
洛東江の歴史が築き上げた三角州に
グローバルウォーターフロント都市が誕生します。

自然と人、暮らしが一つになって
グローバルサービスと文化のある
未来エコ・ウォーターフロント都市

釡山エコデルタシティー

未来を開くエコ・ウォーターフロント都市



未来ウォーターフロント都市
のニューフロンティア
釡山エコデルタシ
ティーが誕生します。

自然と人が調和する暮らしの基盤

水路に沿って多様な文化と余暇、レジャーが共存するグローバルウォーターフロント都市

未来型ビジネスの新しいグローバル都市
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CONTENTSCONTENTS
位置 釜山広域市江西区鳴旨洞、江東洞、大渚2洞一帯

規模 11,886,000㎡(約360万坪)

事業期間 2012～2018年(7年)

投資額 5兆4千億ウォン

計画人口 75,100人(3万戸)

事業施行者 釜山広域市、韓国水資源公社、釜山都市公社
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全長54㎞、3つの水路に沿って親水公園を造成します。都市内のどこへでも10分以
内で川と公園にアクセス可能な公園・緑地体系を構築します。水と風、緑地、風景と
文化が調和します。

西洛東江の河畔に広い幅の生態保全軸と20万坪の麦島江生態湿地公園及び2万
坪の渡り鳥のエサ取り場を準備します。河畔に30～50メートルの幅の水生環境を
考えた森の道公園を造成して環境の影響を最小化するLID技法を取り入れます。

自然そのままの水辺生態景観の観覧・体験空間を造成します。時間と季節の変化を
感じる支流の川、船着き場、眺望場所を設置して、都市のどこでも体験することがで
きる森の道と水の道を作ります。

すべての人がともに謳歌するウォーターフロント

湿地や渡り鳥まで、生態を保全する

水辺の潜在的価値を極大化する

06                      CONCEPT 01 WATERFRONT ECO CITY   07

WATERFRONT ECO CITY

ウォーターフロント生態都市
自然と人が調和して生きて行くエコ・ウォーターフロント都市は特別な価値を持っています。
西洛東江、平江川、麦島江の3つの水路が集まるエコ・ウォーターフロント都市、釜山エコデルタシティーです。 
大事な生態資源は保全し、水路の価値は極大化して、人と自然すべてが幸せな都市を完成させます。

このパースは釜山エコデルタシティーの説明を助けるためのイメージです。
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リバーフロント型の文化と余暇空間及び舟運水路と水上レジャー、水辺の商店街、
遊覧船など河畔を活用した多彩な空間が作られ、エコデルタシティーを訪れるすべ
ての人々がウォーターフロント都市の価値を直接体験することになります。

 グローバル文化ウォーターフロント都市として誕生します。三つの水路が出会う河
川合流部を称する「セムルモリ」は商業、文化、芸術、ショッピングのための文化・レ
ジャー特化区域として造成され、生活の活力素となるでしょう。

文化的価値のある施設と自然を復元・保全して、都心景観のストリート、河畔の景観
のストリート、生活のストリート、休息のストリート、歩行専用文化のストリートなど、
都市の暮らしを豊かにするテーマを持つ新しい通りを造成します。 

ローカルからグローバルまで
水辺の文化に魅了される

水路が出会う所に文化がある

歴史と時間を保全して新しい物語が始まります

GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY

国際ウォーターフロント文化都市
水路に沿って文化と芸術、暮らしと休息が共存するグローバルシティー、釜山エコデルタシティーです。
水を中心としたリバーフロント型の文化、余暇空間で水辺へのアクセスを強化します。
川を中心に文化と芸術、レジャーと休息が調和した空間が開かれます。

GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   09

このパースは釜山エコデルタシティーの説明を助けるためのイメージです。

08                      CONCEPT 02



緑地率を30.8%まで拡大した最も環境にやさしい産業団地を構成して、先端物流技
術、エコ物流、先端ITで High Green Logisticsを取り入れます。  

金融、産業支援センター、統合広報館、展示館、産業博覧アリーナなど、ビジネスの
ための十分な支援施設の建設はもちろん、専門人材のための教育、文化、環境造成
と周辺の広域交通と空港などと迅速に連携できる交通サービスを構築します。

新港、鉄道、空港、経済自由区域などと連携可能な国際物流は、先端産業、R&D地区
計画の樹立及び釜山の発展戦略である国際海運、港湾ビジネスクラスターを誘致
して地域産業の価値を高め、世界との架け橋の役割を果たす展示・コンベンション
センターを誘致します。 

