農

業生産・流通を向上させ，農村地域の改善に絶対的な役割

を担当しており，その整備程度によって交通便益と農業生

産体系の効果的な運用程度が判断できる重要な要素である．

しかし，従来，韓国の道路政策は中心都市間の道路に重点

を置いてきたため，農村地域の道路状況は都市に比べて著

しく立ち遅れ，地域間の生活水準に深刻な格差が生じてき

た．そのため，韓国行政自治部(1991)は農漁村道路整備法(1)

を制定し，農村地域における道路網構築および道路整備の

長期発展方向の指針となる基本計画をもとに，一貫性のあ

る体系的な農漁村道路整備事業計画を定めた 1)． 

韓国農村経済研究院(1987)によれば，農村地域の道路整

備レベルは，農業生活及び生産活動のための交通利便性や，

地域の空間体系の効果的な運用を判断する重要な要素とさ

れている 2)．そのため，この数十年間，農村地域における

道路整備に着実な投資が行われているものの，これらに対

する全般的な評価と今後の発展方向に関する提示がほとん

どされておらず，全国レベルでは整備実態すら把握できて

いない状況である．さらに，整備体系も確立できていない

まま部分的に整備されるなど，大部分が開発の死角地帯に

取り残されている．こらは，農漁村道路整備法の重点趣旨

である「農村地域の経済活性化」に支障をきたし，大きな

社会的問題として注目されている． 

これまでの農漁村道路における整備効果や評価に関する

研究をみると，農漁村研究院(2005)は，三つの個別地域に

対して農漁村道路整備事業の地域経済への波及効果の分析

と住民満足度の評価を行い，効率的な推進のための政策的

方向を提案している 3)．また，Soo-myong Choi(2002)
 4)は事

例研究地域をとりあげ，農漁村道路整備事業の投資財源の

配分実態の分析を通じた政策的な展開方向を提案している．

これらの研究はいずれも個別地域における農漁村道路整備

の効果を検証したものであり，全体農村の体系的かつ客観

的な分析を行っている研究はみられない．そのため，体系

的な基準のない農漁村道路整備事業への支援により，地域

間の道路整備水準の格差に歯止めはかかっていない． 

よって，本研究では，韓国全体の農村地域を対象に，農

漁村道路整備が地域環境(2)に及ばす影響を把握し，地域環

境を考慮した今後の農漁村道路整備方向をさぐることを目

的とする．なお，以下の3点を研究内容とする． 

①現在までの農村地域の道路整備の推進実績および史的

経緯に関する最も基礎的な現況把握を行い，農村地域

における道路整備の諸問題を確認する． 

②韓国全体の農村地域を対象に，統計指標および農業関

連指標を用いた因子分析により，農村の地域環境を分

析し農漁村道路整備との関連性を把握する． 

③因子得点を用いたクラスター分析より，農村地域の類

型化と各グループへの農漁村道路整備の影響を分析し，

今後の韓国農村の地域環境を考慮した農漁村道路整備

方向を検討する． 

 

２．農村地域における道路整備の実態 

２.１ 道路整備の史的経緯 

韓国では，農村地域の都市化に伴う社会与件の変化への

対応として，各種政策や事業の実施による立ち遅れた道路

状況の向上を目指してきた．以下にその史的経緯および推

進実績を整理する． 

１）地域社会開発事業 

1950年代末，アメリカの支援によって農村地域の道路改

良事業が一部推進した．しかし，当時の投資財源の限界や

技術水準の立ち遅れなどのため，土や砂利による道路の補

修あるいは新設にとどまるなど，質的な劣悪性に加えて実

績も非常に低調であった． 

２）セマウル事業 

1970年から着手され，道路に対する関心と努力が拡大さ

れた．この事業では，基礎的な道路環境改善に重点を置き，

主に集落の路地や進入路，耕作農道の拡張やコンクリート

舗装などの基礎作業が行われた．しかし，農村地域の道路

整備率のうち舗装率は約2割と低い状況であった(表1)． 

３）農漁村所得源道路事業 

1985 年から韓国農林部によって本格的な農村地域の道

路整備が行われ，1987 年以後から，その対象を法定道路(3)
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以外の農村地域の道路に限定して法律的根拠を持つ農漁村

