京城の都市衛生問題と上下水道の空間政治
金

Ⅰ

漢城から京城へ：

白永

ソウルの植民地都市化様相の特異性

韓半島に対する日帝の植民地化は、日清戦争での勝利により条約を通じて獲得した台湾や、
満洲事変以後掌握した占領地に傀儡政権を樹立した満洲国の場合とはまったく異なる特性を帯
びながら展開した。要約すれば、①朝鮮王朝の開港(1876)以来 30 余年にわたる列強との軍事的・
外交的角逐の末に、②日清戦争と日露戦争という日本の国運をかけた二度の決戦、そして③大
韓帝国期の統監政治という二重権力状況下での「施政改善」が政策的挫折をへた後、④大韓帝
国という独立した一つの国家を日本帝国の属国として「平和的に併合」する外交的形式をとっ
て実現されたという特殊性をもつ。韓半島の植民地化過程のこのような歴史的特殊性は、王朝
首都漢城が植民地都市京城へと転換する植民地都市化において、立地や形態といった都市空間
的特性にもあらわれる。
まず、立地の側面からみるとき特徴的なことは、内陸に位置する歴史都市の植民地首都化と
いう点である。ソウルは 500 余年にわたる王朝の首都としての強い歴史的伝統性はもちろん、
植民地化当時にあっても韓半島全体を圧倒する強力な中央集権的権力が結集し機能している
「作動中である首都(active capital)」であった。植民地諸都市のなかで内陸の歴史都市に、それ
も伝統権力が依然として強い力をもっている伝統的な首都に植民地権力が首位都市を建設する
のは極めて異例なことである。それは西洋列強の植民地都市の中で極めて異例であるというだ
けでなく1)、日帝植民地の首都の中でも独特な現象であった2)。
つぎに形態上の特徴として、1914 年に成立した京城府は、旧漢城府の管轄地域に含まれてい
た城郭外の城底十里を除外して市域を大幅に縮小しつつも、植民地朝鮮最大の軍事基地である
龍山地域だけは（城郭の外にあったが）行政的に統合する独特の形態をもつ植民地的二重都市
として成立した点があげられる。京城府は城郭によって取り囲まれた伝統的な歴史都市と、そ
の咽喉部に都市を恒常的に監視し威圧する目的で新たに造成された広大な軍事基地という極め
て異質な二つの空間的実態を一つの市街地に強制的に統合することで成立したのであった。草
創期京城府がひさご型の二重都市という空間的形態をもって成立したことは、強力な伝統的慣
性と抵抗力を備えた歴史都市と、それに対する極めて暴力的な同化主義戦略をとる軍事的植民
地権力の並立の歴史的産物として解釈できる。
結局、ソウルの植民地都市化は、植民地権力の主体の側面においては圧倒的な軍部主導性に
よって、植民地化戦略・イデオロギーの次元では強力な暴力的同化主義によって、空間的次元
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では北村(プクチョン)中心の城郭都市の入り口をふさぎ枯死させる形態をとって展開したので
あった(김백영 2009, 第 5 章)。
本稿ではこのようなソウルの植民地都市化様相の特異性を念頭に置きつつ、植民地都市化過
程において近代的都市生活基盤施設がどのように形成されたのか、その過程と様相を上下水道
を中心に検討したいと思う。まず、第Ⅱ章では、植民地都市化の初期、既存の歴史都市の自然
的・社会的条件の中で日本人勢力の社会的・空間的拡張がどのように進んだのか、その過程に
おいて衛生問題がどのような社会的意味を帯びていたのかを明らかにする。ついで第Ⅲ章では、
本格的な都市化とともにしだいに深刻な社会問題として台頭した上下水道問題について、植民
地当局がどのような政策を立て、また、それに対する都市民の対応はどのようなものであった
のかを、上下水道と井戸の関係を中心に検討する。

Ⅱ

植民地化初期におけるソウルの変化と都市衛生問題の台頭

1.

ソウルの自然地理的条件と伝統的空間秩序の慣性
ソウルは朝鮮王朝の 500 余年間、政治・経済・社会・文化にわたるすべての面において圧倒

的な首位都市としての伝統と権威を保持してきた、韓半島において並ぶもののない「都市中の
都市」であった。朝鮮時代のソウルは四方にのびる陸路と水運を通じて全国(八道)各地から人
と物資が集まる交通と情報の集散地として王朝支配権力の結節点であり、経済の中心地であっ
た。そのため、日帝がソウルを植民地権力の拠点とする過程において、蓄積された歴史都市の
伝統は無視できない強い力を及ぼしたとみることができる。ここでは地形的な条件と社会的な
条件の両面から、初期植民地都市化過程において伝統の慣性がどのように作用したのかを考察
してみよう。
まず、城郭都市漢城の全般的な地形的条件をみるなら、図１から確認できるように、南側が
低く平らなＵ字型の開放盆地となっており、残る三方――とくに北部・北西部・北東部――に
は山が多く3)、都城内外をあわせ 230 以上の大小の峠がソウルをとりまいていた4)。そのため、
開港期に外来勢力からソウルの関門と認知された漢江流域も、朝鮮時代には浦口(港)が形成さ
れた場所と高台の一部を除き、河辺にひろがる低湿地帯は村落が形成されないまま人跡まれな
砂原のまま放置されていた。したがって外来植民者たちが都城外部にかれらだけの独自の集団
居住地を確保しようとしたとき、この地域が――川岸に堤防を築き低湿地を埋め立て自然的条
件の劣悪さを技術的に克服することができるなら――新市街地のもっとも有力な候補地として
浮上したのであろう。
それでは朝鮮王朝の首都漢城の社会的性格は、植民地都市化過程にどのような要因として作
用したのだろうか。当初、儒教的象徴都市、計画都市として建設された漢城の都城内部空間は
風水と周礼の原理を折衷して構想され、その後の居住地の社会的分化も儒教的身分制の歴史的
変化にともなって進んだ(이규목•김한배 1994)。すなわち、正宮である景福宮と離宮である昌慶
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図1

金正浩の京兆五部図(1861)：
北漢山から延びる山脈がソウル周辺を取り巻いている(出典：許英桓 1994)。

宮、そしてその左右両側の宗廟と社禝を中心とした北村地域の中で、南に向いた風水的吉地に
は老論に代表される支配権力層が居住した。そして、都城を東西に走る大路であり、商業的繁
華街でもある「雲従街」鍾路と、それに平行して流れる清渓川を境界に、南部地域である南山
北側のチンコゲ(泥峴)一帯にはおおよそ権力から疎外された「三色」(少論・南人・北人)をはじ
めとする諸階層がいり混じって暮らしていた5)。
ところで 17 世紀以後、京江商業が盛んになるにつれ、漢江の浦口地域を中心に都城外郭の人
口が漸増し、都城内部でも南村を中心にしだいに商業従事者が増加して、商業文化が活発とな
っていった。これにともない、すでに 18 世紀から商人と富戸が多く住む南村と、伝統的価値観
を固守する北村のあいだには生活様式や風習に相当な差異が生じていた。開化期以前から京江
地域と南村には、封建的な北村とは相当異なる文化が形成されていたのである6)。朝鮮後期の
漢城は初期の政治都市、伝統都市的性格から脱皮し、経済都市、商業都市へと様相を変化させ
ていた7)。
したがって、ソウルに浸透しはじめた日本人勢力にとって、相対的にみてもっとも自由に空
間を占有可能であった場所が（漢江に近い）龍山であり、反対にもっとも浸透のむずかしかっ
たのが北村であったと解釈できる。とくに相対的に商工業者たちの比重が高い東部・西部・南
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部および龍山地域の場合、貨幣経済と土地の商業化がより進展していたという点から、日本人
が売買を通じて土地を侵奪できる可能性が高かったものと推論できる。

2.

ソウルの植民地都市化と日本人勢力の空間拡張
ソウルにおいて日本人の都城内居住が認められ、城内南村に日本人居留地が形成されるよう

になったのは 1885 年 2 月からであった。朝鮮政府と日本は居留地の境界を設定したが、その当
初の範囲は日本公使館を起点にして領事館から北に向かう小路の両側とその西の端から東の端
までの空間であった(京城府 1936：577)。壬午軍乱により焼失した日本公使館は南山の麓、緑泉
亭の敷地に再建され、その隣の建物に領事館が置かれた。日本側が居留地を南山北麓のチンコ
ゲ一帯に定めた理由は、南大門通大路周辺の要となる地域をすでに清国商人たちが占拠してい
た状況において、公使館・領事館が位置するこの空間付近に居留地を置くことにより居留民の
安全を図るためであった8)。
当時のチンコゲは「南隅に僻在し、後面は木覔山に迫り、前面は仏蘭西教会堂の大丘に蔽は
れ、唯東西に通ずる一条曲折の狭路に沿て開桟したるものなれば、固より華客の観望を引くべ
き地位」にはなかった(京城府 1936：618-620)。漢城進出草創期の日本人居留地は、その立地条
件や形態において、南大門通大路周辺を掌握した清国商人の堂々たる威勢や、貞洞・慶運宮周
辺に西洋人たちが建てた異国的威光を誇る石造建築物群にくらべ、片隅に位置するみすぼらし
いものであった。柵瀬軍之佐は 1894 年頃のチンコゲ一帯の劣悪な事情をつぎのように記してい
る。

