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ベトナムの2大都市：
ハノイ市とホーチミン市
　ベトナムの二大都市であるハノイ
市とホーチミン市。首都であるハノ
イ市と、かつてサイゴンと呼ばれ南
ベトナムの首都であったホーチミン
市では、それらの歴史的背景の違い
から現在の都市の様相も大きく異なっ
ている。
　両市ともフランス植民地時代につ

Ho Chi Minh City
ミニ開発が加速させる郊外スプロール

特集：アジア住宅地事情

くられた建築物や公園などが数多く
残っているが、ハノイ市の中心部に
は、半世紀以上も続く社会主義体制
を反映して、旧ソビエトや北朝鮮な
どの援助でつくられた集合住宅が数
多く見られるのに対し、ホーチミン
市にはそのよう住宅ストックは少な
い。同様に、郊外における両市の市
街化状況も大きく異なっている。
　写真1と写真2は、両市の郊外を上
空から撮影したものである。ホーチ
ミン市では他のアジア都市に通常見
られる無秩序な市街地が広がってい
るのに対し、ハノイ市の郊外部、特
に市の西域では見事にスプロールが
抑えられ、まるで集落が水田の海に
浮かんでいるように見える。首都と
して1000年以上の歴史をもつハノイ
では、郊外の農村集落も長い歴史を
有し、集落のコミュニティが集団で
周辺の農業用地の開発を厳しく管理

ホーチミン（ベトナム）

しているのである。一方、ホーチミ
ン市では、もともとハノイ市と比較
して都市や集落の歴史が長くない上、
相次ぐ戦争により土地の所有者が何
度も変わってきたことから、集落の
コミュニティは、ハノイのように土地
を集団で管理するほど堅固なものに
はならなかったようだ。
　本稿では、このように異なる歴史
的背景から異なる様相を見せている
ベトナムの二大都市のうち、無秩序
に開発が進んでいるように見える、
ホーチミン市郊外の住宅開発につい
て概観する。

郊外住宅開発の特徴
　異なる様相を示しているハノイ市
とホーチミン市であるが、開発の規
模や主体などの住宅開発の基本的な
メカニズムも大きく異なっている。ハ
ノイ市の場合、国として市場経済シ

写真2　ホーチミン市郊外の市街化の様子（2003年）写真1　ハノイ市郊外の市街化の様子（2005年）以下、すべて著者撮影
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ステムへ移行しているのにも関わら
ず、いまだにほとんどの住宅開発は、
国営企業による開発であり、何らか
の公的関与が認められる。一方、ホ
ーチミン市の住宅開発は、すでに半
数以上が外国資本を含めた純粋な民
間資本によるものとなっている。
　また、開発の規模を見ると、ハノ
イ市では100haを超える住宅開発が
数多く見られるのに対し、ホーチミ
ン市では50haを超える開発はごく稀
にしか見られない（統計的データは
Anh氏の研究に詳しい＊1）。ホーチ
ミン市南部の郊外には、「サイゴンサ
ウス」という台湾資本による2,000ha
を超える大規模開発もあるが、大半
の住宅開発は、数十ヘクタール単位
の小規模なものである。
　さらに、ホーチミン市の場合、郊外
に立地する住宅のかなり割合が、個
人による建築、それも正規なプロセス
を経ていない違法建築物となってい
る。著者が2003年にホーチミン市政
府にヒアリングした時点で、過去3年
間の建築行為のうち、約7割が正規な
手続きを踏んでいないものであり、
1993年から2002年の間に実に約15
万件の違法建築が記録されていた。
　このように、ホーチミン市の住宅
開発の特徴は、民間投資家によるさ

まざまなタイプの小規模な開発、も
しくは個人が建設した違法住宅が、
郊外にモザイク状に広がっている、
ということができる。

低湿地帯の土地条件と
郊外住宅開発
　次に、ホーチミン市の郊外開発に
自然条件が及ぼす影響について見て
みよう。ホーチミン市は、市域の50
％以上が頻繁に洪水被害に見舞われ
る低湿地帯であり、郊外における市
街化や住宅開発もそのような条件に
大きく影響されている。すなわち、
小規模住宅開発や違法な個人住宅の
建設は、造成などの都市基盤整備の
費用があまりかからない土地条件の
よいところにスプロール状に広がっ
ているのである。図1は近年の市街化

エリアの変遷を示したも
のであるが、2000〜2005
年の市街化は土地条件の
良い西部及び北西部エリ
ア（海抜2m以上の洪水
被害の少ないエリア）に
スプロールしている。逆
に、数少ない中規模や大
規模の開発は、土地条件
の悪い比較的中心部に近
い南部および東部エリア
で進められている。
　前述のサイゴンサウス