道路事業に変更・施行された．とくに，生産・流通活動へ

の寄与度と住民便益を高める効果が大きく，経済的に妥当

性のある路線を対象とした(表2)． 

４）農漁村道路整備事業 

法律的な根拠なく行われてきた農村地域の道路整備の本

格的な推進のために，1990年に農漁村道路整備法を制定し，

面・里・農道(4)の等級体系を整え法定道路化した(表3)． 

５）機械化耕作路拡張・舗装事業 

耕地整理が完了した農耕地内に農道が設置されたが，道

幅が狭く非舗装状態など，農業機械化，農産物運搬，農業

生産性の向上の障害要因であった．そのため，1995年から

道路法及び農漁村道路整備法に規定されていない道路のう

ち，幅員 4m 以上の農道の車線幅 3m を基準としコンクリ

ートやアスファルトで舗装している(表4)． 

 

２.２ 道路整備の諸問題 

以上の農村地域におけるさまざまな道路政策を踏まえ，

次のような道路整備の問題点を指摘することができる． 

１）道路整備の停滞 

農村地域における道路整備のための各種政策や事業を実

施してきた結果，図1に示すように，構成比では総道路延

長のうち約 40％以上を農漁村道路が占めている状況であ

る．しかし，整備率では，国道および特別広域市道98.1%，

地方道 78.3%，市郡道 60.4％，農漁村道路 25.6%として，

未だに市郡道級以上の国家幹線道路網に道路整備の重点が

おかれてきたことがわかる． 

さらに，表 5 をみると，1991 年以後から 2002 年までの

12 年間，農漁村道路の計画延長 62,398 ㎞ のうち 9,399 ㎞

を推進し，年平均約800㎞を整備してきている．しかしこ

れは，全体の約15%程度に過ぎないものであり，このよう

な状況のまま未整備延長(A-B)を対象に整備事業が推進さ

れるとすれば，整備完了までは約60年以上が必要となる．

政府は今後も10年間で6,210㎞の農漁村道路整備を計画し

ているが，これは全体未整備延長約10％に過ぎず，このよ

うな趨勢であれば今後 70 年以上が所要されることが想定

される．既存の整備道路の中でも道路の老朽化や耐久年限

を勘案すると，これらの事業のより一層の促進が必要と考

えられる．また，近年の事業費の急激な減少により，

1995~1997 年に比べて事業量が半減しており，農漁村道路

に対する地域の需要を勘案すると，事業量の拡大が至急で

あるといえる． 

２）断続的な事業推進 

表 6 に示すように，1998 年から 2002 年の間，農漁村道

路の路線当り年平均整備延長は0.96㎞であり，2002年には

0.80㎞に過ぎない．また，表7に示すように，2002年の場

合，全体の672路線のうち整備延長1㎞以下の526路線が

78.3%を占めており，2 ㎞を超える路線は 2 路線と全体の

0.3%に過ぎない．さらに，1 年間の整備推進の途中に中断

され，何年かの後に再整備されるなど，1 つの路線が継続

的に整備されない場合が多い．このような場合，地域住民

の利用上の不便はもちろんのこと，事業推進の効率性の低

下をもたらしている． 

３）補修及び維持管理の問題 

農漁村道路整備事業が始まって 12 年以上が経過してお

り，整備延長も 9,399km に達している(表 5 の B)．初期に

表１ セマウル事業の推進実績  (1971～1986) 

事業名 単位 総目標 実績 整備率 

農路開設 ㎞ 67,961 66,217 97% 

セマウル道路舗装 ㎞ 51,956 11,314 22% 

小橋梁架設 箇所 87,324 83,818 96% 

※農漁村振興公社，農漁村道路技術総覧，1997 
 

表２ 農漁村所得源道路事業の推進実績(単位：㎞，億₩) 

区分 `85 `86 `87 `88 `89 `90 計 

路線数 38 89 115 107 163 198 710 

総延長 104 209 237 208 312 394 1,464 

※農漁村振興公社，農漁村道路技術総覧，1997 
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図１ 韓国の道路現況 
 

