ソウルの都市形成と生活基盤
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はじめに

アジアの都市形成と生活基盤
本報告における「生活基盤」の意味は、さしあたってハードウエアとしての都市インフラス
トラクチャーとソフトウエアとしての都市文化に限定しておきたい。そして、報告で主題とす
るソウルをはじめ、アジアの近代都市の場合、どちらも外来の要素が大きい。たとえば、鉄筋
コンクリートのビルディング、舗装された道路、映画の鑑賞、テーマパークでの娯楽など、近
代のアジア都市で形成された生活基盤は、西洋起源のもので占められている。
近代世界システムとアジアの近代都市
このようなアジアの近代都市は、Ｉ・ウォーラーステインのいう｢近代世界システム｣のもと
で形成されてきた。ウォーラーステインによれば、近代世界システムは資本主義世界経済のも
とで地球全体が一つの世界となって一体化している。しかし、その世界は｢中核｣と｢周辺｣とい
う二重構造を形成しており、アジアの大部分は｢周辺｣に組み込まれて植民地・従属地域となっ
た。さらに 20 世紀後半に植民地が独立した後も、｢周辺｣は依然として｢中心｣と格差を持つ発展
途上国となった。しかし、1960 年代ごろから次第に東アジアの工業化が進展し、韓国もアジア
ＮＩＥＳ(新興工業経済地域)となった。そして、20 世紀末から本格化するグローバル化の中で、
東アジアは｢世界の工場｣としての性格を強めて行った。
ソウルをはじめ、アジアの近代都市の多くは、このような近代世界システムのもとで、植民
地都市→ＮＩＥＳ都市→グローバル都市へと変遷してきた。このような歴史によって、アジア
の近代都市は、伝統都市との連続性よりも断絶性の方が強いという特徴を持つ。
アジアの近代化と都市生活基盤
都市化は、近代化の主要な要素の一つだが、アジアにおける近代化は、西洋化と重なる。し
たがって、前述のようにアジアの近代都市が伝統都市と断絶しているのも、そこに西洋化とい
う要素が入ってくるためである。
このことは、都市生活基盤を考える場合にも見落とすことのできない問題である。たとえば、
ハードウエアとしての建築、交通機関、上下水道などは、ほとんど西洋から導入された技術で
作られた。また、都市生活の中で生まれるソフトウエアであるファッションや娯楽なども、西
洋式のものに切り替えられた。
このような変化は、アジアの都市に豊かさや快適さをもたらすと同時に、夏目漱石が｢外発
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的開化｣と呼んだような問題点を含んでいた。その結果、東洋と西洋、伝統と近代、富裕と貧困
などの二重性を常にかかえることになり、無国籍的な都市を生み出すことになった。

２

植民地都市としてのソウル

植民地的都市形成と生活基盤
ソウルは、1395 年に朝鮮王朝の都が置かれ

表1

京城府住民の二重構造(1935 年)

て以来、伝統都市として発展してきた。さら

朝鮮人等

日本人

に、19 世紀末からアジア的近代都市への変貌

｢町｣地域

48.6%

51.4%

を遂げつつあったが、1910 年の韓国併合以降

｢洞｣地域

93.5%

6.5%

は日本の植民地都市として形成された。

〔出典〕『京城商工会議所統計年報』1935 年版。

近代の植民地は、世界システムの｢中核｣の
工業化を支えるために、原料・食料の供給地

表2

京城府の水道普及率(1925 年)

として、また工業製品の市場として編成され

総戸数

た。そして、物資の流通や支配の拠点として、
植民地都市が建設された。
植民地的都市の生活基盤を考える場合、最

給水戸数(％)