「釜山仁川の日本居留地は劃然一区域を限りて兎も角も別箇の天地を有し且つ市街も瀟洒
清潔にして、建造物亦た左程に見苦しからず。独り京城の日本居留地は木覔山麓を占領し
て韓人の家屋中に点綴し、道路狭隘凸凹常なく、臭気は遠慮なく鼻を撲て、釜仁二港に比
す可くも見へず。地を泥峴と唱へ、京城の最大繁華なる鐘楼の大道を去る事数十百歩。是
を我が東京の位置に喩へば、鐘路は銀座街にして泥峴は麻布辺なる山の手に過ぎず。為め
に商業の取引従て頻繁ならず。韓人の往来為に甚だ稀疎たり。」9)

そのため日本人居留民たち、とくにその主流を占める商人勢力は、虎視眈々と片隅の山麓で
あるチンコゲから抜け出し、清国商人たちが掌握する南大門通大路周辺へ進出する機会を狙っ
ていた。日清戦争は日本人たちが漢城から中国人たちを追い出し、活動の根拠地を南大門通一
帯と本町周辺に拡張する決定的な契機となった(박찬승 2002a：82-85)。日本の勝利により清国
商人の勢力は萎縮し、日本人移住者たちが急増した。それとともに、日本人たちは南大門通へ
の進出を円滑に行うために、チンコゲ・南大門間の道路を拡張し、以後南大門通とチンコゲを
結ぶ道路周辺(羅洞、明洞、蘭洞、駱洞、長洞、会洞など)の土地を買収することに力を注いだ
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(전우용 2000：110)。その結果、1896 年に日本領事館は南山北麓を離れ、南大門通とチンコゲ
からの道が出会う地点(後の三越百貨店敷地)に移転し、居留民団役所と商業会議所も 1897 年に
領事館近くに建物を新築して移転した。このほかにも倭城台公園を造成し(1897)、日本商品陳
列場を建設し(1898)、1900 年には京城郵便局を開設し、日本人公立幼稚園を開園した。また、
1901 年には街路に電灯と街路灯を設置し、日本人火葬場をつくり、共同井戸を掘削し、私設水
道施設を設置(1903)するなど、南村一帯で本格的な居住のための下部基盤施設整備に着手した。
以前は清国人商圏の要地であった南大門通が、今や日本人居留民社会の中心街(main street)とな
ったのである。
表1

(出典：이헌창 2000：368 から再構成)

ソウルと仁川の日本人居留民人口の変化
年度

漢城(ソウル)
仁川

1885

1890

1895

1900

1905

1910

89

523

1,839

2,113

7,677

34,468

562

1,616

4,148

4,215

12,711

13,315

日清戦争(1894)が漢城における清国人と日本人の関係を逆転する決定的な契機となったとす
るなら、日露戦争(1904)は日本による植民地化というソウルの運命を決定づける事件であった。
1885～1910 年のソウルと仁川の日本人居留民人口の変動様相を比較した表１は、日本人のソウ
ル進出に日清戦争と日露戦争が及ぼした影響を如実に示している。ロシアとの戦争にかこつけ、
日帝は軍隊の軍営地と民間人の居住地を黄金町通以南に確保した。これを通じて日本人たちは
現在の忠武路一帯から龍山までを含むソウル南部のほとんど全域を掌握し、日本人居留地は初
期に比べ４倍以上の面積を確保することになった(박찬승 2002b、김종근 2003：226)。このよう
な日本人居住地拡張の空間的推移をより綿密に分析してみると、そこにはつぎのような特徴的
様相が見いだされる。
第一に、移住定着民が増加するとともにチンコゲ一帯に家屋が密集し、その結果しだいに無
秩序化し狭小となった本町裏通りの道路をそれ以上放置できず、整備作業が必要となった。と
ころで、草創期居留民は韓半島から地理的に近い九州および西日本地方出身者が多く、永久的
な定着よりは、商業活動を通して一攫千金を夢みる商人たちが主であった。そのため彼らは自
身の家を建てるよりは既存の韓国人家屋を買収、あるいは借り入れて店舗を開き、その経営も
韓国人に任せる場合が多かった(京城府 1934：577)。移住者の主流は一時的な単身移住者であっ
たのである。このような初期移住民たちの性格は日露戦争以後にはその様相を大きく変えた。
半永久的に定着することを目的に家族単位で移住し、自宅を建てて暮らす居留民が急増したの
である。
第二に、居留民の急増によって居留民会の業務が増え、財政規模も大きくなっていった。そ
れにともない居留民団が組織化され、地域コミュニティが形成され、周辺の生活環境を改善す
るために居留地の開発が本格化した。その結果、民会が民団となって組織が強化され、民団の
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資格で日本政府および植民地権力に民団運営に必要な政治的事案を要求してその主張を貫徹す
るなど、集団的・地域的利益政治のため積極的に活動を展開した（山中麻衣 2001）。
第三に、チンコゲの自然環境の劣悪さによる制約からくる問題である。開港初期の日本人た
ちが、朝鮮人権力層の居住地であった北村や清国人集団居住地であった南大門通、黄金町通一
帯ではなく、住居環境が劣悪なチンコゲ一帯に本拠地をおかざるをえなかった結果、周辺環境
の改善に相当の努力と費用が必要とされた。それにもかかわらず、居留民会ないし居留民団は
経済力の欠如した自治機構であったため、抜本的な環境の改善は推進できず、おおよそ弥縫策
に終始した。
第四に、チンコゲの地理的空間の狭小さにともなう問題である。その制約のため、南山北麓
から黄金町通にいたる一帯を東西につないでＴ字型に居留地が拡張していった。しかし、四面
を山で囲まれた城内地域では空間が不足し、より多くの移住者たちを受容するためには、多少
離れた別の土地ストックを活用する必要があった。その選択肢にはつぎの三つがあった。①城
外の土地を活用するもので、日露戦争期に鉄道用地や軍事用地として掌握した土地を当局から
借用したり払い下げを受ける方法、②城内の伝統的な朝鮮人密集居住地を占奪する方法、③宮
闕などの大規模敷地を国有化して活用する方法である。
『京城府史』に記録された 1909 年１年間の居留民団の無償借用地を整理して作成した表２を
みるなら、一進会からの旧独立館借入をのぞいて、ほかはみな政府、または駐箚軍から借り入
れたものであったことがわかる。これは居留民団の土地占奪と勢力拡張が統監府政治機構との
緊密な相互協助・提携関係のもとで進んだことを意味するものと考えられる。とくに借入土地
表2

1909 年居留民団の無償借用地

区分

坪数

(資料：京城府史 1936：813)

借用期間

備考

中学校敷地

2,618.00

1909. 3. 31 から 5 年間

一進会から借入(旧独立館)

砲兵隊跡敷地

1,500.00

1909. 10. 8 から 3 年間

度支部から借入
(現赤十字病院所在地)

青坡病院敷地

6,526.90

永久

帝室財産整理局から借入
(元町２丁目慈済医院)

高等女学校敷地

大和町小学校職員舎宅

3,112.44

392.8

龍山軍営地借入地

12,776.75

日出町小学校敷地

813.055

貸主から返還要求が

総税務司庁から借入

あるときまで

(現南大門小学校敷地一部)

永久

農商工部から借入

1909. 6. 1 から 20 年間

駐箚軍経理部から借入

貸主から返還要求が

駐箚軍経理部から借入

あるときまで
合計

28,739.95

―
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―

坪数全体のうち、圧倒的な比重を占めているのが龍山軍用地借入地であるという点から、日露
戦争をつうじて朝鮮駐箚軍が獲得した土地が単に軍用地にとどまることなく、京城と龍山の日
本人居留地土地ストックの欠乏を解消する重要な土地資源として提供されたと推論できる。
ところで、日露戦争を契機に生じた変化の中で、漢城城内において日本人たちが独占的権力
をともなう結束したコミュニティを形成するようになったという事実に劣らず重要な点は、日
本人にとってソウルがほかのすべての開港場都市をおさえ首位都市としての地位を占めるよう
になったということである。それは一方では、日本人移住者たちが日本政府の政策的後援およ
び当時の国際情勢の変化と緊密に連携して活動していたということでもあるが10)、また一方で
は、開港場を拠点に展開してきた日本人の浸透方式が、日露戦争以後、鉄道を通じた支配方式
に転換していくのに応じ、ソウルの相対的な地位が高まっていったということも意味している
（이헌창 2000：367-369）。
開港以後、京釜鉄道開通前まで、朝鮮への日本人の人口移動の中でもっとも顕著な現象は市
場として急速に成長した開港場への移住であった11)。漢城と仁川の日本人居留民数の変化を比
較した前掲表１からうかがえるように、1905 年までは漢城よりは仁川に多くの日本人が居住し
ていた。ところが、京釜鉄道が開通した 1905 年頃から漢城への移住が急増しはじめ、1910 年
末には仁川の日本人人口の３倍程度に達している。このように鉄道沿線市場への人口移動が開
港場への人口移動を圧倒するにいたったのである。結局、日露戦争とこれを契機とした軍用鉄
道の速成開通は、ソウル地域における日本人居留民勢力の拡散に決定的な影響を及ぼした。ソ
ウルでの日本人勢力の拡張は自然と漸増していったのではなく、日露戦争以後爆発的に増加し
たのである(박찬승 2002b)。
朝鮮人にとって京城の成長は平壌や釜山のようなほかの都市の成長に及ばず、首位都市性は
以前に比べむしろ弱化していた。それに対し、日本人にとっては首位都市としての京城の位相
はほとんど変わることなく、日帝時期全般にわたり非常に安定した位置にあった12)。このよう
な様相は京城の市区改正による市街地インフラ構築が、徹底して日本人の観点から、日本人居
住者を中心に、日本人居住者の便宜と安全のために進められたことと無関係ではない。第１期
の市区改正路線は第２・第３期にいたり多少変更される。この変更は一つには財政問題による
ものであったが、また他方では草創期南山北部地域に制限されていた日本人の勢力が、しだい
に京城の都市空間を全面的に掌握していく過程において進行した都市空間の位相学的変化の結
果でもあったと理解できる(廉馥圭 2009、第１章)。しかし、なじみのない環境に移住し生活す
る日本人にとって、日常生活上なによりも重要な問題として提起されたのは衛生と用水であっ
た。

3.

