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Africa’s cities are growing fast but urban planning has been poorly-functioning. Urban population has little choice 
but to find housing in informal settlement, which is developed outside of governmentally controlled urban planning. 
Now informal settlements are major dynamics of African urbanization. To understand the process of informal urban 
development in Africa, this study aims to examine the process of land subdivision and housing construction in 
informal settlements, using survey date from Nairobi, Kenya. We found different development processes by the 
difference in development types. 
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1．はじめに 

1.1．研究の背景 
世界でもっとも急速に都市化が進行するアフリカでは、行政に

よる都市計画は十分に機能していない。アフリカにおける都市計

画制度は植民地期にヨーロッパから移入されたが、現在、経済・

行政の中心地区や富裕層の住宅地区など都市の一部において限

定的に機能しているにすぎない 1)からである。そのため、都市人

口の大部分は都市計画の枠外で形成されたインフォーマル市街

地で住まいを見つけざるを得ない。また、都市は周辺に広がる農

地や隣接する街を飲み込むかたちで拡大しているが、このプロセ

スのほとんどが都市計画の枠外で生じている。Berner2)によると

新規に建設される住宅の 85%が無認可であり、インフォーマル
市街地の拡大が都市化の原動力となっていると言える。 
1.2．既往研究 
アフリカ都市のインフォーマル市街地に関して、土地権利のフ

ォーマル化が与える影響について多くの実証的な研究が行われ

てきた。Payne et al.3)とDurand-Lasserve, Alain and Selod, Harris4)は

既往研究を広範にレビューし、インフォーマル市街地における土

地登記あるいは土地権利証書の付与は概して大きな成果を出し

ていないと結論づけている。 

これに対し、インフォーマル市街地における tenure practiceに
関する実証的な研究から、インフォーマル市街地をフォーマル、

インフォーマルという二元的な法の枠組みから解放し、先進国と

は異なる都市化現象として再概念化しようという試みが見られ

る 4) 5) 6)。 
1.3．研究の目的と位置づけ 
本研究は、東アフリカの中核都市であるケニア国ナイロビにお

けるインフォーマル市街地の形成過程を明らかにする。前稿では、

インフォーマル市街地の開発形態の特質を明らかにしたが、本稿

は、その続稿として、インフォーマル市街地における宅地形成と

建設プロセスの実態を解明することを目的とする。とくに、イン

フォーマル市街地の居住環境・空間的秩序を維持するために、ど

のような規範や権威が参照され、抱える課題に対してどのような

仕組みあるいはルールを作り出しているのか、また、多様な主体

間でどのような関係性を築いているのかに着目する。 
 

２．調査概要 
2.1．調査対象地の概要 
ナイロビは1963年の独立以来、ケニア共和国の首都として発
展し、現在、314万人（2009年）7)の人口を有する。本研究では、

ナイロビの主要なスラムのひとつであるムクル・クワ・ンジェン

ガにおいて開発形態の異なるサイザルと MCC を調査対象とし
て選定した（写真-1、図-1）。サイザルはトタンで作られた掘立
長屋住宅が雑然と立ち並ぶのに対し、MCCはコンクリート造の
高層集合住宅が整然と立ち並ぶなど、居住環境が著しく異なる。 
サイザルとMCCにはそれぞれビレッジ・コミティという住民
管理組織が存在する。影響力を有する住民からビレッジ・エルダ

ー、秘書、会計係（男女各１名）が選ばれて構成される。また、

ムクル・クワ・ンジェンガ全体は州行政局の役人であるチーフ(1)

の管理下にあり、同地域内８地区のビレッジ・コミティを束ねて

いる。チーフはムクル・クワ・ンジェンガ全体の秩序維持を任務

とする行政官であり、住民にとって政府を代表する権威とみなさ

れている。 
 

 

【写真-1】調査地区の様子 
注：右 サイザル、左 MCC 
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【図-1】ムクル・クワ・ンジェンガの概要 