は後者の代表例で、市中心部に比較
的近いエリアにおける開発であるが、
土地条件の悪い低湿地帯であったた
めスプロールがほとんど発生せず、
台湾の投資会社が豊富な資金力をバ
ックに、400億円以上といわれる初期
投資を行い、およそ20年にわたり質
の高い住宅を供給してきた（写真3）。
　ホーチミン市の地図を見ると、サ
イゴンサウス以外にも2、3の比較的
大規模な住宅開発エリアを確認する
ことができるが、それらのほとんど
は南北統一以前にアメリカの援助で
つくられた軍関係の住宅開発である。
前述したように、ホーチミン市にお
いては、このような大規模住宅開発
は少なく、実際は、地元資本のデベ
ロッパーによる、土地条件の良いエ
リアにおける数十ヘクタール単位の
ミニ開発や（写真4）、都市基盤整備が
ほとんど伴わない個人による違法建
築が圧倒的多数を占めている。

図1  ホーチミン市の市街化エリアの変遷（2000〜2005年）＊2 写真4　ホーチミン市でよく見られる小規模開発

2000〜2005年
2000年以前
市域境界 

凡例

写真3　台湾資本によるサイゴンサウス開発
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　このように、ホーチミン市の郊外
では、主にミニ開発や違法建築によ
り住宅開発が進められているが、他
の開発途上国で見られる「スラム」
と呼ばれる劣悪な環境の居住エリア
はほとんど見られない。川沿い・墓地・
湿地帯などで、明らかにスクオッタ
ーと考えられる居住地が出現するこ
とはあるが、すぐに撤去されるか、
撤去されない場合でも、時を経ずし
て共産党や人民委員会の下部組織が
管理していることを示す看板が表示
されたうえで、各戸に地番表示が示
され、ごみ収集などの都市サービス
が行き届くようになる。このように、
ホーチミン市では違法建築が横行し
ながらも、なぜかスラムと呼ばれる
エリアは発生しない。次項では、そ
の背景にある都市管理のメカニズム
を見ていきたい。

ホーチミン市の
郊外住宅開発の仕組み
　ホーチミン市の郊外には、幹線道
路に沿って多くの工場が立地してい
るが、その周辺の農地などには、写真

5のような工員を収容するための簡易
な長屋形式の住宅が自然発生的に出
現する。これが、ホーチミン市郊外に
おけるスプロール発生の基本的なメ
カニズムである。道路は農道をそのま

ま活用したものが多く、他の都市基
盤施設もほとんど整備されないままの
状態で、住宅建築の多くは正式な建
築許可を得ていない。
　このような違法な建築行為がなぜ
黙認されるのか。ブリティシュコロ
ンビア大学のMichael氏が行ったホ
ーチミン市郊外での調査にその理由
が示されている＊3。ミニ開発・違法
開発のステークホルダーとしては、
地主（多くが農業従事者）・住民・地
元政府（区およびその下部のWard
といわれる単位）・工場経営者、そし
て市政府、をあげることができるが、
違法な建築行為は、これらの全てが
得をすることになっているというの
である。すなわち、地主にとっては、
農業収入よりも大きな家賃収入を煩
雑な建築確認申請プロセスを経ずし
て得ることができる。工場経営者に
とっては、低賃金の工員の確保が迅
速にできるし、工員にとっては安い
家賃の住宅が確保できる。分権で責
任だけ増大した地元政府にとっては、
工場からの税収は貴重な財源である
し、市政府にとっても、社会主義国
政府の重要な役割であるはずの住宅
供給が十分にできていないという負
い目があるため、違法であっても住
宅 建 設 は 認 め せ ざ る を 得 な い。
Michael氏のヒアリング調査では、こ

のように全てのステークホ
ルダーが得する状況で違法
建築が黙認されている実情
が報告されている。
　ところで、写真5のエリア
を撮影5年後に再訪したと
ころ、農道でしかなかった
道路は拡幅され、排水施設
などの基本的な都市基盤は
既に整っていた。地元政府
は、その5年の間に違法建
築エリアの街路整備を着実

に進めていたのである。このように、
違法建築やミニ開発によるスプロー
ルが横行しているホーチミン市の郊
外では、都市基盤施設の整備は後追
いで進められているようだ。何とか
都市管理ができている理由としては、
工場の立地などに伴い必要な税収が
得られることや、都市化のスピード
の目安となる人口増加率が、コント
ロール可能な範囲（年2％程度）に
収まっていることが考えられる＊4。
また、人口増加率がある程度抑えら
れている背景としては、農業・水産
業のみならず製造業なども多く立地
しているベトナムの豊かな農村に、
労働力を十分に吸収する能力がある
ことがあげられる。