エコ先端産業を育成する

グローバルサービスで国際競争力を取そろえる

地域経済を活性化する自足都市

FUTURE LOGISTICS & SERVICE CITY

未来産業物流ビジネス都市
大韓民国未来産業の中心、北東アジア物流の拠点が誕生します。 
優れた地政学的条件とインフラを基盤に、エネルギー費用を節減する都市システムを備え、
未来型MICE産業を育成します。 
また、先端産業と国際物流サービスを提供する北東アジアのハブを越え、世界の中心へと飛躍します。

FUTURE LOGISTICS & SERVICE CITY   11

このパースは釜山エコデルタシティーの説明を助けるためのイメージです。

10                      CONCEPT 03



未来を開くエコ・ウォーターフロント都市、
釜山エコデルタシティー

今までこんな都市はありませんでした。
釜山に誕生する未来指向的エコ・ウォーターフロント都市。
釜山エコデルタシティーには、余裕のある暮らしと多彩な文化が楽しめる、
グローバルビジネスのための最高の環境があります。
ウォーターフロント都市が新しい未来を見せてくれます。

01 WATERFRONT ECO CITY
 人と自然すべてが一つとなってともに生きて行く

 ウォーターフロント生態都市
 

02  GLOBAL WATERFRONT  
CULTURAL CITY

 水路に沿って楽しさと文化がある

 国際ウォーターフロント文化都市

03  FUTURE LOGISTICS &  
SERVICE CITY

 北東アジア物流と先端産業の中心となる

 未来産業物流ビジネス都市



自然と環境、ライフスタイルを考える都市。
すべての生命がともに生きて行く生き生きとして清らかな都
市の価値が体験できます。

釜山エコデルタシティーは自然と歴史、文化が一つとなった水辺と公園、そして緑地

体系をもとに造成されました。 資源を保存し、渡り鳥の棲息環境を造成、さらには親

水公共性をも確保して、人間と自然の共存を目指します。

01

エコ定住都市の
豊かさを謳歌する
ウォーターフロント生態都市

WATERFRONT ECO CITY   15
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WATERFRONT 
ECO CITY

ウォーターフロント生態都市
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WATERFRONT ECO CITY   1716                      PLAN 01

水と水辺と緑地が基盤となる都市

全長53.8㎞(33mile)の川辺と緑地帯で囲まれた釜山エコデルタシティ
ーは川に沿って自然、景観、文化を配置します。 平江川と麦島江は文
化・芸術機能、親水・文化機能、水辺・生態機能を備えます。
都市の東西をつなぐ屯致島-麦島-三楽の連結軸は主緑地軸、錦屛山-
屯致島-平江川、烽火山-麦島-乗鶴山をつなぐ連結軸は副緑地軸とし
て指定します。西洛東江は保全型ウォーターフロント軸で、平江川と麦
島江は保全と利用のウォーターフロント軸に利用されます。

都心型生態公園へ　さらに生き生きと

釜山エコデルタシティーは、中央公園、セムルモリ親水公園、渡り鳥の
エサ取り場、湿地生態公園など、都心型生態公園を造成します。渡り鳥
生態用地をはじめ、全体面積の30.8%に達する 3,648,502㎡が公園緑
地として造成され、西洛東江河川には100mの幅の渡り鳥棲息空間を
提供して、平江川、麦島江に最小30～50m以上の広域緑地帯を構築し
ます。約25万坪に達する都心最大生態湿地公園と2万坪の渡り鳥のエ
サ取り場を作ります。

環境と未来を考える公共交通志向型開発TOD

広域交通-地域交通(BRT)-グリーン交通(自転車、徒歩)を連携する公
共交通志向開発(TOD: Transit Oriented Development)は釜山エコ
デルタシティーの最も重要なアイデンティティーの一つです。時間当
り 15,000千～20,000人/hの輸送が可能なBRT(幹線急行バス)の導
入、BRT停留所と連携した自転車道路及び歩行者道路体系を構築して
TODを実現します。

歩いて、そして走って楽しむ都市

全長48㎞に達するサイクリングロードとどこでも歩行者を最優先と考
える街路体系を構築します。生活街路22mの中で歩道と緑地、自転車
通行路の幅を14m以上確保して、文化、レジャー、芸術クラスターであ
るセムルモリ特化地区も歩行者を最優先にして計画します。

スマートな都市計画でさらなる余裕を

釜山エコデルタシティーの計画人口は合計7万5100人です。そのため
に合計30,038世帯の一戸建て住宅及び集合住宅を建てて快適な定住
環境を完成します。住居用地面積は、3,356,841㎡で人口総密度は63
人/ha、人口純密度は318人/haで、他の都市(純密度-菁羅 384人/ha、
松島 476人/ha、金浦 漢江 438人/ha)に比べて低いです。 また開発前
後に環境影響を最小化するLID技法を取り入れます。

公園緑地率 (30.7%)
人口純密度比較
(人/ha)

