特集：アジア住宅地事情

マニラ（フィリピン）
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ゲーティッドコミュニティとスラム
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柴田 建
しかし、このようなNGO 等による
コミュニティ自身のエンパワーメント
を組み込んだ計画的住宅地は、ボリ
ューム的には都市住居のごく一部を
占めるに過ぎない。急速に発展して
いる国際都市・マニラ＊2 の主役は、
「ゲーテッドコミュニティ」
、
そして「ス

住環境改善プロジェクト

「フィリピン・マニラのハウジング」

20世紀初頭の
アメリカズ・ボーイの育成
16 世紀半ばからスペインの植民地
で あったフィリピンは、米 西 戦 争
（1898）
、 米 比 戦 争（1899 ─ 1913） の

ラム」なのだ。

結果、アメリカの植民地となった。

マニラの階層格差と居住地

その後、第二次世界大戦時の日本占

現 在のマニラで、富裕 層は1割、

マニラのハウジング事情

フィリピン・エリートの
アメリカナイゼーション

領をへて、1946 年に独立を果たす。

中間層は 2 割程度であり、残りの 6 割

しかし、20 世紀を通じて常に深い関

強が貧困層といわれている＊3。

係を維持し、言語、政治、社会、経

このうち、富裕層や最近増えてき
た中間層の家族が暮らすのが、ゲー

済の全領域に大きな影響を与え続け
たのは、やはりアメリカだった。

について問われた際に、私たち住宅

テッドコミュニティ＊4 である。そこ

アメリカによる植民地化後、英語

研究者がまっさきに思い浮かべるの

は、武装ガードマン付きのゲートと

による公教育が実施され、特に1908

は、サイトアンドサービス、あるい

高い塀で守られ、内側には美しい住

年に創設されたフィリピン大学では

はコアハウジングなどのキーワード

宅と緑あふれる庭が並んでいる。一

フィリピン・エリートが養成されてい

で紹介される一連の低所得者向け住

方、貧困層の多くはスラム、とりわけ、

った。スペイン時代を知らない彼ら

環境改善プロジェクトである。たと

土地を不法占拠したスクォッター地

（たとえば、マルコス大統領やラモス

えば、現地 NGO“フリーダム・トゥ・

区に掘っ立て小屋を建てて暮らして

大統領）は、
「アメリカズ・ボーイ」

ビルド”による一連のデラコスタ・

いる。

と呼ばれ＊5、アメリカに依存した社

プロジェクトでは、当初にインフラ

今回は、空間的にも社会的にもま

会を形成・持続させていったのである。

整備と小規模な住宅建設のみが行わ

ったくの対極にあるこれらの居住地

彼らが青春時代を過ごしたのが、

れ、居住者自身の手によってその後

について、その形成プロセスをたど

マニラの中心部エリミタ地区のアメ

の住環境形成が行われる＊1（写真 1）。

りながらレポートしたい。

リカン・クラブ周辺に並ぶ邸宅街で

写真1 デラコスタV（2002年〜、
2,400戸）当初は、平屋の一室住
宅を建設し（左）
、入居後に玄関前
の半屋外空間と背後の居室（平屋
もしくは2階建て）を居住者自身
が増築する（写真右）
。HOAが全
体の増築プロセスをコントロール
しているため、住環境の秩序は保
たれている
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写真2 アヤラ・アランバン・ビレッジ。30年ほど前に開発が始まったアジア最大級のゲーテッドコミュニティといわれる高級住宅地「アヤラ・アラバン」は、ゲ
。中央には、フィリピンを代表する名
ート（左）の内側に4,300戸の住宅があり、それぞれ最低でも1,000m2 の区画にプール付きの豪邸が建ち並んでいる（中）
門ゴルフクラブがあり（右）
、居住者がメンバーとなっている。そのほか、13の公園、プール、バスケットコート、テニスコート、サッカー場なども有している