植民地都市衛生問題と京城の上水道
日本人移住者の衛生という側面からみるとき、韓半島の自然環境は、全般的には熱帯性気候
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の台湾に比べはるかに適応しやすい良好な生活条件を提供していたといえる。しかし、植民地
化初期の日本人たちは、朝鮮人の非衛生的生活習慣が深刻な状態にあると診断し、改善を急ぐ
必要があるとみていた。こうした見方は朝鮮総督府の機関紙である『毎日申報』の論説記事に
おいて、衛生と清潔をとくに強調しているという点から容易に読みとることができる。「朝鮮
人は元来衛生に注意しない習慣」があり13)、「朝鮮人民の習慣は幼稚で清潔の効果を知らず、
あるいは官吏が清潔の方法を教えてもこれを実践せず、あるいは門の外や道路はかろうじて掃
除しても、家の中の生活と関連しては掃除をしない未開な民族」であり14)、「文明人」となろ
うとするなら一日も早く食文化をはじめとする生活全般の習慣を改善しなくてはならないとい
うのである15)。しかし「未開な」朝鮮人たちの衛生習慣の改善問題とは別に、植民地当局と在
朝鮮日本人たちにとって最優先の課題は日本人コミュニティの衛生と安全を確保することであ
り16)、飲用水問題はそのための先決すべき問題の一つとして提起された。
韓半島は花崗岩地帯で水資源の豊富な地域であり、伝統的に農業ならびに生活用水の豊富な
場所に集落が立地し、飲用水として利用可能な良質な水が自然水の状態でえられた。伝統的に
韓半島において小河川や井戸水を中心にした用水文化が発達したのもそのためである17)。しか
し、19 世紀にいたり、地域によっては水量が不足したり水質が悪化する現象がみられた。開港
期ソウル南村一帯に居留地を形成しはじめた日本人たちは、井戸や川の水を飲用水として使用
する朝鮮人たちの生活慣習を「不潔」であり「非衛生的」とみなし18)、早い時期からより清潔
な飲用水を求めてさまざまに努力した。その結果、すでに統監府時期に入ると、主要拠点都市
の居留民団はそれぞれ上水道を敷設しはじめた19)。
このような当時の水質に対する評価が、まったく根拠のないものとみることはむずかしい。
それは良質の水を供給する事業として 19 世紀漢陽（漢城）の高級生水市場を独占した「北青水
売り」の存在によって確認できる。1810 年頃に上京した咸鏡南道出身のある苦学生が井戸水配
達によって学資金を稼いだことから始まったと伝えられる北青水売りたちは、以後咸鏡南北道
の細民層出身の移住者が増えるにつれ、自らの独占事業として水配達を発展させた。こうした
商業的飲用水市場の拡大は、当時の漢陽市内における自然水の水質悪化現象を反証するものと
みることができる20)。
実際に、朝鮮時代後期に入り、堆積した土砂と異物による都城河川の堙塞問題が深刻になる
と、朝鮮王朝は英祖 36 年（1760)の「庚辰濬川」を契機に河川浚渫を担当・管掌する機構とし
て濬川司を設置し、以後、高宗代まで周期的に浚渫をおこなった。浚渫はおよそ３、４年に一
度実施され、浚渫期間は大略 40～60 日であったと推定されている(염정섭 1998)。しかし、王朝
末期になると浚渫が定期的におこなわれず、土砂が堆積して通水断面が小さくなり、雨期に河
川が氾濫して洪水がおきるなど、下水状態は極めて不良であったとみられる。旧韓末にソウル
を訪れた西洋人たちの目に映った「臭い水と緑色の粘液質のどろどろしたものがよどんでいる
……汚く悪臭の強いどぶ」(Isabella Bird Bishop 1994：52-53)は、頽落していく古都の不潔な下
-9-

水の実態を赤裸々に示している。当時の状況は『京城府都市計画要覧』にも「清渓川は埋没し、
支溝はすべて系統を喪失して極めて不潔であり、一度雨が降れば雨水、糞尿が道路、住宅の一
方にあふれ交通・衛生上寒心に堪えなかった」と述べられており、旧韓末の「年老いていく」
王都漢陽の老朽化した都市施設について記述した大部分の書物にも大同小異の内容をみること
ができる。
循環する水の属性上、効果的な排水装置や下水設備がないところで、きれいな自然水を期待
することは困難である。1903 年、高宗皇帝がアメリカ人コルブラン(H. Collbran)とボストウィ
ック(H.R. Bostwick)に大韓水道公社(Korean Water Works Co.)の施設・経営に関する特許を与え、
纛島において公設上水道建設を推進したことは、このような状況と無関係ではなかったろう。
日帝時期以前のソウルの水道施設としては、纛島公設上水道と南山一円に日本人居留民団がつ
くった小規模な私設上水道の二つがあった。後者は南山のわき水を利用した小規模施設に過ぎ
ず21)、「日韓併合」以後、朝鮮総督府は前者を買収して京城の水道施設を整備しようとした。
1910 年 9 月の統監府令第 61 号により、水道上水保護規則を発布して22)上水道の維持管理のた
めの制度的保護装置を整え、1911 年 1 月、日本の有力な財閥である渋沢23)シンジケートの手を
経て大韓水道公社を買収した24)。総督府はこの経営を京畿道長官に委託したが、1923 年 4 月に
は京城府に水道設備一切を無償譲与して府営に転換した。
1910 年前後、上水道利用者は大部分日本人であり、大多数の朝鮮人は依然として伝統的な方
式の井戸と河川水を利用していた25)。ところが、1920 年代初めにいたると朝鮮人人口の中でも
水道使用者が急激に増加する。1910 年代後半から 1920 年代初めの間に上水道使用人口が爆発
的に増えた理由はどこにあるのだろうか。短期間に急激な変化をもたらしたもっとも大きな要
因は 1920 年にソウルを強打したコレラの影響であったとみられる。表３からわかるように、日
帝時期の全期間にかけて京城府内の伝染病死亡者数は日本人が圧倒的に多いが、1920 年のコレ
ラ死亡者の場合は逆に朝鮮人が日本人の三倍以上に達する現象をみせる。
この点からみて、コレラにより朝鮮人社会に急速に影響力を拡大しはじめた近代的防疫思想
と衛生観念が、朝鮮人たちに井戸水をやめて水道水に向かわせた決定的契機であったとする推
論（김영미 2007：49-50）には一理ある。しかし、この変化は井戸から上水道への転換という、
単純によりましな代替物の選択にとどまらない、日常生活の長期持続的な習慣の変化という問
題でもある。したがって、その変化の様相をより正確に把握するためには、短期的な情緒と雰
囲気の急変という事件史的要因の裏面に作用する、より長期的で構造的な諸要因について分析
する必要がある。
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表3

1914～1932 年京城府内伝染病患者死亡者数(単位：名)

(出典：서울특별시사편찬위원회『서울統計資料』(서울특별시、1993、382～387 頁)を参考に再構成)
1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

死亡 朝鮮人

79

73

114

27

37

68

983

46

77

76

者数 日本人

110

156

115

91

64

125

266

314

285

129

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

合計

死亡 朝鮮人

34

118

58

86

150

80

98

106

382

2692

者数 日本人

87

216

146

123

309

162

112

142

624

3576

年度

年度

Ⅲ

上下水道問題をめぐる植民地権力の空間政治

1.