釜山
エコ
デル
タシ
ティ
ー

31
8

菁
羅

38
4

金
浦
漢
江
新
都
市

43
8

松
島

47
6
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水路が流れる都市の中で
独創的な住居環境、文化空間、ビジネスのための
最適な施設を初公開します。

水を中心に様々な文化コンテンツと空間を計画して地域と世界をつなげます。

中心商業地区(CBD)を流れる水路と3つの川が出会うセムルモリを主軸とした

商業・業務施設と文化レジャー、公共施設を連携して国際ウォーターフロント文

化都市というブランドを作り出します。

02

3つの水路に
文化とインフラを加えた
国際ウォーターフロント
文化都市

GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   19

GLOBAL WATERFRONT 
CULTURAL CITY
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GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   21

ビジネスと休息、そして娯楽とレジャー
         その完璧な共存が始まります。
   国際ウォーターフロント文化都市

20                      PLAN 02



GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   2322                      PLAN 02

ビジネスと余暇が共存するキ
ャナルワーク型中心商業・ビジネス地区

釜山エコデルタシティー中心部に全長1.2㎞、幅8mの水路が流れる面
積385,000㎡の中心商業・ビジネス地区を配置します。Public Service 
Zone(公共、医療サービス), Green Zone(都心オアシス), Culture Zone(
常時公演、展示/イベント体験空間), Festival Zone(祭りの空間)として
構成して、それぞれ異なった機能を持たせて十分な幅の水路を確保し
ます。商業用地施設及びショッピングのために特化された空間計画で
ビジネスと余暇がともに楽しめます。

水が集まれば楽しい 
セムルモリ複合文化・レジャー特化地区

セムルモリを中心に、688,000㎡に至る地域は複合文化・レジャー特化
地区と指定します。 ゆっくり歩いて休んで文化とレジャーが楽しめるよ
うに舟運水路の辺りの歩行路を設置して、商業用地の周囲も公共歩行
通路として追加指定します。地区内にはプレミアムアウトレット、博物
館、文化・展示空間、アーティスト村、ホテル、スポーツレジャー空間など
が位置します。三つの特化団地が水路につながり韓国型リトルベニス
(Little Venice)として地域住民と世界の人々皆が一つとなる空間です。

みなが楽しめる歩行中心の親水空間

水辺から半径500メートル以内に文化・レジャー施設と連携するBRT停留
所を配置します。河川へのアクセスを妨げる4車線以上の道路は親水隣
接配置を避けて、どこでもすぐに水辺の親水空間を楽しむことができま
す。セムルモリ親水公園と西洛東江生態公園をつなぐ大歩行軸40mを計
画して都市の中心から水辺まで歩いて移動できる主移動軸を準備しま
す。同時に今後100年を見据えた都市の文化活動の場となる予定です。 

親水環境の楽しみを加える親水
レジャー及び特化団地

西洛東江-麦島江-平江川をつなぐ延長16.3㎞の国内最大自然型航路
を造成します。一定の水量と波を活用してカヤック、カヌーのような水
上レジャーが楽しめる空間を準備します。水辺のキャンピング場、家族
型スポーツ・レジャーパーク、 親水型大規模商業施設、水辺のウォータ
ーフロントカフェ施設など、水をテーマにした複合空間を配置します。
また、ウォーターフロント都市のイメージを現わす親水特化住居団地
を構想しました。

パブリック
サービスゾーン グリーンゾーン カルチャーゾ

ーン
フェスティバル
ゾーン

商業機能とスポーツ・レ
ジャー複合空間

アーティスト村と文化、アー
ト公園、プレミアムアウトレ
ット、ブティックホテル

渡り鳥と河川生態機能の
大規模親水公園、低層型

特化文化空間

ベニス
レジャー & エンター

テイメント

ベニス
エコカルチャー

ベニス
モール & アート

セムルモリ地区構成

商業用地面積比較

釜山
エコ
デル
タシ
ティ
ー

3.
3%

一
山

7.
8%

盆
唐

8.
5%
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最適化された物流環境とグローバルビジネスサービスで
北東アジアの拠点都市へと成長します。

交通、基盤施設、文化など、最高の立地条件を備えた釜山エコデルタシティーは

北東アジアの物流と関連サービスの中心都市になります。国際ビジネスのため

の豊かなインフラを備え、MICE産業とエコ未来産業の拠点となることを目指し

ます。

03

大韓民国の明日を育てる
未来産業物流ビジネス都市

GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   25

FUTURE LOGISTICS & 
SERVICE CITY
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GLOBAL WATERFRONT CULTURAL CITY   27

        釡山の力となる
                北東アジアのハブです
   未来産業物流ビジネス都市
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FUTURE LOGISTICS & SERVICE CITY   2928                      PLAN 03