 
3.2．調査方法 
本調査では、サイザルとMCCにおいて、市街地形成に関する
インタビュー調査、行政・知識人への調査、参与観察を実施した

（表-1）。調査は2014年2〜7月に実施した。 
 

【表-1】調査概要 

項目 内容 対象 
市街地形成
に関するイ
ンタビュー
調査 

土地取得と住宅建設の経緯に関するインタビ
ュー調査 

ストラクチャ・オーナー（サイザ
ル9人、MCC1人） 

ビレッジの歴史的経緯、開発許認可に関する
インタビュー調査 

ビレッジ・コミティ、チーフ 

行政・知識人
への調査 

ナイロビのインフォーマル市街地の開発動
向、政策に関するインタビュー調査 

ナイロビ・シティ・カウンティ、
大学関係者、ローカルNGOs 

参与観察 ムクル・クワ・ンジェンガに隣接するスラム
で部屋を借りて住むことで参与観察を実施 

ムクル・クワ・ンジェンガを含む
生活圏 

   

 
３．宅地形成プロセスの実態 
サイザルでは住宅が雑然と配置され、細い道路が住宅と住宅の

間を縫うように形成されている。一方、MCCは比較的広い直線
道路沿いに短冊状に区画整理されている。本章では、サイザルと

MCCの宅地形成プロセスを明らかにする。 
表-2 にストラクチャ・オーナーによる不動産の取得・建設経
緯を整理する。 
 

3.1．サイザルにおける宅地形成プロセスの実態 
（1）サイザルにおける宅地形成プロセス 
①土地の分割と取引 
サイザルに人々が居住を始めた1950年代当時の様子について、

1958年にサイザルに移り住んだN氏は以下のように述べている。 
「初めて来た時、ここは自然にあふれていた。人々は安く住め

る場所を求めてこの地にやって来て、『ここは私の土地だ』と言

って好き勝手に土地を囲い込んでいた。動物保護区がすぐ近くに

あり、動物がうろついて危険だったので土地をフェンスで囲み、

ナイロンシートで掘建小屋を建てて住んでいた」（2）。 
田舎からの移住者らに馴染みのある伝統的な方法で土地の囲

い込みが行われるなど、自然発生的に居住地の形成が始まったこ

とが分かる。そのため、土地のサイズはまちまちで、道路や排水

溝などは整備されていなかった。一方で、N氏は「安心して暮ら
すために、政府や鉄道会社による強制的な立ち退きを防ぐ必要が

あった。そのため、住人を増やそうと積極的に家族や友人などを

呼び寄せたり、土地を売っていた。その当時、土地は 2,000～
5,000kshだった」（2）とも述べており、1950年代の形成初期段階か
ら、すでに有償での土地取引が行われてことが分かる。 
表-2 に整理するように、ストラクチャ・オーナーへのインタ
ビューから、1978年に無償で土地を取得した事例（事例1）が確
認できるが、それ以降は無償での土地取得は相続を除いて確認で

きない。 
また、1985 年以降になると、ビレッジ・エルダーから土地を
有償で取得している事例（事例 2、3、5、8）が確認できるよう
になる。サイザルは1985年に州行政局の役人であるチーフの管
理下に置かれ、1987 年にはビレッジ・コミティが構成されてい
る。ビレッジ・コミティはチーフの代理人としてサイザルにおけ