下水設備の未整備と井戸の水質の悪化

1920 年代初めから本格化した朝鮮人上水道使用者の増加趨勢にもかかわらず、日帝時期をつ
うじて井戸は朝鮮人の７割が利用する主な飲用水源であった。しかしながら、井戸の水質は継
続的に悪化していた。朝鮮人が上水道を求めたのは単に衛生観念の問題ではなかった。実際に
井戸は深刻な衛生上の問題を抱えており、その危険性はしだいに深刻化していった。では、そ
の原因は何であったのだろうか。この問題について考える上では「もっとも優れた下水政策こ
そもっとも優れた上水政策」 (홍성태 2006：305)であることを想起する必要がある。単刀直入
に結論から述べれば、京城府の井戸の水質悪化の主要因は下水問題にあったのである。
表４が示すように、植民地時期の京城における下水道建設事業は間断なく継続的に推進され
たが、実質的な内容をみると、それは短期的、小規模な各種各様の事業方式の集合体に過ぎな
かった。その外見上における持続性と一貫性の中に作用しているもっとも主要な原理は、財政
の慢性的不足による一時的・臨時方便的な性格と、それにともなう優先事業対象地域選定に際
しての選択と排除の論理、とくに日本人居住地域に対する特恵である。
日帝時期京城の上下水道建設は長期的展望や一貫した計画にしたがって進められたものでは
なく、実際の事業進行過程においては常に予算不足により計画執行は蹉跌を繰り返した。まず、
京城の上下水道建設は東京や台北とは異なり、予算不足のために市区改正事業の一環として進
めることができなかった。明治期「富国強兵」論に押され内務省の市区改正要求が絶えず棄却
されていた日本にあって、東京では市区改正が劇的に採択されることになった。その直接的原
因は、当時猛威をふるったコレラなど水因性伝染病のため都市衛生環境改善が切実に必要とさ
れたからであった。そのため東京市区改正事業は当初から上水道設備を中心に進められた。ま
た台北は「日本の都市計画の父」後藤新平民政局長の主導で、台湾の熱帯気候に適合し、貧弱
な日本本国の諸都市よりも優れた都市インフラの構築を目標に、初期段階から一貫した都市計
画が実行され、当時としては日本の最先端の近代的都市計画の技術と設備が導入された（越澤
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表4

京城府下水道建設事業沿革(1910～41)
(資料：朝鮮総督府 1928：1239～1265、
京城都市計画研究会編 1936)
事業性格

期間

第 1 期下水道改修計画

1918-24

龍山排水工事

1921-23

第 2 期下水道改修計画

1925-32

糞尿処理施設工事

1926-27

龍山排水工事

1929-30

市区改正路線上下水道建設

1929-30

第 3 期下水道改修計画

1933-35

窮民救済事業

1934-36

第 4 期下水道改修計画

1936-41

明 1987）。
京城の市区改正はこうした都市、と
くに東京での経験を直接に参考とした
ものであったので「市区改正に際し上
下水道建設を同時におこなうべし」と
いう意見もなくはなかったが、財源不
足という現実的論理に押され26)、幹線
道路改修事業を中心に進められること
になった（김백영 2003）。また、京城
水道の給水量不足を補うための仁川水
道分水工事も、当初は 1915 年から施工
する計画となっていたのが、予算不足
のため延期され27)、1919 年になって着

工し 1922 年に完工した。同様に「併合」初期から論議されていた下水道建設も予算確保という
難関にぶつかり、1918 年にようやく第 1 期工事に着工することができたが、それも全区間に「暗
渠式」を採用した台北とはまったく対照的に、主な部分を「開渠式」とした「混合式」とせざ
るをえなかった。
草創期市区改正事業の内容から除かれて以来、総督府と京城府の都市計画事業における下水
設備の優先順位は低かった。衛生を都市計画の最優先として建設された東京や台北の暗渠式下
水とは対照的に、京城の下水が開渠式を主とすることになった大きな原因は財源の不足であっ
た28)。財政負担を憂慮し、植民地都市建設の初期段階において京城の体系的な下水道インフラ
構築を等閑視したのは、総督府だけでなく京城の有力者たちも同じであった。たとえば 1915
年、京城府において総工費 100 万円、７年間の継続事業として京城下水工事施工案が立てられ
たが29)、京城府協議会は府民に経済的負担を負わせるのは困難であるという理由で反対し、下
水計画は中止された30)。この場合、かれらは南北村をあわせた京城府民全体の公共的利害を追
求した京城府の提案に反対し、相対的にすでに都市インフラ構築の恩恵を受けていた在京城日
本人居住者の利害関係を貫徹させたとみることができる。結局、下水工事に割りあてる財源の
不足のため、清渓川と北村の下水整備は常に優先順位が低いままにおかれ31)、また京城市内全
体の下水道総延長のうち暗渠式はわずか 15％程度に過ぎない状態であった32)。
とくに清渓川は管理の死角地帯であり、川端でしばしば変死体が発見されるような犯罪の恐
れのある場所でもあった33)。そのため 1920 年代後半には清渓川を覆蓋しようという主張と計画
が何度も提案され議論された。1926 年、芮宗錫・郭墻などの一部朝鮮人有志と幾人かの日本人
が集まって結成された醇睦会という組織が主導して「京城の中央を流れる清渓川の上に大暗渠
を建設し、大阪の楽天地のような新世界式の繁華な大遊園地をつくろうという計画」をたて、
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京城府に趣意書ならびに設計見積書を提出した。その「大遊園地の計画は現在、内鮮人町の境
界となっている清渓川に内鮮共用の歓楽場をつくり双方の融和を一層向上させるという趣旨」
に立脚したものであったが、実現にはいたらなかった34)。
その結果、長期間当局の無関心のまま放置された清渓川と北村の下水状態は 1930 年代に入る
と最悪の状況になっていった。30 年代半ば、幹線下水である清渓川の汚染ははなはだしく、悪
臭が鼻をつき、「伝染悪疾の貯菌場」、「北部市民の大いなる危険物」とみなされ、「清渓川」
ではなく「濁渓川」という汚名をつけられるほどに嫌悪の対象となっていた35)。放置された北
村の下水状態は 1930 年代半ばになると最悪の状態におちいり、京城府の「衛生行政の癌腫」36)
とみなされた。京城が工業大都市としての地位と役割を果たすためには、下水道施設の全面的、
大々的な手術が不可避な状況であった37)。

表5

京城府内管轄署別井戸水適合与否検査結果表

管内

本町署

鐘路署

(資料：『朝鮮日報』1924.11.20)

東門署

西門署

龍山署

合計

検査数

742

258

98

567

226

1,891

適合

201

147

57

180

177

762

不適合

541

111

41

387

48

1,129

不適合比率(％)

72.9

43

41.8

68.2

21.2

59.7

いっそう深刻であったのは、下水設備の問題が井戸の水質問題と直結していたという点であ
る。水道の恩恵を受けられなかった 70％に近い朝鮮人たちが飲用水として利用する京城府内の
井戸のうち、相当数は飲用に適さない不良水であり、その水質は時間がたつにつれていっそう
悪化していった。たとえば、1924 年の京城府内管轄署別検査結果によると、飲用水不適合井戸
の比率は全体平均約 60％であったのに対し（表５参照）、1933 年に京城府水道課が京城府内約
5000 箇所の井戸のうち 200 箇所を標本調査した結果によると、そのうち約 80％が飲料不適合と
判定されている38)。この二つの結果を比較してみるなら、約十年の間に京城府内の不良井戸の
比率が相当に高まっていたことがわかる。これは下水設備の未整備と、それによる土壌並びに
地下水の汚染とが直接に関係しているものとみられる。その結果、水道課の専門家たちは、京
城府内の井戸の場合、地下 1600 尺以上の深さの深層水を汲み上げるのでなければ汚物の沈積の
ため飲用水としては適さないという診断を下している39)。
結局、京城の上水問題に対する植民地当局の基本的な政策路線は、「古く悪しきもの」を捨
て「新しく良きもの」をとろうという立場、すなわち「井戸の活用」ではなく「上水道の拡張」
を志向したとみることができる(김영미 2007：56)。実証的調査資料にもとづき出された日帝植
民地権力の「自然水用途廃棄」という政策的判断について、「非科学的」、「非衛生的」な伝
統的取水方式に対する近代保健衛生学的言説の啓蒙主義的態度からくる産物であると同時に、
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植民地朝鮮の「低劣」で「未開」な土着的習慣への帝国主義者たちのオリエンタリズム的偏見
の結果であると批判することもできよう。しかし、当時の状況は、京城府の自然水水質の実質
的な悪化現象によって、日本人はもちろん大多数の朝鮮人たちにとっても、こうした衛生言説
を受け入れすすんで井戸を放棄し上水道を選択せざるをえないものであった。上水道を単純に
植民地主義的衛生言説と統治イデオロギーの問題としてではなく、植民地住民の日常的生活政
治と生活経済の問題として提起するのは、このような脈絡からである。

2.