あった。そこでは、アメリカから持

邸宅が建ち並んでいた。さらに、フ

た。マニラでは、特に1990 年代以降

ち込まれた住宅雑誌をもとに、
「想像

ィリピン有数の高級ゴルフクラブも

に 急 増し、2001年 時 点 で その 数 は

の中のアメリカ」＊6 の姿が現実の新

設けられた。

1,000を超えていた＊7。現在もさらに

築住宅に投影されていたという。
こうして、フィリピンの社会は、

それは、まさに「想像の中のアメリ
カ」の実現であったといえよう。マ

外縁部で開発が進められている。
それでは、これら新しいゲーテッ

エリートが先導する形で社会の「ア

ニラ中で戦争の爪痕が色濃く残るこ

ドコミュニティの特徴を見てみよう。

メリカナイゼーション」を果たして

の時期に、郊外に全くの別世界が誕

ゲートは、単にセキュリティのみな

いった。

生したのだった。

らず、その住宅地の顔として特にセ

塀の中に実現した「アメリカ」
第二次世界大戦末期、日本軍掃討
のための無差別砲撃により、マニラ

ールス上の最重要要素である。近年

ゲートの中はカリフォルニア

ローカルからグローバル都市へ

新設された郊外へ向う幹線道路沿い
には、ヨーロッパ宮殿風、椰子の木、

中心街は灰燼に帰した。復興に立ち

1970-80 年代に、他の東南アジア諸

モダンデザインなど、それぞれのス

上がった政治エリート・富裕層たち

国が次々と経済発展を果たす中で、

タイルを競い合うように多様なゲー

は、この地を放棄し、郊外のマカテ

フィリピンは、むしろアメリカと関係

トが並んでいる（写真 3）。そのゲート

ィ地区に新天地を求めた。

が深すぎたが故に、エリート支配が

の内側には、プール、バスケットコ

温存された「衛星国家」となり、発

ート、テニスコート、教会、クラブ

展が遅れた。

ハウス、公園などの共用施設がもう

その開発を担ったのは、スペイン
の純血を今も守るフィリピン一の大
富豪、アヤラ一族であった。そして
1948 年にこの地に生み出されたのが、

しかし、90 年代以降には、マイク
ロソフトやシティバンク等のオフィス

けられている。
これらゲートや共用施設、さらに

「フォーブス・パーク」
（20 世紀初頭

が立地するマカティなどの開発区、

道路は、住宅所有者の組織である

にフィリピン総督も輩出したアメリカ

さらにはフィリピン第 2の都市で国際

HOA（Home Owners Association）

有数のスーパーエリートである“フ

リゾートとして世界中から観光客と

が所有・維持管理している。つまり、

ォーブス”一族にちなんで名づけら

投資を集めるセブ、あるいは米軍ク

その用語も含め、アメリカのゲーテ

れた）という、フィリピンで初めて

ラーク基地返還後に国際ハブ空港を

ッドコミュニティが空間的にも制度

のゲーテッドコミュニティである。

併設する経済特区として開発が進め

的にもそっくりそのまま輸入されて

られているアンヘレスなどの地域が、

いるのである。

その後も、アジア最大級のゲーテ
ッドコミュニティといわれる「アラヤ・

グローバルな経済ネットワークに組

何となく雰囲気が野暮ったいこと

アランバン」など、
“富豪の富豪に

み込まれ、国内外の大資本による開

のほかに違いといえば、ゲートの内

よる富豪のための”住宅地開発を進

発が始まった。

部であっても防犯が必要なことから

めていった（写真 2）。その周囲は当初

ゲーテッドコミュニティの普及

各区画が塀やフェンスで囲まれるこ

から塀で囲まれ、入口にはゲートが

こうした地域では、中間層のボリ

と（写真 4）、子沢山の社会を反映して

設置されていた。その内側には、戦

ュームが次第に拡大しつつある。そ

モデルハウス内の 2 子供部屋が 2 段

前のエリミタ地区と同様に、アメリ

の受け皿となったのが、新たに開発

ベッドとなっていること程度であっ

カへのあこがれを表現したような大

されたゲーテッドコミュニティであっ

た。
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写真3 新たな幹線道路沿いには多彩なスタイルのゲートが競い合うように並んでいる