る治安と秩序を維持するために土地と住民を管理する権限を付

与されたため、まだ人の住んでいない空地の分譲を開始したもの

と考えられる。 
ビレッジ・エルダーから土地を購入した事例2、3、5、8のス
トラクチャ・オーナーは、ビレッジ・エルダーを訪ねて希望する

土地のサイズや予算に応じて歩数やメジャーで長さを測りなが

ら土地を分割してもらっている。そのうち、事例2、5、8のスト
ラクチャ・オーナーはビレッジ・エルダーから土地を譲渡された

際にお金の支払いを行っている。ストラクチャ・オーナーらによ

ると、これはTKK（Towa Kitu Kidogo）と呼ばれる慣習である。
スワヒリ語で「ちょっとした心づけ」を意味するが、この場合は

土地譲渡に対するお礼としての意味合いをもつと考えられる。し

かし、ビレッジ・エルダーから支払い額を指定されているケース

も確認でき、実質的にはビレッジ・エルダーに土地代を支払って

いたと理解することができる。ストラクチャ・オーナーらのイン

タビューによると、土地区画サイズが大きく、広い道路に面した、

水はけの良い土地ほど高額のTKKが支払われる傾向にあったこ
とから、条件の違いが土地価格を左右していたと考えられる。 
このようなビレッジ・エルダーによる土地分譲は、表-2 から
も分かるように、2000 年以降は確認されていない。これはサイ
ザルにおいて空地がなくなったためと考えられる。そのため、現

在は、ストラクチャ・オーナーからの購入と親から子への相続が

土地取引の主流となっている。現在、相続を除くと、サイザルで

土地を取得したい者は土地を売りたいと考えているストラクチ

ャ・オーナーを探さなければならない。一般に、土地を売りたい

と考えているストラクチャ・オーナーは人づてに購入希望者を探

しているため、そのようなストラクチャ・オーナーを探して土地

を購入している（事例4、6、7、10、12）。 
②土地所有の保護 
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表-2から、ビレッジ・エルダーから土地を購入する際、書面で
の契約が交わされている事例（事例3、5、8）があることが確認
できる。これは写真-2 に示すような、土地の譲渡を証明する書
面であり、ビレッジ・エルダーによって作成され、土地購入者に

渡されていたことが分かっている。書面には、譲渡した土地の番

号、土地を取得した者の名前・国民 ID番号・住所、土地区画の
番号、証人の名前が記載され、証人とビレッジ・エルダーによる

署名とビレッジ・コミティの印が入っている。この書面に法的効

力はないが、サイザルの住民にとっては土地所有に対するビレッ

ジ・エルダーあるいはチーフによる保障、ひいては政府による保

障とみなされており、域内においてストラクチャ・オーナーの土

地所有を正当化するものと考えられている。また、潜在的なトラ

ブルの発生を回避することも期待されている。 
しかし、事例2のようにビレッジ・エルダーと口頭で合意する
のみで、書面の付与が行われない事例もあるため、このような慣

行は制度化されたルールとして存在していたわけではなく、ゆる

やかで柔軟なルールであったと考えられる。 
また同様に、ストラクチャ・オーナーから土地を購入する際に、

両者合意後に土地代の支払いが行われるが、その際、書面契約が

交わされている事例（事例 6、7、10）が確認できる。写真-3の
ように作成された合意書はコピーをとって互いに保管すること

になっているという。また、契約時には両者が連れてきた近隣住

民や親族らが証人として立ち会う他、TKK を渡してビレッジ・
エルダーやセキュリティ・ユースに証人となってもらう場合もあ

る。ビレッジ・エルダーが土地売買の証人になることは、後々両

者の間で土地に関するトラブルが発生した場合にビレッジ・エル

ダーが責任を持って解決を行うことを約することを意味する（2）。 
以上のように、ビレッジ・エルダーが発行する土地譲渡を証明

する書面や土地売買の合意書は、法的規制が不在のスラムにおい

て、ストラクチャ・オーナーの土地あるいは建物の所有を保障す

ることで、土地に関するトラブルの発生を回避して、スラムコミ

ュニティの治安と秩序を維持する機能を果たしていると考えら

れる。またこれら一連の手続きは、住民に周知されているものの、

明文化された厳格なルールとして存在するのではなく、必要に応

じて各人が選択的に利用できる柔軟なルールとして存在してい

る。行政による正規の手続きが参照されることで、次第にスラム

コミュニティ内で意味付けられ、ルール化してきたものと考えら

れる。 
3.2． MCCにおける宅地形成プロセスの実態 
①土地の分割と取引 
MCCでは、2000年に「クワレ・ムクル・クワ・ンジェンガ・
ジュア・カリ・アソシエーション」という名の土地購入組合（Land 
Buying Association、以下LBAとする）が組織化され、政治的コ
ネクションを利用して土地を不正に取得したことで開発が始ま