水道と井戸の弁証法
1914 年、総督府は纛島水源地の改良拡張を通じ送水管を増設し、取水口を新設するとともに、

京城水商組合の配達給水を禁止し40)、その代わりに水道総代を選定して官設共用給水制を実施
した41)。以後、京城府の朝鮮人水道使用者はしだいに増加し42)、それにともなって京城水道の
経営も確実に黒字収益構造となっていった43)。表６からうかがえるように、植民地化初期、総
督府が下水道設備については相対的に等閑視しつつ、上水道施設の拡充に関心を注いだ裏面に
は、このような水道事業の収益性要因が大きく働いていたものと思われる。また、当初から水
道の地方公共団体による運営を原則としていた総督府が、京城水道については 1923 年になるま
で京城府へ移譲しなかったことも、京城水道が「黒字」企業であったためであろう44)。
1923 年の水道の府営化を契機に、京城府は水道水の盗用や水質汚染などの水道規則違反行為
を防止し、統制をより強化するために、計量器による水道メーター制を導入した。京城府はそ
の趣旨を「府民の負担を軽減」するためとしていたが、むしろ結果としては逆に、事実上水道
水を商品化し、貧民層の水道使用を封鎖し、「水飢饉」状態とともに井戸水飲用者を増加させ、
深刻な府民の衛生問題を招くことになった。京城府の水道政策の弊害について『朝鮮日報』は
もちろん、『毎日申報』さえつぎのように異口同音に批判の声を高めた。

「経済学上のいわゆる自由貨に属する水が京城においてもっとも不自由で高価な商品にな
ってしまった。これは公衆の利益をはかる公法団体である京城府の独占的経営からくるも
のである。給水栓の緩和のため実施した京城水道の計量制のため、毎日殺風景な水道騒動
の途絶えることがない。こうして府と民との反目はますます激しくなるだけである。」45)

「いくら水が商品化し水道が府庁の独占事業だといっても、府民の便宜を考えずただ利益
のみを求めるなら、普通の世間で暴利のみをむさぼる奸商輩とどこが違うというのだろう
か。」46)
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表 6 京城府上水道建設事業沿革(1910～1939)
(資料：『京城府都市計画要覧』、『朝鮮土木事業史』。
1940 年以後の工事内容については正確な文献資料未確認。)
時期区分

―

第 1 期拡張工事

第 2 期拡張工事

第 3 期拡張工事

(工事期間)

(1914-)

(1919-22)

(1928-31)

(1936-39)

纛島水源地改良

鷺梁津水源地

纛島水源地

九宜水源地

拡張工事

拡張工事

拡張工事

建設工事

1920 年代給水需要

1930 年代前半人口

龍山地域居住日本

増加による慢性的

増加、並びに府域

人居住民への給水

給水不足解消

拡張による需要急

工事名

主目的

給水量増加
増に対応
送水管の増設、

鷺梁津所在仁川水

纛島水源地の拡

1937 年日中戦争勃

水源地護岸工

道水源地を拡張、

張・改保守、並び

発により鉄管など

事、配水池掩蓋

漢江鉄橋に架設し

に京城府内配水管

資材費の上昇、並

工事、取水口新

た上水管により京

の増設

びに供給統制によ

設、吸揚井新設

城府内に給水

工事進行
内容

財源(円)

国庫 約 830,000

国庫 1,056,733

り工事中断
国庫

240,000

府費

990,441

2,350,000
(計画)

都合 1,230,441
給水量
増加分
(累計) (㎥)

＋16,000

＋7,800

＋9,200

(28,500)

(36,300)

(45,500)

大韓水道会社が

京城府給水難解消

数年間延期されて

工事中断以後、
「防

建設した纛島水

の弥縫策として仁

きた拡張事業を国

空防護」のため水

源地設備を総督

川水道の余分を龍

庫補助と起債認可

道の代わりに井戸

府で改良拡張

山地域に給水

により実現

新設

未確認

備考

しかし、水道事業を独占的に営利事業化した京城府の横暴はこれにとどまらなかった。まず
表７からうかがえるように、京城府の水道料金は朝鮮の中では中間程度の水準であったものの、
当時の植民地朝鮮の水道料金は日本本国に比べ相当高く設定されていた。反面、水質管理はひ
どく、市内あちこちの水道からミミズのような虫が出てくることも珍しくなかった47)。そのた
め、高価でありながら低質なサービスで暴利をとる京城水道の弊害に対する怨声と批判はやま
なかった48)。
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表7

京城府水道料の他都市との比較

(資料：『朝鮮日報』1931.3.15 記事をもとに再構成)

都市名

東京

京都

大阪

橫浜

名古屋

京城

平壌

釜山

仁川

大邱

元山

ポンド当
水道料

7銭

5銭
5厘

5銭
5厘

8銭
5厘

7銭
8厘

11 銭

12 銭

13 銭

15 銭

9銭

10 銭

なによりも水道使用者の生活にとって不便であったのは、慢性的な給水量不足による夏季の
頻繁な断水と、冬季厳寒期の水道栓凍結破裂事故、そして設備の未整備と老朽化による水質の
低下であった。とくに気温が上がって給水需要が高まる夏の断水は年中行事のようになってお
り、その不便を訴える府民たちに対し、当局はつねにうわべだけの施設拡張計画を宣伝しつつ
も、実際には国庫補助を受けられずに工事を延期することをほとんど毎年くり返していた。水
質の低下問題は 20 年代には設備の未整備と管理のずさんさから水道から虫が出てくる程度の
問題であったが、30 年代になると水道設備の老朽化のため鉄管が腐食するなど、深刻な問題が
発生するようになった。しかし、これもまた設備の全面的な改修を実施するには予算が不足し、
部分的な改善にとどまっていた。また、冬季の水道栓破裂事故もほとんど毎年問題となってい
た49)。こうした問題があるにもかかわらず、当局の放漫経営はひどくなり、住民の不便を気に
かけない傍若無人な行政をつづけ、職務態度と紀綱の弛緩があらわれる一方で、談合事件の醜
聞もたびたび流れた50)。
しかし、低質にもかかわらず高価な水道水は、依然として京城府民の一部のみが享受しうる
奢侈財であった。表８と図２からうかがえるように、1920 年代に水道という「文明の利器」を
享有できる者とそうでない者の差異は、日本人と朝鮮人の民族的境界と相当部分一致しており、
これは清渓川を境とする南村と北村の空間的分離としても表現される現象であった。このよう
な現象は 1930 年代にも続いており、1932 年の府内水道線統計によるなら、京城府総戸数 77,701
戸、人口 365,432 人のうち給水戸数は 41,111 戸、186,834 人に過ぎなかった。そして、日本人
は 98％が水道の給水を受けたが、朝鮮人は 32％しか給水を受けられなかった。くわえて日本人
は２万２千余戸のほとんどが専用水道栓を使用していたのに対し、水道水を使う 32％ほどの朝

表8

1924 年の民族別水道使用戸数

(資料：中間人「外人의 勢力으로 観한 조선인 경성」『開闢』48、1924.6)
区

分

専

用

私設共用

公設共用

計

日本人

7,617

5,388

2,440

15,445

朝鮮人

1,067

186

7,247

8,500

183

33

600

816

その他外国人
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図2

京城水道一般平面図(1928 年現在)

(資料：朝鮮総督府『朝鮮土木事業誌』1928)

鮮人のうち専用水道使用戸数は２千余戸にとどまり、残る１万７千余戸は共同水道栓から水を
買って使っていた。これは朝鮮人と日本人の経済力、およびそれにともなう民族間生活水準の
差異を明瞭に示すものである51)。1930 年代半ば『四海公論』は京城府衛生設備の民族間の空間
的差別現象と、それに対する京城府当局の無関心について、つぎのように皮肉っている。

「衛生施設については南部・北部はない。北部のハエも南部に旅する飛行力をもっており、
南部と北部を頻繁に行き来している。それだけでなく総督府の新庁舎移転以来、南部・北
部を分けることはできなくなっている。そのため清渓川浄化問題、北部一帯の下水道施設
問題、水道水を撒水用とする問題、大病院下水道の消毒装置問題、井戸水使用禁止問題な
どなどは、みな急ぎ実現を要する焦眉の急務に属する。しかし、京城府は……このような
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諸問題には当初から手をつけず、あるいは着手するふりをするだけであって、われわれの
目からみると比較的不急の施設にのみ力を注いでいるようである。」52)

このような水道設備における民族的格差、ならびにそれによる南村と北村間の空間的不均衡
現象は、30 年代半ば「大京城」へと府域が拡大されるとともに新たな局面を迎えることになっ
た53)。従来の南村―北村間の都市インフラの不均衡に重なって、それよりもいっそう懸隔した
格差を示す都心部旧府域と周辺の新編入地域、すなわち中心部―周辺部間の甚だしい不均衡現
象が京城府の新たな社会的問題として台頭したのである54)。その結果、1930 年代後半になると、
この不均衡は単純に朝鮮人個々人の衛生と関連する問題というだけでなく、京城府民全体の保
健衛生の問題であるという議論が公論化する。専門家・官僚の指摘55)と京城府会での論議が政
策に本格的に反映されはじめたのは 30 年代後半以後のことであり、その結果、京城府は史上類
例のない大規模水道拡張計画を策定した。しかしながら、日中戦争の勃発とともに新府域に対
する上水道工事は計画を縮小・変更するか、白紙化されることになった56)。
北村を中心とした都市インフラの未整備がいっそう大きな社会問題として台頭しはじめたの
は、1936 年、京城府が隣接する１邑８面 71 里のすべてと、五つの里の一部を編入し、府域を
以前の面積の約４倍に拡げた行政区域拡張が施行されてからであった57)。財政に余裕がないま
ま 30 年代に立案された「大京城計画」の基本構想は、既存都心部については現状を維持しつつ、
それまで放置されてきた新編入区域を中心に開発する計画であった58)。しかし、1937 年日中戦
争の勃発により財政難と資金難が重なり、大部分の計画は大幅に縮小するか、中止せざるをえ
なかった。そのため京城府は新府域の飲用水問題緩和策として、水道敷設建設を猶予し、代わ
りに井戸を新たに掘削することにした59)。とくに 40 年代以後、総動員体制期に入ると日常生活
での耐乏と禁欲を強要するイデオロギーが全面的に登場し、事実上都市衛生設備は後退してい
く。結局、日中戦争以後の京城府は、住民に井戸使用を勧奨する政策的転換を推進することに
なる。1938 年 1 月に朝鮮総督府が「伝染病の温床」とみなしていた井戸が、その同じ年の 8 月
には「非常時の脚光」に祭りあげられた(김영미 2007：66-67)。1939 年の初めから実施された
府内の井戸の水質に関する全数調査は、「井戸活用」という上水道政策の大転換にともなうも
のであった。
従来の非衛生的井戸を閉鎖し上水道消費市場の拡大をはかるという戦略とは全く相反し矛盾
する朝鮮総督府の積極的な井戸「再発見」戦略は、上水道の供給が爆発的な需要増加に追いつ
かない状況で導入された苦肉の策であった。植民地権力のこうした上水道供給政策の転換は、
総動員体制期の帝国日本が本格的に推進しはじめた国民体力の向上や国民福祉の増進政策とは
一見矛盾するようにみえる。健康保険相談所設置（1934)、保健所法制定（1937)、厚生省の設
置（1938)など、人口増加と「健民健兵」を目的に推進された日本の戦時衛生行政は戦時総動員
体制との緊密な連関のもとに展開された（장주선 1993）。このように保健衛生は帝国本国でさ
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えも個人の福祉のためよりも軍国主義帝国の勝利のために規定されていたのである。
植民地化初期から長期間にわたり一貫して推進されてきた井戸利用の廃棄と上水道市場の拡
大政策路線が、日帝末期にいたり放棄され、「井戸への回帰」政策に急旋回したことはどのよ
うに解釈できるだろうか。近代的保健衛生言説の次元からみるとき、全国民の保健衛生を国策
としてかかげた時期における、むしろ退行ともいえる衛生政策の急展開は容易に納得しがたい
変化である。しかし、日帝時期を通じ、良質の上水道は植民地大衆の日常生活において誰もが
享有できる公共財としての性格に極めて乏しかったという現実に照らしてみるとき、これは連
続性を帯びた変化であったと理解することができる。水道の公共財的機能を無視したまま、不
公平な民族的差別を続け、不道徳な暴利をむさぼってきた植民地権力は、突然、上水道拡張政
策を引っ込め井戸の再活用と再発掘を推進した。井戸の再活用・再発掘は、「公益追求」を常
にかかげながらも、実際にはそれを実現する意志にも資源にも乏しかった植民地権力が、植民
地社会の劣悪な現実において実際に利用可能な大衆的公共財として飲用水源を急増させようと
したときに発見しうる、唯一の対案であったのである。