「ヴァーチャル・カリフォルニア」の
ライフスタイル
このようにマニラの富裕層および

にある広い芝の広場を黙々と手入れ

の建築家がデザインしマーサ・スチ

しているのは、もちろん居住者では

ュアートが装飾を手がけたカリフォ

なく、安い賃金で雇われた庭師だ。

ルニア型住宅が建ち並ぶゲーテッド
コミュニティである＊9。

新たに勃興した中間層向けが目指し

それは、マニラのみでなく、グロ

た 理 想 郷 は、
“ ア メリカ ”
、とりわ

ーバル経済に組み込まれた世界中の

彼らがゲートの外へ出るのは、
（日

け“南カリフォルニア”のゲーテッ

都市でシンクロしながら起きている

本人が驚くほど）巨大で豪華なショッ

ドコミュニティであった＊8。そこには、

現象だ。マイク・デイヴィスの『スラ

ピングモールや、ガラス張りの高層オ

強い日差しを遮る椰子の木陰にプー

ムの惑星』には、カイロの「ビバリー

フィスへ向かうときのみである（写真

ルがあり、子どもたちが歓声を上げ

ヒルズ」や香港の「パームスプリング」

5）
。このような、ゲーテッドコミュニ

ている。その周りには明るい色彩の

というカリフォルニアの地名を持つ住

ティ、
“ゲーテッド”モール、
“ゲー

戸建て住宅が並んでいて、美しい街

宅地が登場する。北京郊外の「オレ

テッド”オフィスからなる「仮想のカ

並みを形成している。住宅地の中央

ンジ郡」は、ニューポート・ビーチ

リフォルニア＊10」が世界を席巻して

写真4 ゲート内の住宅。分譲時はアメリカ
と同様にオープン外構だが、入居者の手によ
って多くは塀やフェンスで囲われる
写真5 欧米の高級ブティックが入る大
規模ショッピングモールは、日本以上
にデザイン性が高い。背後には開発中
のオフィスパークが控える（セブ市）
。

家とまちなみ 63〈2011.3〉

31

いる。これらの領域はいずれも武装し
たガードマンによって守られており、
発展からとり残された塀の外の状況と
は無関係に、自家用車で安全領域の
みを行き来するライフスタイルが確立
しているのだ。

ゲートの外はスクォッター

スクォッターの拡大

このゲートの外側に拡がるのが、
貧困層の暮らすスクォッター地区で
ある。マニラ人口の1/3 がこの不法

写真6 マカティの国際ホテルで運転手として
働くルーベンさんは、1997年に権利金を支払
ってスクォッター地区の土地を入手し、平屋の
小屋を建設した（写真上）
。マカティに隣接す
るこの地区は、元は国軍の基地があったが、政
府の民営化と外資導入政策により高層オフィ
ス・マンションからなる最新型の都市へと変貌を遂げた（写真右の奥に見える）
。ただし、一部の土
地は、移動を拒否した軍人によって不法占拠された。彼らは、政府に抵抗するため、当初は無料で一
般人を内部に招き入れた。その後、スクォッター内部の土地・建物は市場で売買されるようになり（10
年で20倍以上に値上がりしたという）
、元軍人も多くは売却して利益を稼ぎ、転出していったという