表５ 今後の農漁村道路の整備  (単位：㎞，%) 

計画延長 

(A) 

1991～2002の 

整備実績(B) 

未整備延長 

(A-B) 

62,398 100 9,399 15 52,999 85 

※農林部，農林事業施行指針書，2005 
 

表６ 農漁村道路の路線数と延長    (km) 

区分 計 `98 `99 `00 `01 `02 

事業路線数 3,336 692 623 619 730 672 

路線当り延長 0.96 1.04 0.83 0.97 1.13 0.80 

※韓国農漁村公社(http://www.karico.co.kr) 
 

表７ 農漁村道路の延長規模別の分布  (2002年) 

計 1km以下 1km～2km 2km以上 

路線数 ％ 路線数 ％ 路線数 ％ 路線数 ％ 

672 100 526 78.3 144 21.4 2 0.3 

※韓国農漁村公社(http://www.karico.co.kr) 

表３ 農漁村道路整備事業の推進実績 

区分 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 計 

事業量(㎞) 567 567 567 854 1,294 1,321 1,280 766 517 599 8,332 

※行政自治部地域振興課内部資料，2001 

表４ 機械化耕作路の拡張・舗装事業の施行実績 

区分 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 計 

事業量(㎞) 210 1,414 2,200 2,221 1,948 2,063 1,963 1,537 13,556 

※韓国農漁村公社(http://www.karico.co.kr) 
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整備された路線は，破損されて維持・補修が必要であるに

も関わらず，農漁村道路の維持管理のための事業費が別途

に策定されていない状況であるため，臨時的に市郡が処理

している状況である．これから時間の経過とともに，この

ような問題はより大きく発生していくことが想定される．

さらに，整備された道路であってもセマウル運動当時に整

備された路線や 1990 年以前の農漁村所得原道路事業によ

って整備された路線の中には，幅が狭いことに加え路面状

態が老朽化し，農機械の大型化による路面破損など補修が

早急な路線が多いため，これに対する対策が必要である． 

以上の農村地域における道路整備の諸問題を解消し，今

後の効果的な道路整備事業を推進するためには，農漁村道

路整備が農村の地域環境に及ぼすさまざまな影響を考慮し

た体系的な整備方向の検討が必要である 

 

３．農漁村道路整備と地域環境の関連性 

３.１ 研究の対象地域 

本研究では，韓国の行政区域制度のもと，総81郡を農村

地域とみなし研究対象とした(5)．これらの81郡地域は，韓

国の1特別市及び6代広域市(全国土面積の約5%，全国人

口の約47%)を除いた全国土面積の約55%，総人口の約17%

を占めており，全国の総道路延長のうち約50％以上がこれ

ら郡に位置している農漁村道路に当たる．なお，本研究で

は，図2に示すように，全81郡を対象にインターネット調

査(6)を行い67郡から回答(回答率83％)を得た． 

図3に示すように，これらの地域の道路整備現況をみる

と，道路整備率(縦軸)では，全体的に一般道路(7)が約 50％

から90％まで，平均約70％に至っているものの，農漁村道

路は約 20％から 60％までの範囲で，平均は約 40％に過ぎ

ない．これは，一般道路に比べ農漁村道路の整備の立ち遅

れをよく示唆している．また，過去7年間の道路整備率の

増減(横軸)をみると，一般道路の平均約3％に比べて農漁村

道路の平均は約15%と増加の傾向を示しているものの，範

囲が約2％から45％まで地域間の差が大きいことがわかる． 

以上のことから，農漁村道路の整備に力を注いできた結

果，その増加率は大きく伸びているものの，一方では，地

域間の著しい整備格差を生み出していることがわかる．よ

って，今までの地域間の均等配分といった整備の非効率性

を防ぎ，これからは農漁村道路整備が各地域に及ぼす影響

を見極めた上で，整備の円滑な推進や効率性の向上を図る

必要がある． 

 