Ⅳ

「差別の経済学」から「動員の政治学」へ
汚れた井戸水を利用する朝鮮人ときれいな水道水を利用する日本人、よどみ悪臭の臭う井戸

だらけの北村と、きらびやかで清潔な文明の陳列場南村。植民地都市京城には異質な二つの主
体、対照的な二つの空間が併存していた。植民地帝国の統合のためには、二つの主体、二つの
空間の均質化・統合とまではいかなくとも、その異質性と差別を最小化する必要があった。し
かし、少なくとも京城府の上下水道を中心とした衛生政治の次元からみるとき、植民地朝鮮に
対する帝国日本の社会的統合戦略は成功したとはみなしがたい。
衛生と清潔と秩序を追求したという点で、植民地権力は近代的権力であったといえる。しか
し、植民地における「近代性」は、おおむね記号表現（signifiant）と記号内容（signifié）が一
致せず、発話内容と発話方式が矛盾し、あるいは発話される場所とはかけ離れた言説を生産す
る、脱脈絡的で暴力的な発話行為の産物であった。すなわち、植民地権力は近代性の「啓蒙」
と「解放」と「普遍化」の言説的メカニズムにしたがうよりは、その裏面の論理である「支配」
と「抑圧」と「差別化」の身体的メカニズムによって作動した。そのため植民地権力が、近代
的権力の「普遍性」を主張しようとすればするほど、それ自身の政治的・組織的実態と道徳的・
技術的言説との矛盾におちいり、植民地的「特殊性」の限界性を越えることができなかった。
文明と衛生を伝播するという名目のもとに、日帝は上水道を建設し朝鮮人にもその使用を奨
励した。しかし、大多数の朝鮮人が日常生活において体験したのは、公共性に乏しい私営企業
の暴利と民族間差別の構造的再生産であった。また、戦時体制期になると、それまで絶えず朝
鮮人たちの未開で不潔な生活習慣の代名詞とみなされ、前近代的で非衛生的なものとして廃棄
されてきた井戸が、「総動員」の具体的要求に応えて耐乏と禁欲の価値のもと代用飲料水源と
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して復活した。
上下水道は都市生活の必需財であり公共財である。都市生活は人間の生がもはや自然的所与
にのみ依存することを不可能とし、技術文明によって創出された人為的建造環境と商品市場へ
の依存を不可避なものとして強要する。ある意味で近代化とは技術文明の規律権力による日常
生活の再編過程といえる。伝統時代に澄んだわき水があふれ出ていたソウルの自然水が近代初
期に急激に水質が悪化したことは、どういう原因によってもたらされたのであろうか。それは
都市化と近代化と植民地化という複合した歴史的変化の自然史における過程としてみることも
できる。しかし、少なくとも大多数の朝鮮人にとって、その過程は公共財である井戸の品質悪
化の一方で、必需財である上水道への接近資格は剥奪されるという暴力的なものにほかならな
かった。結局、かれらに強要された選択肢は高価で低質な上水道か、以前よりはるかに汚くな
った井戸かの二者択一であったのである。
植民地主義は伝統的生活様式を非衛生的で不潔なものとみなしながら、衛生的で清潔な文明
的生活方式を提示した。しかし、大多数の植民地大衆にとってそれは越えることのできない可
視的・非可視的差別の構造物の向こう側に置かれたものであった。戦時総動員体制期の京城に
おいて井戸は日帝植民地権力の必要によって再発見された。それは上水道を望んでいた植民地
権力の戦略的関心が、利潤追求のための消費財から住民動員のための必需財へと転換するにと
もない「新たに」発見された「古くからの」現実であった。公共性を喪失したまま利潤の論理
を掲げた植民地権力の「差別の経済学」のメカニズムの中で、長い間「非文明」と「非衛生」
の汚名を帯び、植民地大衆の非可視的日常に埋もれていた井戸が「非常時文明の対案」として
可視化しえたのは、帝国日本が窮地に陥った戦時体制期において、植民地住民の総動員という
切迫した必要から提起された「動員の政治学」のメカニズムを通じてであった。
後発軍国主義帝国日本が、500 年の王朝の歴史と伝統をそのまま残す古都ソウルに植民地化
の本拠地を建設するに際し、動員しうる資源は制限されており、取り得る選択の幅は広くなか
った。植民地主義の力動性を「同化」の建前と「異化」の本音の間隙の間で揺れ動く振り子運
動と規定するならば、植民地衛生戦略の変化は守勢的な隔離戦略と攻撃的な改善戦略という二
つの方向の間での選択と動揺の過程であると把握できよう。かれらの衛生戦略が初期に掲げた
野心に満ちた建前とは異なり、植民地統治の全期間を通じ攻撃的で全面的な変化の路線にはな
かなか踏み出せないまま揺れ動き、ついには「自然状態への回帰」を選択せざるをえなくなっ
たのは、帝国日本のこうした構造的脆弱性によるものであろう。
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注
1)

港湾都市に植民地中枢都市を建設する一般的事例に照らしてみるとき、20 世紀に入りムガール帝国の
首都であったデリーに新都市ニューデリーを建設して遷都した英帝国のケースは非常に特異な事例であ
る。

2)

台北の場合、それまで台北を支配していた清王朝の支配勢力の大部分が城内地区を空けて中国本土へ
帰還したという点で、台北の植民地都市化は伝統権力の抵抗が希薄な「無主空山」を占拠する方式でお
こなわれた。満州国の場合、満洲地域の伝統的中心都市であった瀋陽ではなく、新都市長春に「新京」
を建設したことは周知の事実である。

3)

都城内は北岳(342.2m)、南山(232.1m)、駱山(110.9m)、仁旺山(338.2m)に取り巻かれた盆地地形であり、
これらの周辺山地にそって都城が築造された(서울특별시사편찬위원회,1998：15)。

4)

李重煥の『択里誌』によると、漢陽府は「東・南・北はみな大江が取り巻き、西は海潮に通じる。あ
ちこちの水が集まるこの場所に(白岳山が)位置している。ここは一国の山水の精神が集まるところだとい
う。……漢陽の前面は大江がふさぎ、ただ西に向かう一路が黄海・平安道に通じている。都城から五里
ほどいくと沙峴があり、それを越えると緑蠜峴である。唐将がここを通り過ぎるときに、一夫が関を守
れば万夫でも突破できないだろうといったという」(이중환 1996：159-164)。

5)

このような居住地の分化は制度的な強制ではなく、一種の生活習慣上の制限に過ぎず、厳格な意味で
の居住地の身分的区分があったとみることはむずかしい。身分別居住空間の分割が維持されたのは、商
工業を忌避し、大路の近くに住むことを避ける伝統的居住観念と、南村に比べ北村の居住環境が優って
いたという自然地理的条件が結合し、身分別集住の「慣性」が断絶する契機もなく持続・強化されてき
たためとみられる(조성윤 1998、이존희 2001：119-120 参照)。

6)

鄭來僑の『浣巖集』には「漢陽の民俗は南北が互いに異なる。鍾路以南から南山にいたる地域が南部
であるが、商人と富戸が多く住み、利を好んで吝嗇であり、鞍馬と第宅の豪奢さを競っている」と述べ
られている(鄭來僑『浣巖集』；李存熙 2001：117 から再引用)。