った。この地区にはかつてトタンの掘立住宅が立ち並び、スラム

が形成されていたが、LBA はこの地にコンクリート造高層住宅
が立ち並ぶ良好な住宅地をつくろうと考え、それらを取り壊して

土地分譲を開始した。 

【表-2】不動産の取得・建設経緯 
事例 取得年 取得物 取得方法 契約形態 契約の立会いの有無 支払の有無（）内ksh 建設者 建設時の相談・許可 
サイザル 

1 1978 土地 占拠 なし 無 無 フンディ 無 
2 1985 土地 ビレッジ・エルダーから購入 口頭 有 有（4,000） フンディ 不明 
3 1989 土地 ビレッジ・エルダーから購入 書面 有 不明 フンディ 有 
4 1995 土地+建物 前所有者から購入 不明 有 有（75,000） フンディ - 
5 1996 土地 ビレッジ・エルダーから購入 書面 有 有（1,200） フンディ 有 
6 1997 土地 前所有者から購入 書面 有 有（40,000） フンディ 有 
7 1997 土地 前所有者から購入 書面 有 有（50,000） フンディ 有 
8 1998 土地 ビレッジ・エルダーから購入 書面 有 有（5,000） フンディ 無 
9 2001 土地+建物 父親から相続 口頭 無 無 - - 
10 2008 土地 前所有者から購入 書面 有 有（180,000） フンディ 有 
11 2008 土地 父親から相続 口頭 無 無 - - 
12 2010 土地 前所有者から購入 口頭 無 有（75,000） フンディ 有 

MCC 
13 2001 土地 LBAから購入 書面 有 有（110,000） 建設会社 有 
注３：LBA（Land Buying Association、土地購入組合） 
注４：2014年３月現在、1ケニア・シリング=約1.2円 
出典：本インタビュー調査 
 

【写真-2】サイザルのストラクチャ・オーナーが所有する書面 

【写真-3】不動産売買の合意書 
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土地分譲にあたり、LBAは測量技師を雇って、約 8m幅の広
幅員道路沿いに一律 33×66フィート（約 10×20メートル）の
短柵状に敷地分割した。サイザルで道路や路地が十分に確保され

ていなかったために火災や浸水の被害が繰り返された経験が活

かされたものと考えられる。また、比較的広い直線道路が整備さ

れたのは、ベトナムのビレッジ・エルダーが述べるように「将来

的に上下水道を整備することも考慮された」のであろうと考えら

れる。 
このようにして敷地分割された土地はLBAのメンバーによっ
て一般に販売された。事例13のストラクチャ・オーナーである
M氏は 2000年にLBAから土地を購入した時の経緯を以下のよ
うに述べている。 
「2000年ごろ、車でナイロビを回りながら賃貸住宅を建設する
ための手頃な土地を探していた。広告などは出ていなかったが、

人づてにこのエリアで開発が始まりそうだと聞いていた。『彼ら

はとても安い値段で土地を売っている。土地が欲しいならどこど

このオフィスに行って、彼らにわずかばかりのお金を支払えばよ

い』とアドバイスされた。わたしが初めてここに来た時、すでに

敷地分割されていて、ここからここまでで、いくらだ、と言われ

た。わたしはこの土地を110,000kshで購入した」（3）。 
このようにMCCでの土地分譲の情報を聞きつけて、土地を安
く手に入れようとナイロビ内外から人々がやってきていた。 
②土地所有の保護 
土地販売の際、LBA は購入者に所有証明書を付与していたこ
とが分かっている。M 氏が保持する所有証明書（Ownership 
Certificate）（写真-4）を見ると、「この所有権証明書がない限り、
この土地の譲渡を登記することはできない」と記載され、LBA
のチェアマン、秘書、会計係、その他のメンバー１人の署名が入

っている。M氏によると、この所有証明書は share certificateであ
り、LBAのメンバーになることでLBAが所有する土地の一部を
保持するという仕組みになっている。土地省による土地登記業務