３.２ 農漁村道路整備が地域環境に及ばす影響 

一般的に道路整備による地域環境への影響は，直接的影

響と間接的影響に分類できる．前者は移動時間および運送

費の変化，交通事故の減少などであり，後者は周辺地域の

地価上昇，地域経済の発展など，各種付帯影響を意味する．

そこで，本研究では，対象地域が農村地域であり，農漁村

道路が農業機能を主に担っていることから，農漁村道路が

整備され機能が正常的に活性化された場合，とくに後者の

間接的な影響へ寄与できると考えられ，地域環境のうち，

農業環境に及ばす影響として以下の3点が期待できる． 

Ⅰ．道路条件の劣悪さによって抑制されていた農作業が可

能となるため農業が活性化される． 

Ⅱ．農業の生産過程での農作業の効率性を増大させ，農業

の生産性が高められる． 

Ⅲ．生産物の流通が円滑となり，流通改善による生産物付

加価値が上昇し，地域経済の発展が期待できる． 

以上の視点に基づき，地域環境を示す人口系・地域経済

系・土地利用系の指標に加え，農業環境を示す指標を収集，

整理し，地域環境と農漁村道路整備との関連性を把握する．

そこで，本研究では，表8に示すように，各地方自治体が

毎年発刊している統計年報の中のさまざまな指標から分析

に用いる指標を抽出し，過去(1999 年)と現在(2005 年)の両

時点におけるデータを収集した． 

 

３.３ 農漁村道路整備と地域環境の関連性 

以上の指標を用い因子分析による指標の単純化を図り，

基本的因子を抽出する．分析にあたり，まず指標間の多重

共線性を考慮し，相関分析により相関が高く性格が類似し

た 5 指標(表 8 の※3)を除いた 19 指標を用いた．共通性の

推定は相関行列の絶対値を最大値とし，因子得点の算定は，

主因子法を用い直交回転(バリマックス回転)によった． 

 
図２ 対象農村地域 
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増加によるものと考えられる． 

図３ 対象地域の道路整備現況 
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その結果，表9に示すように，解釈のしやすさと固有値

の大きさを考慮し，累積寄与率が62%の第4因子までを採

用した．第1因子は，一人当り地方税徴収額や財政自立度

などの地域経済の成長を表す指標と「正」の関係が強く，

高齢者率や農家人口率などの指標と「負」の関係が強いた

め「都市型」と解釈した．以下同様に，第2因子は，自然

的土地利用，三次産業従事者率で「正」の相関が強いこと

から「近郊型」，第3因子は観光運営村数および第3次産業

従事者率と「正」の強い関係から「観光型」，第4因子は生

産面積や生産量を表す多くの指標と「正」の相関を持つた

め「農業型」と名づけた． 

次に，これらの4つの因子の平均得点を算出したあと，

各地域の農漁村道路の整備率の度数分布状況をもとに「下」

「中下」「中上」「上」の4段階に分類し関連性の把握を行

った．その結果を表10に示す． 

まず，「都市型」因子は，農漁村道路整備率の「上」との

正の関係にあり，「下」との負の関係にあることがわかる．

そのため，農漁村道路整備率が高い農村地域ほど，地域の

都市化がみられると考えられる．すなわち，「都市型」を表

す農村地域は，道路整備が農村地域の経済成長に影響して

いると考えられる． 

次に，「近郊型」因子は農漁村道路整備率の「中下」と正

の関係であり，「観光型」因子は農漁村道路整備率の「下」

との正の関係にある．これらの地域は，都市部の近郊に主

に位置し，農業振興のための農漁村道路整備が進んでおら

ず，農村特有の資源を活かした農村観光などの形をとって

いると考えられる． 

最後に「農業型」因子は，農漁村道路整備率との大きな

関係はみられないが，「下」とのやや正の関係にあることか

ら，道路整備が遅れて農村地域本来の地域と考えられる． 

以上のように，農村地域は，農漁村道路整備率と関連性

を持ち，整備率が「下」から「上」へと高くなるほど「農

業型」から「観光型」，「近郊型」，そして「都市型」へ移っ

ていることがわかる．すなわち，多くの投資による農漁村

道路整備が進んでいる地域ほど地域経済の発展による都市

化が進んでいることを示唆する．そのため，農漁村道路整

備は地域の経済成長に影響しているとはいえ，地域環境の

都市化を加速させ，農漁村道路整備の目標となる趣旨のよ

うな，農業経済へ寄与しているとは考えられない． 

 