朝鮮人

48,431

28.3%

日本人

20,598

84.8%

〔出典〕『京城都市計画資料調査書』1927 年。

も重要な要素は都市の二重性である。植民地
都市には、支配者と被支配者の二重構造がみられ、それが居住空間や生活基盤の違いとなって
あらわれていた。居住地分化に関して、表 1 に示すように京城府(植民地期のソウルの名称)に
は｢○○町｣と｢○○洞｣という二つの地名があり、前者が日本人の名付けた地名、後者が朝鮮人
の名付けた地名であった。そして、｢町｣地域では日本人が約５割を占めていたのに対して、｢洞｣
図1

地域では朝鮮人が９割以上を占めており、完
全に居住地が分かれていたことがわかる。空
間的には図 1 に示すように、景福宮や鍾路を
はじめとして伝統都市の中心だった北部が朝
鮮人集住地区となり、初期の日本人居留地や
公使館が置かれていた南山のふもとのチンコ
ゲや、日本軍の駐屯していた竜山を取り巻く
南部が日本人集住地だった。
京城府のように伝統都市の上に築かれた
植民地都市では、必ずしも支配者が伝統的な
中心部に住んでいたわけではなかった。しか
し、植民地支配の進展とともに、次第に新開
地だった日本人地区の生活基盤が整備され
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図2

て、二重構造の逆転がみられた。たとえば、
表２に示すように、水道の普及率には歴然
とした格差が生じるようになった。結局、
植民地都市の二重性は支配と被支配の対立
だけでなく、伝統と近代、開発と貧困など、
さまざまな二重構造を持つようになってい
った。さらに、植民地都市ソウルの生活基
盤を考えるとき、もう一つ留意しなければ

図3

ならないのが今日の発展途上国都市との共
通性である。一般に植民地では一次産品の
モノカルチャー経済が形成され、工業化は
抑制された。これと対照的に日本の植民地
では、後発工業国だった本国日本の工業化
を補完するために、一定の工業化が進めら
れた。しかし、都市化が急速に進展してい
ったのに比べて、工業化を示す指標は伸びが小さかった。その結果、今日いうところの都市非
公式部門(urban informal sector)、つまり雑業層が増大し、過剰都市化(over urbanization)が起こっ
ていた。また、植民地朝鮮では地方都市も一定の成長がみられたのが特徴だが、図２に示すよ
うに京城府は他の地方都市とは隔絶した規模を持っており、首位都市(primate city)への人口や都
市機能の集中がみられた。したがって、植民地期の都市化は先進国的な近代化を意味するもの
ではなく、ソウルには図３にみられるような｢土幕民｣と呼ばれるスクウォッターが急増するこ
とになった。
アジア的近代と都市生活基盤
一方、京城府の生活基盤には一定の近代化の動きがみられたのも確かである。たとえば、
1920・30 年代には、映画館・カフェー・デパートなど、本国の都市と同じような都市風俗が出
現した。しかし、こうした変化はアジア的近代のもつ特徴が反映されたものだった。
一般にアジアの近代化は西洋化と同義である面が強く、伝統社会や伝統文化と断絶した内容
を持っていた。たとえば都市の建築は、基本的に西洋の様式で建てられた。たとえば、図４に
示す一群の建築のうち、徳寿宮石造殿は朝鮮王朝が計画し、普成専門学校図書館は初期の朝鮮
人建築家・朴東鎮の設計であり、朝鮮総督府庁舎や朝鮮銀行本店は日本の植民地支配のために
建てられた。このように建築の背景はさまざまに異なるにもかかわらず、こうして写真を並べ
てみると、ほとんど違和感は感じられない。つまり、これらの建築様式の起源は日本でも朝鮮
でもなく、基本的に西洋の様式であり、外来のものであったのである。ソウルばかりでなくア
ジアの植民地都市には多くの植民地建築が残されているが、今日の西洋化された都市の中で、
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それらの建築は植民地遺産としてよりも近代化遺産としての様相を示し、違和感なく収まって
いる。
そして、以上のような植民地都市ソウルの発展途上国都市としての特徴やアジア的近代都市
としての特徴は、解放後のソウルにも受け継がれていく面がみられた。