を参照されているものと考えられる。 
 

 
【写真-4】MCCのストラクチャ・オーナーが所有する書面 

 

４．建設プロセスの実態 
サイザルでは１～２階建てのトタンの掘建小屋が大半を占め

るのに対し、MCCでは 高７階建てのコンクリート造住宅が主

流となっている。本章では、両地区における建設プロセスの実態

を明らかにする。 

4.1．サイザルにおける建設プロセスの実態 
サイザルの 初の住民のひとりである N氏によると、かつて
はナイロンシートを使って住宅が建てられていたが、1990 年代
に入るとトタンを使った住宅が見られるようになったという。前

稿で明らかにしたように、現在、サイザルの住宅の大部分がトタ

ンでできた掘立長屋住宅である。N氏はサイザルでトタン掘立住
宅が主流となっている理由を次のように説明している。 
「サイザルはスラムだからコンクリートを使用してはならず、

掘立住宅しか建ててはならない。コンクリートブロックを使いた

いという者や実際に使っている者もわずかにいるが、そういう者

には『自分の責任で建てろ』と言っている。また、トタンで出来

ているので原則１階建しか建てられないが、例えば土地があまり

にも小さい場合など、場合によっては２階建てを建てることも可

能だ」（2）。 
サイザルでコンクリートブロックを使用できないのは“スラ

ム”であるがゆえであり、コンクリートを使用して恒久的な建物

を建設することが制限されている。すなわち、“スラム”である

ことが強いられていると考えることができる。また、N氏が言う
『自分の責任で建てろ』というのは、言外に「チーフによって取

り壊されても知らないぞ」ということをにおわせていると考えら

れ、ビレッジ・エルダーを通じてチーフによって建設行為に対す

る規制が行われていると考えられる。 
また、建物の施工は、表-2から分かるように、ストラクチャ・
オーナーが地元の職人であるフンディに依頼するのが一般的で

ある。建設を始める前には、ビレッジ・エルダーの許可を得てい

る事例（事例 3、5、6、7、10、12）が見られる。ビレッジ・エ
ルダーがセキュリティ・ユース・グループを建設現場に派遣して

工事現場の治安を確保したり、ストラクチャ・オーナーに建設合

意書を付与するなどである。これら手続きはビレッジ・エルダー

がストラクチャ・オーナーの建設行為に対して積極的に関与して

いるというよりは、ストラクチャ・オーナーが住宅建設の安全性

を確保するために、ビレッジ・エルダーやチーフの権威を利用し

ているものと考えられる。また、ビレッジ・エルダーは「サイザ

ルでわたしの許可なく建設することはできない」と述べているが、

実際には建設許可を得ていない事例（事例 1、8）もあり、地域
内の建設許認可が手続きとして定着しているわけではないよう

である。 
一方、ビレッジ・エルダーがより積極的に建設行為の規制に関

与している事例もある。 
2014年 6月、教会のオーナーでもある牧師が、現在使ってい
る小さな教会を取り壊して大きな教会に建て替えたいと考え、ビ

レッジ・エルダーに教会を建て替える旨を伝えた。すると、ビレ

ッジ・エルダーからは「牧師が所有している敷地いっぱいに教会

を建てると、その土地を通行路として使っていた住民数世帯がラ

ンドロックされてしまうので、新たに建てる教会のサイズを調整

しなければならない」と言われ、牧師、ビレッジ・エルダー、セ

キュリティ・ユース、教会の近隣住民が教会に集り、実際にメジ

ャーを使って測量しながら、両隣の建物との間に歩道あるいは排

水溝としてどの程度空間を残すべきか話し合いを行った。結果的

に、予定していたサイズよりも縮小して教会を建てることに決ま

った。 
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この事例ではビレッジ・エルダーが近隣住民の通行と排水のた