占拠地区に暮らすという。

アジアのスラムとゲーテッド

マニラがグローバル都市へと変貌

きわめて緊密に都市資本と関わりな

する中で、そこから派生する運転手・

がら発生するものなのだ。ゲーテッ

庭師・店員等の定職、さらには、そ

ドコミュニティがグローバル都市の

のインフラを担うゴミ収集などのイ

表の顔とすれば、スクォッターとは、

ッターも、それぞれ異なる仕組みで

ンフォーマルな現金収入を求めて、

その陰の顔なのである（写真 6）。

都市空間を私有化する仕組みである

フィリピン各地の農村等から続々と

ゲーテッドとスクォッターのモザイク

といえよう。公共による実効的な開発

貧弱な公共性と都市空間の私有化

ゲーテッドコミュニティも、スクォ

ただし、スクォッターの発生時点

コントロール力の欠如ゆえに、有力

しかし、一握りの大地主が過半の

では、そこに地価の論理が働いてい

者によるスクォッターの「開発」が進

土地を所有しているマニラでは、貧

ない。そのため、ゲーテッドコミュ

行する。すると、都市のあらゆる領

困層の手の届く正規の所有権付き住

ニティが開発されると、しばしばそ

域で犯罪の危険度が増し、ますます

宅は皆無である。そこで、所有権の

の塀の外側の未整地にスクォッター

裕福な人々は逃避の必要に迫られる。

ない土地を占有して家を建てるスク

が発生する＊12。実際にマニラの地

彼らは、公道として計画された道路

ォッターが、受け皿として際限なく

図を見ると、ゲーテッドコミュニティ

上にゲートを設置し、塀で囲った内

広がっていくのである。

の周囲には必ずスクォッター地区が

側を合法的に「占拠」することで、

都市経済に組み込まれたスクォッター

あり、対照的な密度のモザイクのよ

ようやく安全・安心を手に入れるの

うな状況となっている（写真 7）。

である。その結果、両地区の居住者

働き手が流入してくる。

ただし、現代のスクォッターとは、
決して貧困層が無秩序に空地を占有
し小屋を建てているわけではない。
特にマニラの新しいスクォッター
の場合、ギャング等の犯罪組織、時
には正規のディベロッパー、政治家
や地元の有力者がその発生に関わっ
ており、警察への賄賂を送る一方で、
入居者からは権利金等を徴収してい
る＊11。過密なスラムは、じつは1平
方フィートあたりの収益率が高い投
資対象なのであり、そこを牛耳るも
のに大きな利益をもたらす。
つまりスクォッターとは、
“開発”
する側も、職を求めて移り住む側も、

写真7 豪邸が規則的に建ち並ぶゲーテッドコミュニティ（右側）の塀に接して高密度なスクォッ
ター地区（左側）が発生している（Google Map より）。
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写真8 ルーベンさんが所有するゲーティッドコミュニティ内の住宅