４．農漁村道路整備の農村地域への影響 

４.１ 農村地域の類型化 

ここでは，3 章で得られた「都市型」，「近郊型」，「観光

型」，「農業型」の4つの因子得点を用いてクラスター分析

による各郡の類型化を行い，農村地域の類型別の特徴把握

から農漁村道路整備の影響を検討する．クラスターは階層

的手法であり，クラスター化はグループ間平均連結法，グ

ループ間の距離測定は Pearson の相関法より，図 4 のよう

な樹形図を得た．図4によると，距離の比が17になるとこ

ろで対象の67郡は4のグループに分けられた．得られたグ

ループごとの平均因子得点を表11に示し，各グループの分

布を図5に示す． 

グループ別の分類結果をみると，Ａグループは，「近郊型」

の平均因子得点が高く(0.59)，「都市型」の平均因子得点は

低い(-0.77)地域であり，主に内陸の山間地域に位置してい

る．Ｂグループは，平均因子得点が「都市型」，「近郊型」，

「観光型」ともに高い値(0.56，0.56，0.59)を示しており，

「農業型」の平均因子得点が低い(-0.52)地域として，主に

北東部に位置している．Ｃグループは，「都市型」の平均因

子得点が高く(1.00)，「観光型」の平均因子得点が低い(-0.95)

地域であり，首都圏や大田，大丘などの大都市に隣接し位

置している．最後にＤグループは，「農業型」の平均因子得

点が高く(0.64)，「近郊型」の平均因子得点が低い(-1.09)地

表８ 分析に用いる指標 
指標 詳細項目 

人口系 人口密度，世帯当たり構成員※3，高齢者率(65歳以上) 

土地利

用系 

隣接市数，都市的土地利用※1，観光的土地利用※3， 

自然的土地利用※2，穀物用土地利用※3， 

酪農・果樹用土地利用※3 

地域経

済系 

世帯当たり自動車数，道路密度，道路整備率， 

財政自立度(％)，1人当り地方税徴収額， 

一次・二次・三次産業従事者率 

農業系 

農家人口率，農家世帯率※3，穀物生産面積比， 

穀物外生産面積比，穀物生産面積当たり生産量， 

穀物外生産面積当たり生産量，農業観光運営村数 

※1.都市的土地利用：台地，公共用地，工業用地などを含む． 

※2.自然的土地利用：林野，河川，堀，低湿地などを含む． 

※3.○○○の指標は相関性および類似性により削除． 
 

表９ 因子分析の結果   (バリマックス回転) 