めのスペースを確保するために近隣環境の調整を行うという役

割を果たしている。ビレッジ・エルダーはチーフの代理人として

スラム・コミュニティ内でのトラブルの発生を回避して秩序を維

持することを任務としているが、開発行為の調整において住民の

アクセス路と排水路の確保が重要視されていることが分かる。 
では開発行為を巡ってトラブルが生じた場合にはどうなるの

だろうか？ストラクチャ・オーナーへのインタビューによると、

当事者間で解決できない土地や建設に関するトラブルでは、まず

ビレッジ・エルダーが仲裁に入り、双方から話を聞くほか、証人

やその土地に詳しい人物から意見を聞いた上で解決案を提示す

る。そこで解決できない場合は、ビレッジ・エルダーが問題をチ

ーフオフィスに持ち込み、再び解決策が検討され、それでも解決

できない場合は、警察や裁判所などフォーマルな機能に移される

ことになる。 
基本的にはサイザル内でトラブルの解決が模索されるが、スラ

ムでは土地や住宅に関する法律は適用できず、また、明確なルー

ルが存在するわけではないため、ビレッジ・エルダーやチーフが

コミュニティの治安と秩序を維持する役割を果たしている。その

ため、ストラクチャ・オーナーによる迷惑行為がビレッジ・エル

ダーの権威を利用して正当化されることで、特定の住民が不利益

を被ったり、住環境が損なわれたりする事例も見られる。ビレッ

ジ・エルダーやチーフがTKKを受け取るなど個人的な利益を優
先させて住民の利益に反する行為に加担した場合、住民がそれら

を覆す方法は、より多額のTKKを渡す以外に方法はない。ビレ
ッジ・エルダーやチーフの判断が必ずしも住民の全体の利益を尊

重・優先するとは限らないのである。このように、スラムではト

ラブルが生じた際に必ずしも正当な判断がなされるわけではな

いため、事例2のストラクチャ・オーナーが言うように「スラム
では問題を起こせない」のである。しかし逆に、このような環境

がトラブルの発生を抑制しているとも考えられる。 
以上のように、限定的かつ必ずしも公正ではないが、ビレッ

ジ・エルダーやチーフといった域内における権威構造によって、

居住環境を維持するための調整機能が働いていると言える。 
4.2． MCCにおける建設プロセスの実態 

MCCではコンクリート造高層住宅が建設されている。事例13
のストラクチャ・オーナーであるM氏によると、LBAから土地
を購入した際に、トタン等を使用した掘建小屋の建設が禁止され、

コンクリートブロックを使用して建設するように指示されたと

いう。これはLBAがこの地にコンクリート造高層住宅街を形成
しようとしていたことに由来すると考えられるが、同時にチーフ

によってコンクリートの使用が容認されていることを示唆する。

つまり、政府がMCCを“スラム”ではなく、都市的開発の場と
してみなしていると考えられる。 
住宅の建設プロセスを見てみると、ストラクチャ・オーナーが

建築家やエンジニアを雇って住宅プランを決め、コントラクター

を雇って建設するのが一般的である。ストラクチャ・オーナーは

将来的に上下水道に接続することを想定して、建物内に水道管と

排水管を配管している。また、電気は正規に電気会社から購入し

ており、各部屋のメーターが建物のエントランスに設置され、各

部屋に配電されている。 

M 氏は MCC で建築許可の取得ができないことについて次の
ように述べている。 
「MCC の開発許可が承認されていないため、わたしたちは建
築許可を取得できないが、資格を持った建築家とエンジニアを雇

っているのでわたしたちの建物は問題ない。他の住宅地では建物

が崩壊しているが、MCCではそのような事故は発生していない。
LBA に頼めば有資格の建築家を紹介してくれるが、わたしは知
り合いの建築家に頼んだ」（3）。 
有資格者を雇うことで、建築許可の不在をカバーできるものと

考えていることが分かる。MCCでは、サイザルで見られるよう
な建設の際の地区内での許認可は確認されていない。そもそも、

ビレッジ・コミティのメンバーはそのほとんどがLBAのメンバ
ーで構成されているが、そのほとんどがMCCに居住していない
ため、ビレッジ・コミティも形骸化し、建設時の許認可など居住