が出会う市民的公共空間は、都市か

まな職を転々としながらスクォッター

ら消滅してしまった。

地区に家を構えた彼は、その後に勤

発展するアジアにおける成功像

勉さが認められ、国際ホテルに雇われ

高度成長期の日本では、
「木賃アパ

て賃金も上昇した。そこで彼は、郊

ート」から「団地」を経て「庭付き

外のゲーテッドコミュニティの住宅を

一戸建て」へと順に上昇していく「住

購入したのであった（写真8）。そこには、

宅双六」的成功像が国民に共有され

共有のプール、テニスコート、教会な

ており、実際にその階段を上ること

どがあり、HOAに管理費も支払って

のできた家族も多かった。

いる。ただし職場のそばに住むため、

しかし、マニラのような都市では、

いまのところ相変わらずスクォッター

豊かなゲーテッドコミュニティと混沌

地区で暮らし、ゲーテッドコミュニテ

としたスクォッター地区の両極端な居

ィの住宅は他人に貸しているという。

住地で都市が占められつつあり、その

こうして、かたや高級住宅地、か

中間に位置する「踊り場」
、つまり、

たやスラムと全く異質な住宅地が、

比較的入手しやすい正規の住宅地は、

じつは空間的にも、社会的にもきわ

現在の経済システムの中では新たに

めて近くでせめぎ合い、ときには重

生み出されることはない。そこでは、

なり合いながら共存しているのであ

貧困からの脱出、社会的成功のイメー

る。これこそが、アジア都市のダイ

ジが、かつての日本とは大きく異なっ

ナミズムなのであろう。

は、
「フィリピン社会の想像力が生み出した
仮想現実だった」のである。
＊7：特に、マニラの郊外都市ケソンでは、2001
年時点で住宅地615地区のうち239地区がゲー
テッドであった。Kenneth Tanate： Perceived Living Condition in the Gated Communities In Metro Manila、日本都市計画学
会論文集、2004.10
＊8：南カリフォルニアの住宅地については、樋
野公宏・渡和由・柴田建「戸建住宅地の防
犯 アーバイン市での調査から」
『家とまちな
み』No.57、2008.3を参照。
＊9：現地ディベロッパーによると、中国では「オ
レンジ郡」は、カリフォルニアの地名ではな
く、ジョルジオ・アルマーニのようなブラン
ド名だと思われているという。マイク・デイ
ヴィス『スラムの惑星』明石書店、2010。
＊10：この世界中で同時多発的に創発している生
活圏についてデイヴィスは、
「自分たちの社
会的景観から離脱しているが、デジタルのエ
ーテルの中に漂うグローバリゼーションのサ
イバーカリフォルニアに統合されている、要
塞化され幻想的なテーマパークと化した飛び
地と外縁都市」と表現している
＊11：大月敏雄「フィリピン共和国における国際
居住年記念賞受賞者の活動現況調査報告」
『住宅』2003.7等を参照
＊12：たとえばロサンジェルス近郊でも、高級住
宅街が広がる一方で、ワッツ暴動の起きた黒
人地区等のスラムが存在する。ただし、それ
らは地価の論理により遠く離れており、ゲー
ト以上にこの距離が最も重要なセキュリティ
装置となっている。フィリピンはこの距離に
よるセキュリティが作動不能ゆえに、より防
犯対策が切実なのである。

ており、決して日本が歩んだ道をたど
っているのではないのである。

スラムからゲーテッドへのジャンプ
写真6 に写っているスクォッターの

自宅を見せてもらったルーベンさん
に、その後もマニラ郊外の住宅地を
案内してもらった。すると、
「もう一
軒家を持っているから見に来るか？」
と尋ねられた。訳がわからずに頷くと、
とあるゲーテッドコミュニティの中に
ある戸建て住宅に連れて行かれた。
「え？」
。
地方から出てきて、マニラでさまざ

（注記）
＊1：田上健一他「デラコスタ住宅改善事業にお
けるコミュニティ・エンパワーメント」日本
建築学会大会梗概集、2008など。特集テー
マとの関係から今回は詳述できないが、非常
に示唆に富むプロジェクト群である。
＊2：この文章では、マニラ市・ケソン市・マカ
ティ市等14市3町からなる「メトロ・マニラ」
を、単に「マニラ」と表記する。
＊3：日下渉「フィリピン社会の隘路」
『東南アジ
ア研究』2008.12
＊4：従来からのゲートを有する戸建て住宅に加
え、近年は中高層の高級分譲住宅の開発も盛
んに行われている。これも「ゲーテッドコミ
ュニティ」の一範疇ではあるが、今回は戸建
てのみをとりあげる。
＊5：中野聡『歴史経験としてのアメリカ帝国』
岩波書店、2007
＊6：同上。
「都市の富裕層が……『レディス・ホ
ーム・ジャーナル』から想像したアメリカ」

柴田

建（しばた・けん）

九州大学大学院人間環境学研究院助
教。1971年福岡市生まれ。2000年
九州大学大学院博士課程修了。工学
博士。郊外ニュータウン、沖縄、カ
リフォルニア、上海等をフィールド
に、住宅の作り手のシステムと住
み手のポテンシャルについて研究を
行っている。また最近は、子どもの
環境についても取り組んでいる。
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