理想の住宅像としての
フレンチビラ
　さてここで、郊外の戸建て住宅開
発における意匠的特徴を見てみよう。
ホーチミン市では、中所得者以上の
階層を狙った開発において、いわゆ
る「フレンチビラ」スタイルを摸し
た住宅が多く見られる（写真6）。これ
は、フランス植民地時代につくられ
た住宅スタイルであるが、ホーチミ
ン市では、市中心部直近に位置する

「ビラエリア」と呼ばれる地区におい
て、今でもこのスタイルの住宅が数
多く残っている（写真7）。
　このビラエリア、昔は郊外だった
のが、今やCBD直近エリアになって
しまったため、ビラを住宅として使
用しているのは政府高官公邸などご
くわずかで、多くは事務所やレストラ
ンなどの商業業務系の用途に転用さ
れている。市当局としては何とか保
全したいと考えているが、有効な手
立てが見つからず、立地の良さから
次々と鉄筋コンクリートのビルに建て
替わりつつある。このようなビラ住宅

写真5　郊外でよく見られる長屋形式の簡易住宅
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連の業務に携わる

は、ホーチミン市民にとっては、高
級住宅のイメージそのもので、まさ
に理想の住宅スタイルとなっている。
　ただし、フレンチビラといっても、
つくられた時代を反映してその意匠
もさまざまで、20世紀初頭までは、
木造のフレンチコロニアルスタイル
が主流だったのが、1920年・30年代
になるとモダンスタイルも出てくる。
したがって、フレンチビラスタイルと
いっても、じつに多様な意匠が見ら
れ、それを反映して現代のフレンチ
ビラ風住宅も多様な意匠のものとな
っている。

今後の大都市における住宅供給
　ホーチミン市郊外における住宅開
発について、中小規模のさまざまな
タイプの開発がモザイク状に広がっ
ていることや、劣悪な環境の市街地
の形成を防ぎつつ何とか都市基盤整
備が進んでいる状況を概観した。し
かし、ホーチミン市およびベトナム
の大都市における将来の住宅供給を
考えると、じつは危惧すべき状況に
あることを最後に述べたい。
　ベトナムでは、公共による住宅供
給が1990年代初めに全国的にストッ
プし、ほとんどの住宅が個人もしく
は企業等に無償で払い下げられた。
ところが、現在市場で売買されてい
る住宅は一般市民にとっては極めて

高価なもとなっている。ベトナム建
設省が2009年に発表した、国民の平
均所得と住宅の平均価格の比率を示
した「住宅価格指数」は16.6もあり、
他のアジア諸国の比率4.15〜6.25と
比較しても極端に大きい。したがっ
て、現時点では何とかなっている大
都市の住宅事情も、市外からの流入
者に加え、払い下げ住宅に居住する
子供の世代の需要が顕在化してくる
近い将来には、アフォーダブルな住
宅の供給不足が大きな社会問題とな
ることが予想される。
　ホーチミン市の住宅政策としては、
若干の貧困者用住宅の供給や工場労
働者用の住宅・学生寮の整備を推進
するための減税措置などが実施され
ているが、今後急速に増加する住宅
需要に対応できるものではない。戦
後日本が行ってきたような、公団や
公社による住宅供給、住宅金融の提
供、鉄道と一体となったニュータウ
ン開発など、大量な住宅需要に対応
するための複合的な対策を講じる必
要があるのではないだろうか。

（注記）
＊1：Nguyen Truc Anh氏によるハノイ市と

ホーチミン市において実施した都市開発
プロジェクト（520ケース）に関する調査
によると、ハノイ市における都市開発プ
ロジェクトの94％が国営企業によるもの
であるのに対し、ホーチミン市における
その比率は44%にとどまっている。また、
開発規模を見ると、ハノイ市の平均が
92haであるのに対し、ホーチミン市では

写真7　市中心部直近のビラエリアに残るフレンチビラ写真6　郊外におけるフレンチビラ風住宅開発

9haにとどまっている。 「住宅プロジェク
トにおける土地開発メカニズムとコント
ロールに関する研究-ハノイ市とホーチミ
ン市のケーススタディ」（東京大学学位
論文、2007年）

＊2：「ホーチミン市都市計画マスタープラン
修正業務報告書」（HCM市都市計画研究
院・日建設計、2007）

＊3：Michael Leaf による論文「New Urban 
Frontiers: Periurbanization and Reter-
ritorialization in South Asia」 （Paper 
for presentation to a conference by 
Center for Urban and Development 
Studies, Ho Chi Minh City, 2008年）

＊4：長山勝英氏の論文によると、人口増加
率が4％を超えると都市管理が困難にな
ることが報告されている「開発現場から
視る都市計画分野での技術移転問題と展
望」（都市計画 Vol..53 / No.2 、2004）