指標名 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 

観光運営村率 0.02 0.02 ◎  0.61 -0.04 

隣接市数 0.34 -0.07 ● -0.36 0.04 

人口密度 0.35 ● -0.80 -0.16 ● -0.29 

高齢者率 ● -0.87 0.02 0.04 -0.00 

世帯当たり自動車数 ◎  0.75 0.03 ● -0.37 0.16 

道路密度 -0.17 -0.61 -0.24 -0.15 

道路整備率 0.14 -0.27 0.18 0.04 

一人当り地方税徴収額 ◎  0.85 0.09 -0.15 0.20 

財政自立度 ◎  0.87 -0.03 -0.16 0.00 

一次産業従事者率 -0.19 -0.01 0.11 0.29 

二次産業従事者率 0.24 -0.26 ● -0.85 ● -0.31 

三次産業従事者率 -0.22 ◎  0.27 ◎  0.86 0.27 

農家人口率 ● -0.81 -0.01 -0.16 0.15 

穀物生産面積比 -0.19 ● -0.90 0.07 0.12 

穀物外生産面積比 ● -0.30 -0.53 -0.19 ◎  0.31 

穀物面積当り生産量 0.26 0.17 0.12 ◎  0.38 

穀物外面積当り生産量 0.15 -0.06 0.01 ◎  0.57 

都市的土地利用 0.17 ● -0.88 -0.29 -0.17 

自然的土地利用 0.06 ◎  0.94 0.08 -0.10 

固有値 4.1 4.0 2.5 1.1 

寄与率(％) 21.8% 21.1% 12.9% 5.7% 

累積寄与率(％) 21.8% 42.9% 55.9% 61.6% 

因子名 都市型 近郊型 観光型 農業型 

※◎：正の関係  ●：負の関係 
 

表１０ 農漁村道路整備率と因子得点 

整備率(%) 

平均因子得点 

第1因子 

(都市型) 

第2因子 

(近郊型) 

第3因子 

(観光型) 

第4因子 

(農業型) 

農 
漁 
村 
道 
路 

下(20.1～33.4) ● -0.27 0.05 ◎  0.25 0.18 

中下(33.5～40.1) 0.08 ◎  0.32 0.10 -0.12 

中上(40.2～46.8) -0.04 ● -0.30 -0.16 0.04 

上(46.9～67.1) ◎  0.27 -0.05 ● -0.22 0.00 

※◎：正の関係  ●：負の関係 
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域である．これらの地域は，主に南西部に位置している． 

以上により，農村地域を4つのグループに類型化し，各

グループの特徴と分図状況を探った結果，類型別の地域環

境は異なる特徴を有しており，その分布状況においても内

陸，北東，大都市周辺，南西と少し偏って立地している傾

向がわかった． 

 