３

ＮＩＥＳ都市としてのソウル

植民地都市との連続と断絶
1945 年に植民地支配から解放された朝鮮半島には、やがて 48 年に南北二つの分断国家が生
まれた。そしてソウルは大韓民国の首都、そしてはじめは朝鮮民主主義人民共和国の首都とし
ても位置づけられることになった。しかし、都市生活基盤だけでなく、さまざまな面で 50 年代
ごろまでは植民地時代の｢遺産｣が残されていた。これが大きく変化したのは、60 年代から始ま
った急速な工業化の時代である。
1960 年代から 70 年代にかけて韓国は工業化を大きく進展させ、のちにアジア NIES （Newly
Industrializing Economies＝新興工業経済地域)の一つに数えられるようになった。これを支えた
のは、アメリカや日本へ向けた輸出志向型工業化と、その両国を中心とする外資導入、そして
61 年のクーデタで成立した開発独裁政権としての朴正煕政権だった。
図4

▲ 普成専門学校図書館

▲ 徳寿宮石造殿

▲ 朝鮮銀行本店

▲ 朝鮮総督府
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そして、ソウルの生活基盤や都市空間にも、NIES としての工業化を契機とする変化がみられ
た。たとえば、解放後の都市計画には 1934 年の朝鮮市街地計画令が基本的に継承されていたが、
1963 年の都市計画法はその内容を一新させた。また、ソウルの市域は 50 年代まで 36 年の｢大
京城｣への拡張の成果が継承されていたが、図４のように、63 年にそれまでの南限だった漢江
の南に市域が拡張され、ほぼ今日のソウルと重なる大きさになった。さらに、71 年には都市計
画法が全面改正され、73 年には拡張された市域に新しい区が置かれて内実が固められた。こう
して植民地都市京城と断絶する NIES 都市ソウルには、新たな生活基盤や都市空間が形成され
ていったのである。
アジアＮＩＥＳとしての都市形成と生活基盤
前 述 の よ う に 、 NIES

図 5・6

時代のソウルの変化を象
徴するのが、漢江の南へ
の市域拡張だった。そし
て、その内容をみると、
さらに NIES としての工
業化のあり方が象徴され
ている。この地域の東半
分には江南地区に代表さ
れるような高級分譲マン
ション(韓国ではアパー
トと呼ぶ)、西半分には九
老・永登浦に代表される
ような工場と不良住宅
が、それぞれ集中していた。つまり、経済成長とともに形成された中産層と呼ばれる富裕層が
東半分に住み、工業化を支えた輸出向けの中小工場と低賃金労働者の住宅が西半分に集中して
いたのである。韓国の工業化は、このような二重構造によって展開していった。
このことは、図５・図６をみればわかるように、住民の所得や住宅形態に大きな格差をもた
らすことになった。
さらに、1980 年代までは、市内の各所に輸出志向型工業化を支えた低賃金の不安定就業者が
大規模なスクウォッター(不法居住地)を形成していた。これもアジア NIES としての韓国の一面
だった。そして、それらのスクウォッターを強制撤去し、その跡に中産層向けの高層住宅を建
設するという｢再開発｣事業が、政府と財閥系建設会社によって推進されていったのである。
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４

グローバル時代のソウル

グローバル時代のアジア都市と生活基盤
1990 年代から経済のグローバル
化が本格的に展開されると、東アジ
アの都市は一段と変貌を遂げるよう
になった。経済のグローバル化は、
単なる国際化とは性格を異にする動
きである。国際化(internationalization)
は、日本語でも英語でも文字通り国
を越える動きであり、二国間の貿易
や投資の拡大でも成り立つ概念であ
る。これに対して、グローバル化
(globalization)は、地球(globe)が一つ
になる動きであり、地球規模でモ
ノ・カネ・ヒト・情報のネットワー
クが形成されることになった。

表3

世界の超高層ビル

アメリカ以外で最高
1978

サンシャイン 60(日本)

239.7m 60 階

1985

大韓生命 63 ビル(韓国)