環境の維持機能を有していないと考えられる。 
また、前稿で明らかにしたように、MCCのストラクチャ・オ
ーナーの所得水準は、サイザルのストラクチャ・オーナーに比べ

て格段に高いと考えられるが、多くが家賃回収しながら時間をか

けて建設工事を進めている。M 氏は自らが進めている建設工事
について次のように述べている。 
「十分な資金があればコントラクターを雇って一気に建物を完

成させることができるが、わたしのように十分な資金がない者は

徐々に建設を進めている。まず基礎を作って、その何ヶ月か後に

お金が貯まればコンクリートを購入して１階部分を建設して賃

貸に出し、またその何ヶ月か後にお金が貯まれば2階部分を作っ
て、というように。わたしは2005年に基礎を作り始め、2014年
現在３階まで完成させて32部屋を賃貸している。 終的には５

階まで作って48部屋になる予定だ。銀行の融資を受けられない
ので、別の資金源を探している」（3）。 
このようなストラクチャ・オーナーの懐事情はMCCに立ち並
ぶ住宅のほとんどが建設途中であり、その進度がゆるやかである

ことからも分かる。M氏が述べるように、その要因のひとつは、
MCCのストラクチャ・オーナーが法的な土地権利証書を持って
いないために、銀行の融資を受けられないことである。LBA が
発行する所有証明書は土地の所有をある程度保護してくれるも

のの、資金調達を容易にすることはできないのである。 
M 氏は MCC における土地所有権の問題について次のように
述べている。 
「 初この土地が誰のものか知らずに購入したが、しばらくし

てLBAが法的な土地所有権を有していないことを知った。しか
し、いずれにせよ、わたしたちは現実にこの土地を占有している

ので土地所有権については悩まないことにした。シンプルに、住

宅を建設して、人に貸して、わずかばかりの家賃をもらっている。

ふつうは空地があったら人々は密集して住みスラムが形成され

るが、私たちはコンクリート造高層住宅を建設することでナイロ

ビの住宅問題を緩和している。借家人はここに住むことでベーシ

ック・ニーズを満たせている。それでいい」（3）。 
住宅供給を担っているという自負から、法的な土地所有権の不

在については大きな問題と捉えていないことが分かる。 
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５．結論 
サイザルではコミュニティ内の社会的関係性が宅地形成と土

地所有の保護、住宅建設において重要な役割を果たしていること

が明らかになったが、このような伝統的な規範を参照したやり方

は行政よって持ち込まれたものである。地域の秩序維持を望む行

政、土地所有や住宅建設の正当化を求めるストラクチャ・オーナ

ー、居住の安定性を求める借家人など、関係主体の様々な利害が

一致するような形で居住環境を維持するゆるやかなルールが形

成されていると考えられる。 
一方、MCCでは宅地形成と土地所有の保護は民間主体でトッ
プダウン的に行われていることが明らかになった。建築許可の付

与や建築行為に先立つ近隣環境との調整などが行われていると

いう事実は確認されていない。コミュニティ外部の民間が投資す

ることで、比較的水準の高いあるいはフォーマル市街地により近

い住環境を形成していることが明らかになった。市街地開発を正

当化するとともに、土地や住宅の価値を高めることが期待されて

いる。 
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補注 

(1) ナイロビでは一般に人々によってスラムの形成が始まると、
Chief’s Actに基づいて、チーフと呼ばれる行政官がスラムに派

遣され、秩序維持に当たる。Chief’s Actによると、チーフは任
命された地域における秩序維持を責務とし、この責務を果た

すために人を雇うことができる。チーフは各ビレッジに住民

で構成されるビレッジ・コミティを設置し、チーフの代理人

としてビレッジの管理に当たらせている。ムクル・クワ・ン

ジェンガは居住人口の増加に伴い、1987年以降チーフによる

管理が行われている。 
(2) サイザルの住民N氏へのインタビューによる（2014.6.23） 

(3) MCC のストラクチャ・オーナーへのインタビューによる
（2014.7.3） 
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