7)

ソウルの消費市場としての規模を決定する基本的な要因は人口数である。開港直前の漢城府の統計は
その人口を 20 万程度と把握しているが、ソウル住民の防役と謀避により戸口調査が徹底しえなかった面
があることから、実際の人口は 20 万を相当上回っていたものと推測される(고동환 1993： 24-25)。当時
全国の人口が 1500～1700 万と推算されており、ソウルの人口はその 1.5％前後を占める。人口上の比重
は大きいとはいえないが、ソウルは水路と陸路を通じ全国的な範囲で物産を吸収し、とくに王室と中央
政府が位置したため全国から租税と貢物が流入した(이헌창 2000：366-367)。

8)

朝鮮政府の立場からも、当時チンコゲ一帯はソウルの南の端にあり、降水時の排水に問題があって道
がぬかるむなど、生活条件のよくないところであったので、日本人居留地をここに置くことを容認した
と推論できる(손정목 1982：242)。

9)

柵懶軍之佐 1993[1894]：294。柵懶軍之佐(さくらいぐんのすけ)は当時の日本公館の建物のみすぼらし
さについてつぎのように不満を吐露している。「日本公使館は南山の中腹、老樹鬱々渓流浣然たる上に
在り。旭日章のフラグは優に天空に飜り、威風堂々京城の内外を睥睨す。去れど悲矣哉、我が公館の構
造是を欧米の公館に比し来れば、粗にして且つ小、況んや領事館の如きは。従来の朝鮮家屋を修繕して
纔かに膝を納るるに足るのみ」(柵懶軍之佐 1993[1894]: 295-297)。

10)

1894 年から 1903 年までの 10 年間の日本人居留民の人口増加をみるなら、釜山は 2.9 倍、仁川は 2.0
倍、元山は 2.2 倍の増加であるが、漢城の居留民は 4.3 倍に増えている。漢城居留地はほかの開港場に
比べ政治の影響を非常に大きく受けていたのである (박찬승 2002a：94-95)。

11)

仁川は、開港直前の済物浦の 15 戸をはじめ、北城浦から万石洞にかけて人家がまばらに点在する、
取るに足らない漁村であったが(仁川府 1933：117-118)、1910 年末には朝鮮人 12,659 名を含む総人口
26,778 名の大都市に成長していた(仁川府 1933：367)。

12)

권태환 외(1997)の統計によるなら、京城の日本人人口は 1906～10 年の間に年平均 24.6％、1910～15
年の間には年平均 7.8％ずつ増加する傾向を示す。1910 年の京城府人口中、日本人の比率は 18％以上に
いたり、1915 年には 25％を越えた。反面、京城の朝鮮人人口は 1910 年代には継続して減少し、1920
年代に入って反騰しはじめるものの、その増加水準はほかの都市に比べ顕著に低く、首位都市性は一貫
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して低下していた。したがって、日帝時代の朝鮮の都市化は「一言でいって、首位都市が植民地搾取の
単独の中心として、すべてのほかの都市と農村地域を支配することはできなかった。……むしろ日本は
植民地の中心を比較的多様化させることによって、植民地を直接、効果的に支配する政策を朝鮮に適用
したといえる。このような点からヨーロッパ諸国のラテンアメリカ、および東南アジアにおける植民地
支配形態とは根本的に様相を異にする」(권태환 외 1997：269-270)。
13)『毎日申報』 1910. 10. 7 「衛生과 修身」。
14)『毎日申報』 1911. 9. 22 「淸潔의 時期」。
15)『毎日申報』, 1911. 1. 8 「청결과 人의 價値」、1911. 2. 10「飮食의 淸潔」、1911. 3. 5「飮食店의
改良」の記事参照。
16)

これにともない 1906 年以降日本人によって制定された衛生規則ならびに衛生関係諸規則はつぎのと
おりである。「漢城衛生会規則」(1907 年 12 月公示第 155 号)、「除穢規則」(1908 年 4 月理事庁令第 1
号)、「除穢規則施行の区域」(1908 年 9 月理事庁告示第 23 号)、「京城府居留民団汚物掃除委託の件」
(1908 年 9 月理事庁訓示)、「塵芥汚物容器の件」(1907 年 11 月民団公示)、「京城居留民団汚物掃除規
則実施の件」(1907 年 10 月理事庁許可)、「衛生組合規則」(1906 年 8 月理事庁認可)、「京城居留民団
営造物使用規則中火葬場使用に関する件、萬里峴火葬場の設置」(1907 年 6 月民団公示第 34 号)、「伝
染病予防規則」(1909 年 6 月理事庁令)。以上、京城府 1936：892-893 参照。

17)

もちろん近代開港場の居留地や租界地として初めて市街地が形成された釜山・木浦・仁川などの事例
は伝統的聚落とは異なる、例外的なものである。これらの地域は、自然水が不足し人が暮らすには適さ
ない場所に、外来異邦人によって新たに居住地が建設されたもので、定着初期から上水道施設が生活の
必需財として求められた。代表的な事例である木浦の開港場の水事情については、고석규 2004、第 9
章を参照。

18)「京城市街の井戸水はすべて塩分を含有し、赤色を帯びているが、これは鮮人が幾百年間放棄してきた
糞尿の液が混和したもので、この水で米を炊けば黄色を帯びて塩辛く食することができない。朝鮮人は
平気でこれを用いるが、内地人は不潔なだけでなく衛生上有害であるとして……」
(岡良助 1915：250)。
19)「朝鮮は地質関係上井戸の湧出量が極めて少なく、衛生設備が不完全であるため、上水道敷設の必要が
切実であり、保護政治確立以後、旧韓国政府をして起業資金の一部を割愛し明治 39(1906)年以降、仁川と
平壌の水道を起工」した。また、同じ時期、釜山と木浦の両開港場では居留民団経営の水道が起工された
(朝鮮總督府 1926：1)。
20)

かれらは日帝時期にも京城水商組合という利益団体を結成し、朝鮮人と日本人上流層を主な顧客とし
て良質な飲料水を配達する事業活動を継続した。これについて詳しくは朝鮮総督府 1928：1124-1128、
「京城水商組合の沿革及現況」参照。

21)「 和将台の京城神社のもとに神池というものがあるが、水道敷設以前には居留民がこの水を飲用とした。
その当時に設置した引用管が京城ホテルに１か所残っている」(岡良助 1915：250)。
22)

1910 年 9 月 29 日に発布された統監府令第 61 号第 1 条は「水道上水保護区域内に於て瓦礫、塵芥、動
物の屍体等を投棄し又は家畜放飼、漁猟、游泳、洗濯其の他水質を汚損すへき行為を為すへからす」と
規定している。これ以後も総督府は 1915 年 9 月 10 日訓令第 50 号により再度水道に関する件を発布し
た(『(朝鮮総督府)官報』及び『毎日申報』該当日付記事参照)。

23)

渋沢栄一は当時の日本財界の実力者であった。主な経歴をみるなら、第一(国立)銀行頭取(1875-1916)、
東京会議所会頭、東京商業会議所創立会頭(1891-1905)、東京商工会発会会頭、農工商高等会議議長、東
京銀行集会所会長、貴族院議員などを歴任した。朝鮮と関連しては東京瓦斯株式会社社長として京城電
気株式会社を創設し、第一銀行頭取として朝鮮で銀行券を発行し、京釜鉄道株式会社を設立し、京仁鉄
道敷設権を引継ぎ、稷山金鉱会社と朝鮮興業会社を設立するなど、多方面で独自の活動を繰り広げ、当
時の「朝鮮開発」において民間の「第一人者」と呼ばれた。

24)
25)

大韓水道公社からの京城水道設備買収費用は 2,926,345 円であった(朝鮮総督府 1928：1133)。
1910 年京城の水道使用者は千五六百戸で、このうち朝鮮人は三四百戸にすぎなかった(『毎日申報』
1910.11.26 「수도 신청자 증가」)。1912 年の統計によると、京城府内総 56,148 戸中、上水道使用戸数
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が 18,033 戸(32.2％)、井戸水使用が 30,008 戸(53.3％)、河川水またはわき水使用が 8,107 戸(14.4％)と集
計されている(朝鮮總督府 1912)。
26)「下水の開鑿と水道管の埋設などの工事費を見積もると 1300 万円の予算がさらに必要であり、現在の
総督府財政上難しいこと……」(『毎日申報』1912. 11. 8)。
27)「予算不成立に伴い京城水道の仁川水道分水工事延期……」(『毎日申報』1915. 1. 8)。
28)「……元来、市街地の下水工事は暗渠式を理想とするが、これは巨額の経費を要するため、朝鮮現下の
民度に照らし本計画はすべて開渠式を採用し……」(『毎日申報』1915. 7. 25)。
29)「京城下水計画―総経費 100 万円：大正 2 年度から総督府が着手中である京城下水調査は今回漸次完了
を告げ、この施設についての大体の計画を樹立した。元来、市街地の下水工事は暗渠式を理想とするが、
これは巨額の経費を要するため、朝鮮現下の民度に照らし本計画はすべて開渠式を採用し、総経費 100
万円を計上した。これに対する国庫補助額は不明であるが、継続事業として明年度から起工するようで
ある」(『毎日申報』1915. 7. 25)。
30)「下水計画中止―府民負担に耐えられず」(『毎日申報』 1915. 8. 18)。
31)「貧窮な京城府、北村工事中止、仁寺洞・寛勲洞下水工事ついに中途で廃止する……昨年夏の梅雨の水
害による市内大小道路と下水の損害は意外と深刻で、復旧するのに……修繕費は総額 15 万円に達する
が、府の財政状況では一度にすべての修繕をすることはできず……」(『毎日申報』1926. 9. 24)。
32)『朝鮮日報』1936. 4. 18。
33)『毎日申報』1922. 2. 8.：「清渓川に他殺死体」、『毎日申報』1925. 12. 9：「清渓川下流に少年の惨殺
屍体」。
34)『朝鮮と建築』5-7(1926. 7)「淸溪川の覆蓋工事」39 頁。このほかにも『朝鮮日報』1926. 8. 20：「清渓
川を覆い 1 万坪の住宅地を」、『毎日申報』1926. 8. 22：「清渓川を暗渠とし内鮮人の歓楽場」などの
記事参照。
35)「···長安の汚い水という水がみな集まるこの清渓川、いや濁渓川の上に暗渠をかぶせてくだされたし」
(『朝鮮日報』1936. 4. 19)。
36)「伝染病発生の張本人、清渓川と下水口……金がなくて直すこともできず……」(『毎日申報』1934. 4.
24)。
37)