249m 60 階

1986

OUB センター(シンガポール)

1990

中国銀行タワー(香港)

1992

セントラルプラザ(香港)

1996

信興広場(中国)

324.8m(383.95m) 69 階

1997

中信広場(中国)

321.9m(391.1m)

280ｍ

63 階

305m 72 階
309m(374m)

78 階

80 階

世界一
1998

ﾍﾟﾄﾛﾅｽ･ﾂｲﾝﾀﾜｰ(ﾏﾚｰｼｱ)

2004

台北 101(台湾)

2009

ブルジュ・ドバイ(UAE)

452ｍ 88 階

509.2m 101 階
818m 160 階

〔出典〕筆者作成。

こうしたグローバル化の中で、東
アジアはＩＣＴ(情報通信技術)産業を中心として、｢世界の工場｣としての役割を担うことにな
った。たとえばＩＣＴ産業では、ソフトウエア(ＯＳ、応用ソフト、システム構築など)をアメ
リカが独占し、ハードウエア(パソコン、携帯電話、デジタル家電など)の生産は東アジアに集
約された。たとえば、いまや世界のノートパソコンの９割は中国で生産されているといわれる。
さらに、そのパソコンのＤＲＡＭ(半導体メモリー)や液晶パネルは韓国や台湾から供給されて
いる。そして、半導体の原料のシリコンウエハーや液晶パネルのガラス、フィルターなどは、
日本から供給されている。このように、｢世界の工場｣としての東アジアは、域内分業によって
成り立っているのである。
こうしたグローバル化に先立って、1950 年代から日本、60 年代からアジアＮＩＥＳ(韓国・
台湾・シンガポール・香港)、80 年代からＡＳＥＡＮ４(タイ・マレーシア・インドネシア・フ
ィリピン)、90 年代から中国と、場所を変えながら工業化の動きが急速に進展していたが、グ
ローバル時代の国際分業はこうした東アジアの工業化を一段と進展させた。その結果、アジア
の大都市も、急成長することになった。
たとえば、表３は世界の超高層ビルの変遷を示しているが、アメリカを除けば、1970 年代末
から超高層ビルはアジアに集中していることがわかる。しかも、その中で最も高いビルは新た
に経済成長した国の間で転々と移り変わり、21 世紀を迎えるとアメリカを抜いて世界一のビル
がアジアに登場するようになった。
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さらに、アジアのグローバル都市には世界共通の生活基盤として、ハブ空港、超高層住宅、
新都市交通、テーマパークなど、さまざまなインフラストラクチャーが形成されるようになっ
た。
無国籍都市の成長
このようなアジア都市の成長は、近代史を通じてみられた伝統との断絶をいっそう促進し
た。つまり、東アジアの現代都市は、｢歴史｣がないという点で、ヨーロッパの都市よりもアメ
リカの都市との類似性を持っていた。前述のように超高層ビルがアジアなどの新興国とアメリ
カに集中しているのも、このような特徴を裏付けている。
図７を見ていただきたい。この 4 枚の写真は、すべて現代のソウルの光景であるといっても、
そのまま信じてしまうだろう。しかし、ソウル、台北、シンガポール、香港、つまりアジアＮ
ＩＥＳの諸都市の景観なのである。都市の景観にかぎらず、このような都市の無国籍性が現代
のアジア都市の特徴だといえる。

図7

５

グローバル時代のソウル
－ 無国籍都市
－ 無国籍都市

グローバル時代のソウル

おわりに
以上、植民地都市、ＮＩＥＳ都市、グローバル都市としてのソウルの歴史をたどっていく中

で、東アジア都市の共通の特徴も浮かび上がってきた。そして、このような東アジアの都市は、
将来に向かって新しいライフスタイルや都市文化を生み出していくのだろうか。それとも、個
性を失った｢豊かなスラム｣にとどまってしまうのだろうか。都市生活基盤の問題も含めて、今
後の動向が注目される。
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