４.２ 農村地域への影響 

ここでは，分けられた4つのグループに対し，表12に示

すように，1999 年度から 2005 年の両時点における地域環

境と関係する指標を用いて，各グループの変化を把握し，

今後の農漁村道路整備の方向を考察する．とくに，表 11

に示した4つの因子の中でも，農漁村道路整備率の影響が

対照的にみられた「都市型」および「農業型」の地域環境

がもっとも特徴的なＣグループとＤグループを取り上げ考

察する． 

１）Ｃグループと鎭川(ジンチョン)郡 

Ｃグループに属している地域は，農漁村道路整備率の変

化が約 40％まで大きく増加している地域が多く集中して

いる．また，農村地域の全体的な人口減少傾向が見られる

中,人口密度の増加あるいは比較的少ない減少の傾向にあ

る．さらに，高齢者率の変化も増加が少なく，地方税徴収

率や財政自立度の変化が大きく増加しているが，穀物生産

面積当りの生産量の変化では増加よりも減少の傾向が強い． 

なかでもとくに，鎭川郡(図5)においてその特徴が明確に

みられるが，この郡は，中部高速道路が貫通する内陸地域

で，忠清北道の中部に位置し，半径 40km 以内に西は天安

市，北は京畿道安城市など，大きな都市部に接している地

域である． 

２）Ｄグループと扶安(プアン)郡 

Ｄグループに属している地域は，農漁村道路整備率がＣ

グループに比べて増加がほとんどみられない地域が多く集

中しており，人口密度の減少が著しく高齢率も増加してい

る．さらに，地方税徴収率や財政自立度もＣグループに比

べて増加が少ないか減少している．しかし，穀物生産面積

当りの生産量の変化ではやや増加傾向がみられる． 

なかでもとくに，扶安郡(図5)においてその特徴が明確に

みられるが，この郡は，他の地域に比べて地域経済の発展

がやや遅れている全羅北道の南西側に位置しており，西側

が海に面している郡として，多くの諸島で成している．そ

10 15 200 25

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

 
図４ クラスター分析によるグループの樹形図 

 
※□の中の2郡(鎭川郡，扶安郡)は，4-2章による． 

図５ クラスター分析による郡の分類図 
 

表１１ 農村地域の類型化と平均因子得点 

類型(郡数) 
平均因子得点 

都市型 近郊型 観光型 農業型 

Ａ(21) ● -0.77 ◎  0.59 -0.32 0.07 

Ｂ(15) 0.56 0.56 ◎  0.59 ● -0.52 

Ｃ(14) ◎  1.00 -0.18 ● -0.95 0.02 

Ｄ(17) -0.38 ● -1.09 0.48 ◎  0.64 

※◎：正の関係  ●：負の関係 

表１２ 対象地域の地域環境指標の変化  （％） 

農村地域 
農漁村道 

路整備率 

人口 

密度 

高齢 

者率 

地方税 

徴収率 

財政自 

立度 

穀物生産 

面積当り 

生産量 

Ｃ

グ

ル

ー

プ 

驪州郡 16.5 5.4 3.46 0.23 9.7 -5.60 

漣川郡 17.1 -7.5 4.41 0.34 0.3 1.13 

旌善郡 18.6 -5.0 3.38 0.34 14.8 -8.68 

淸原郡 40.7 -3.0 2.94 0.16 4.2 2.12 

沃川郡 24.8 -9.3 4.19 0.02 -3.9 -7.09 

鎭川郡 30.1 7.0 2.21 0.17 0.2 -27.50 

陰城郡 18.4 -0.8 2.42 0.07 -6.1 -2.57 

丹陽郡 23.0 -7.9 5.15 0.13 -0.1 -10.65 

錦山郡 6.5 -8.5 4.52 0.08 3.1 -5.57 

燕岐郡 4.3 11.8 2.06 0.05 -1.8 -0.65 

完州郡 4.1 -3.1 3.31 0.11 -3.5 4.87 

高靈郡 21.7 -8.5 4.89 0.04 -2.9 -5.80 

星州郡 22.6 -7.1 4.53 0.06 -2.8 3.65 

固城郡 2.1 -14.4 4.68 0.10 1.8 8.61 

Ｄ

グ

ル

ー

プ 

平昌郡 22.4 -1.8 4.04 0.13 -3.0 -6.16 

扶餘郡 4.5 -18.4 5.01 0.04 -3.4 1.41 

舒川郡 2.9 -34.0 5.54 0.04 -5.7 -1.22 

禮山郡 0.2 -21.2 4.84 0.04 -4.2 -4.93 

泰安郡 7.0 -10.8 4.52 0.10 4.8 -18.47 

高敞郡 12.3 -17.7 5.86 0.04 -3.9 -5.80 

扶安郡 11.6 -21.7 5.13 0.04 -6.8 -1.40 

求禮郡 4.6 -8.9 5.66 0.04 -2.4 -7.13 

高興郡 11.7 -20.3 6.89 0.03 -1.3 2.98 

寶城郡 8.7 -13.2 6.50 0.04 -0.4 12.47 

長興郡 12.0 -14.4 6.30 0.02 -0.3 14.14 

康津郡 10.3 -16.6 6.46 0.03 -1.8 -2.74 

海南郡 3.7 -18.2 5.33 0.04 -2.4 17.60 

霊岩郡 7.7 -10.2 3.81 0.04 -2.3 9.53 

咸平郡 7.4 -16.4 6.46 0.03 -1.0 15.32 

昌寧郡 20.3 -15.8 4.69 0.04 -1.9 3.04 

南海郡 5.6 -24.2 5.94 0.04 1.0 5.20 

※各指標の値は，1999年から2005年までの経年変化率である． 
※経年変化率(%)＝(2005年値-1999年値)/1999年値×100 
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のため，多くの自然景観と典型的な農村地域の景観を持っ

ている地域である． 

３）地域環境の特徴からの考察 

これらの両グループにおける地域環境の特徴から考える

と，農漁村道路の整備が地域の経済発展に影響を果たした

ものの，その影響が農業の発展よりは地域の都市化へ大き

く影響してきたといえる． 

すなわち，農漁村道路の整備が農村の地域環境の改善に

影響を及ぼしているものの，農村地域住民の交通便益と農

業の生産・流通活動への影響はみられず，その利用におい

ても農業生産活動ではなく，一般道路の利用と同様に使わ

れていることが想定できる． 

以上のことから，各グループの立地的な条件によっては

偏った投資による農漁村道路整備率の差が表れていること

と，農漁村道路整備が都市地域への近接性を向上させ農漁

村地域の都市化に寄与していることが確認された．よって，

農業などの生産量や営農便益，そして農業所得の増大によ

る農業の振興といった農漁村道路整備法の趣旨を勘案する

と，農漁村道路整備がすべての地域において農業の振興に

大きな影響を与えているとは考えられない．そのため，今

後の農漁村道路整備のためには，地域環境や農漁村道路の

役割を考慮した投資配分の効率および公平性に相応しい整

備方向を定め，とくにＤグループのような地域に重点を置

いた農漁村道路整備が必要と考えられる． 

 