本来清渓川は朝鮮時代には「開川」とのみ呼ばれるだけで、とくにほかの名はなかった。「清渓川」
が公式名称となったのは日帝強占後、朝鮮河川令が制定されてからであった。清風渓川に由来するもの
だという (김기빈 1993：57)。清渓川の浚渫は 1908 年に大韓帝国政府によっておこなわれた後、ようや
く 1918 年になって 25 万円余の経費をかけ着手された。これは京城の下水問題を解決するという機能的
意味に加え、総督府庁舎が建つ場所をあらかじめ整備するという意味ももつものであった(『毎日申報』
1918. 12. 16)。日帝末期には清渓川の全面覆蓋による道路の拡張と地下鉄敷設計画も発表された(『朝鮮
日報』1939. 8. 21「清渓川を覆い自動車専用道に⌋、『毎日申報』1940. 5. 7「上に電車、下に地下鉄―大
道に変わる清渓川」)。しかし、結局、日帝時期清渓川の覆蓋案は実行されないまま、構想にのみ終わ
った。日帝下清渓川の覆蓋計画について詳しくは전우용 2001：30-31 参照。

38)『朝鮮日報』1933. 1. 21.
39)「京城府内の井戸水がどうしてそのように不潔なのかという原因を探ると、大概歴史の長い古い都市は
どこでも都市から自然に発生する塩分が底に沈殿し不潔な汚物が堆積し……不潔な水の沈積が多く…
…さらに京城府内では高層建物が増加したが、便所の排出設備が整っていないため高層建物から出る汚
物はみなそのまま捨てられることで……飲用に適する井戸水を求めようとするなら 1600 尺以上の地下
まで掘らなくてはならない」(『朝鮮日報』 1933. 1. 21)。
40)『毎日申報』1914. 4. 24「京城水道の配達給水は廃止」。
41)『毎日申報』1914. 5. 15 および 6. 12「水道総代選定」。
42)

京畿道水道係による 1915 年末現在の京城府内水道使用者の調査によると、1914 年末に比べ顕著に増
加し、「計画によらない者―内地人が 2,210、朝鮮人が 433、外国人が 58 であり、計画による者は内地
人が 482、朝鮮人が 44、外国人が 68、私設共用に係わる者は内地人が 4,557、朝鮮人が 213、外国人が
22、官設共用に係わる者は内地人が 3,790、朝鮮人が 5,935、外国人が 149 である。更に総戸数に対する
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給水使用戸数の比例千分をみると、内地人が 693、朝鮮人が 174、外国人が 564 となり……大きな増加
を示している」という(『毎日申報』1916. 4. 8)。
43)『毎日申報』1916. 4. 16「京城水道収入―実収 25 万円」。
44)

京城水道の府営化は 1921 年初にすでに決定されていた事項であった。ただし、当時は国費により鷺
梁津水源地拡張工事(1919-22)が進行中であったため、府営移譲をその完工以後に延期したものとみられ
る (毎日申報』1921. 1. 27)。

45)『朝鮮日報』1924. 10. 23「京城水道恐慌」。
46)『毎日申報』1923. 11. 26。このほかに同紙の 1924. 9. 27、および 10. 28 付記事も参照。
47)「京城府の水道は夏になるたびミミズが出現し、また名前のわからない水中の虫や砂のようなものが出
てくるといって問題になっているが、さらに伝染病都市という別名まで耳にするので、水道について一
般市民は神経をとがらせ、少なからぬ不安と疑心を懐いている。……現在地下に埋設された送水管は 20
万 7 千メートルになる。しかし送水管の生命は 30 年でしかなく、その前に新しいものに交換しなくて
はならないが、今日まで京城府では財政が許さず大規模な送水管の交換をおこなえず、一年に約 2000
メートルに限って、約 4、5 万円の経費で少しずつ交換している。30 年前に埋めた送水管の内、まだそ
のまま埋設されているものが約 7、8 万メートルに達し、その中にはほとんど使用できないほどに腐食
したものも少なくないようである。……さらに問題なのは……まだ手がつけられていないものの中で
も、纛島から配水池につながる送水管や鍾路通、黄金町通の幹線地帯が昔のままであるので、そのほか
の支線がいくら新しくなっても幹線に問題があれば当然に水質にも関係するであろう。……これについ
て京城府水道課でも改修したいと考えているが、府の財政上どうにも困難で、また送水管の寿命が 30
年であるとはいうが、それほど大きな問題はないだろうともみている」(『朝鮮日報』1936. 3. 7)。この
ほかに『毎日申報』1929. 5. 18 および『朝鮮日報』1929. 6. 14、1935. 7. 31「社説：京
城府水道の不備」記事も参照。
48)「京城の水道料金は東洋第一の高価、識者間に非難の声沸騰」(『朝鮮日報』1927. 2. 18)、「価格では第
1 位、水質は第 23 位……京城水道の内容は全朝鮮 29 箇所の水道の中で品質は 23 番目であると」(『朝
鮮日報』1927. 2. 24)。
49)

とくに零下 17 度以下に下がった 1936 年冬の酷寒により水道栓破裂事故が続出し、1 月末・2 月初の
20 日間だけで市内の水道修理申請は 13,000 件余りに達した。その施設補修費はそのまま府民の負担に
転嫁された(『朝鮮日報』1936. 1. 17 および同年 2. 8)。30 年代後半にいたり、水道設備がしだいに老朽
化し、冬季水道栓の故障が水道事故全体の半分程度を占めるようになった(『朝鮮日報』1938. 12. 11)。

50「京城府醜聞また一つ、水道課くず鉄を中心に談合事件発生」(『毎日申報』1934. 5. 31)。
51)『朝鮮日報』1932. 12. 17 および『朝鮮日報』1933. 1. 21 記事参照。
52)『四海公論』2-6(1936. 6)「大京城府政縱橫觀」52 頁。この文の筆者は京城府当局の政策がこうした傾向
を帯びている理由として二つあげている。一つは「府尹の頻繁な更迭」であり、もう一つは「府民の府
政に対する無自覚な無関心」である。
53)

中心・周辺の地域分化現象と要約される 1930 年代京城地域の空間的変化については、김영근 2002 を
参照。

54 ) 「 永 登 浦 、 名 の み 京 城 府 、 村 邑 態 を 免 れ ず … … 現 在 の 飲 料 水 で は 住 民 衛 生 に 大 き な 問 題 」
(『毎日申報』1937. 3. 29)、「われらにも水をくれ。龍江・塩里・大興町民たちの絶叫……府内龍江町・
塩里町・大興町は水道の設備がなく、3000 戸余りの住民が不便を強いられている。一日も早く水道を設
置してほしいという要望がおこっている」(『朝鮮日報』 1937. 4. 16)。
55)

これについて詳しくは荻野正俊(京城府衛生課長)「水に関する衛生的考察」(京城都市計画研究会『朝
鮮都市問題会議録』1936)、坂本嘉一(総督府内務局土木事務官)「上水道経営について」(京城都市計画
研究会『朝鮮都市問題会議録』1936)参照。

56)「市内旧府域内の拡張工事だけ！新府域内の新設は望みなし……全朝鮮各都市の上水道施設拡張や新設
工事が中断される運命に陥った。……新府域の新府民たちが水道施設の恩恵をえらる日はまだ遠い」
(『朝鮮日報』1937. 7. 23)。
57)『京城彙報』1936. 3、33 頁。
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58)『朝鮮日報』1936. 8. 2。
59)「京城府に新たに編入された区域に住む人々が、水道を敷設し道を整備してほしいと何度も要求したこ
とがあった。しかし、京城府では、水道は経費の関係ですぐさま敷設することはできず、まず井戸を掘
るようにとのことであった。……井戸一つを掘るのに費用が 550 円かかり、すべてあわせると 1 万 1 千
円にもなるという。これについて半額は京城府で負担し、半額は京畿道から補助してほしいという」『
( 朝
鮮日報』1936. 10. 9「水道敷設は猶予、井戸 20 箇所掘削」)。
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