世界最高の立地条件を備えたデルタ地域

釜山エコデルタシティーは飛行時間3時間以内に世界人口の25%
、GDPの20%を上げる超広域経済圏内に位置することになります。世
界5位の貿易港である釜山新港をはじめ、金海国際空港、広域道路な
どが接する国際的物流拠点の環境を備え、東京から大阪、福岡を通じ
てソウルと大陸への進出が可能な国際物流、北東アジアの関門都市と
しての機能を遂行します。また韓国の東南圏産業クラスター(航空、機
械、物流、自動車、鉄鋼、造船など)の中心となります。

エコ先端産業と未来型 MICE 産業育成

国際物流・拠点団地 + 先端産業、R&D 団地 + エコグリーン産業団地
に持続可能な未来産業・物流環境を構築します。緑地率を30.8%まで
拡大した最も環境に優しい産業団地を構成して先端物流技術、エコ
物流、先端ITによる High Green Logisticsを取り入れます。金融、産業
支援センター、統合広報館、展示館、産業博覧アリーナなど、支援施設
を準備してグローバルビジネスのための最高の環境を提供します。

金属産業

電子装備 

電子部品、
コンピューター、
映像備、
通信装備

自動車、
トレーラー

金属加工
製品

その他の機
械装備

医療精密機器、
光学機器、時計

その他の運
送装備

優れた広域交通及び道路計画

釜山エコデルタシティーは第2南海高速道路、国道2号線、空港路、釜
田-馬山間複線電鉄など、優れた広域交通体系を備えています。さら
に厳弓-生谷間道路(6～8車道)を新設して東西間の連結体系を強化し
て、釜山新港-金海空港までつながる物流転送インフラを構築します。
都市内主幹線道路は設計速度(60㎞/h)と幹線道路機能を考慮して過
度な曲線を排除し、周辺の広域交通、空港などと迅速な連携が可能な
交通サービスを構築します。

海運、金融、保険など、
国際海運港湾サービスクラスターを構築

釜山発展の核心戦略である国際港湾ビジネスクラスターの中心とな
ります。 コンベンション、海運・港湾公共施設、行政タウン、海運金融な
ど、グローバル特化業務機能を誘致します。また物流、海運、R&Dなど、
主要産業を管理するための中心機能を強化します。 

業務用地
釜山エコデルタシティー産業施設 　8つの選定業種

公共用地

金海国際空港 5㎞

釜山新港 15㎞

釜山駅 15㎞

釜山港 16㎞

釜山
エコ
デル
タシ
ティー

28                      28                      28                      28                      28                      28                      28                      28                      28                      



区分
面積

備考
1,000㎡ 比率(%)

住宅 2,357 19.9 住宅単独　 620,000㎡/1747戸、共同 1,745,000㎡/28,291戸

商業業務 386 3.2 一般、近隣商業、業務施設など

都市自足施設 2,594 21.8 R&D、先端産業、物流施設など

公園緑地 3,649 30.8 渡り鳥生態復元用地を含む

都市支援施設 252 2.1

その他の施設 2,648 22.2 道路、駐車場、学校、医療施設など、公共施設用地

総面積 11,886 100.0

窓を開けると幅長く開けた川の水面から鳥たちが舞い上がります。
自転車に乗って行く出勤途中には緑の余裕を満喫して
グローバルカンファレンスの熱い熱気であふれる時間。
河畔のカフェで香ばしいコーヒー一杯、余裕の時間を楽しみ
アウトレットに立ち寄って特別な日のための贈り物を選びます。

夕暮れの風景を鑑賞しながら家に帰る道、
夜は都市のスカイラインが波のように際立つ所、
遠くから吹いて来る風の中に季節があります。

あなたが夢見る想像の中のウォーターフロント都市ではありません。
ここは、

釡山エコデルタシティーです。

30  MASTER PLAN

l  土地利用計画  l

ウォータフロント区域造成事業用地境界
毀損地復旧事業用地境界
一戸建て住宅
共同住宅(中低密型)
共同住宅(中高密型)
近隣生活施設
住商複合
一般商業
近隣商業
業務施設
産業施設
物流施設
産業支援施設
R&D施設
公共庁舍
文化福祉施設
都市支援施設
流通販売施設
医療施設
宗教
幼稚園及び学校
乳幼児保育施設
ガソリンスタンド
公園
緑地
貯水施設
揚水場
下水処理施設
汚水中継ポンプ場
変電所
集団エネルギー施設
広場
留保地
駐車場
河川
渡り鳥生態復元用地(公園)
渡り鳥生態復元用地(河川)
歩行車専用道路
一般道路

종

영

유,초,중,
고

하

저

오

변

주

집