５．おわりに 

本研究は，韓国全体の農村地域を対象に，農漁村道路整

備が地域環境の変化に与えている影響を検討し，地域環境

に応じた今後の農漁村道路の整備方向を探ったものである．

得られた成果は以下のとおりである． 

①農村地域の道路整備における実態と史的流れの把握を行

った結果，農漁村道路整備の円滑で効率的な推進のため

には，事業量の拡大に加え，体系的な評価基準による事

業後の管理および評価に対する役割体系の見直しが必要

であることがわかった． 

②農漁村道路と地域環境の関連性を分析した結果，農漁村

道路整備率が「下」から「上」へと高くなるほど，「農業

型」から「観光型」，「近郊型」，そして「都市型」へ移っ

ていることがわかった． 

③最後に，農村地域を4つのグループに分類し，農漁村道

路整備が地域に与えている影響について検討を行った．

その結果，各グループによって農漁村道路整備率に差が

表れていることと，都市地域への近接性の向上による農

村地域の都市化がみられた．そのため，今後はＤグルー

プのような地域に重点を置いた整備が必要であることが

わかった． 

今後は農漁村道路が地域環境に果たす役割を考慮し，農

漁村道路整備が必要と考えられるＤグループの中で，いく

つかの郡を抽出し農漁村道路の影響などについて詳細な調

査に基づく検討を行う必要がある． 

最後に，本論文を執筆するにあたり，道路データの提供

にご協力いただいた韓国の各郡の道路担当者に対し，ここ

に記して厚く感謝する次第である． 

【補注】 

(1) 農村地域の道路整備のために，1991 年に韓国政府が制定した

法律である．この法律による農漁村道路とは，「農漁村道路整備法

および施行令」により「道路法によって規定されていない道路

(邑・面地域内の道路に限る)として，農村地域住民の交通便益と生

産・流通活動に共用される道路」を称している． 

(2) 本研究では，農村の「地域環境」を，「農村地域の社会経済を

取り巻くさまざまな環境に加え，とくに交通便益及び農業の生

活・流通活動を取り巻く環境」と定義する． 

(3) 法廷道路とは，建設交通部の道路法によって指定され，道路交

通公団によって管理されている，高速道路，一般国道，特別広域

市道，地方道，市・郡・区道を示す． 

(4) 農漁村道路法により道路機能(等級)別に，面道は道路法に規定

されている道路につながる地域内の基幹道路を，里道は面道と分

岐し集落間をつなぐ道路を，農道は耕作地などにつながり農漁活

動に直接供用される道路を各々意味する． 

(5) 韓国の行政区域は，「特別市及び広域市＞区＞洞」，「道＞市＞

洞」，そして「道＞郡＞邑＞面＞里」となっている．この中，「市」

以外の郡道および農漁村道路の整備・維持管理を担当している基

礎自治団体として，地域内の総面積のうち農漁村的土地利用率が

約 70％以上(田＋水田＋果樹園＋牧場用地＋林野)を占めている

「郡」を農村地域とみなす． 

(6) 韓国の全 81 郡を対象とし，大韓民国電子政府ホームページ

(http://www.egov.go.kr/)を通じて各郡の役場にデータの依頼をした

あと(2006年11月から2006年12月までの2ヶ月間)，回答があっ

た67郡の道路担当者にインターネットを用いて統計年報および農

漁村道路関連データの収集(手数料付き)を行った(2007年1月から

2007年3月までの3ヶ月間)． 

(7) 農漁村道路と区別するため，注4にて説明した法定道路を一般

道路とする． 
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