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Africa is urbanizing faster than the other regions in the world and is projected to become 60 per cent urban by 2050. 
But from 30 to 70 per cent of urban population in Africa is living in informal settlements, which are developed 
outside of governmentally controlled urban planning. Now informal settlements are major dynamics of African 
urbanization. In order to understand the process of informal urban development in Africa, this paper explores the 
development types of informal settlements, using survey date from Nairobi, Kenya. It examines layout planning, 
material, plan and use of building, building coverage ratio, plot ratio, housing and land affordability, and 
characteristics of residents in informal settlements. We found out that informal settlements provide a variety of 
residential environments. 
 
Keywords: Nairobi, Informal Settlement, Slum, Development Type 

 ナイロビ、インフォーマル市街地、スラム、開発形態  
 
1．はじめに 

2007 年には世界の都市人口が農村人口を超えるなど世界的に
都市化が進行しているが、アフリカは現在、 も急速に都市化が

進行している地域である。アフリカの都市人口の割合は1950年
代にはわずか11%であったのが、2005年までに35%に増加し、
2030年には48%、2050年までに60%になると予想されている1)。

都市化の要因として、農村から都市への移住、自然増加、農村域

の都市化、また政治的衝突や災害などが挙げられる。 
このような急激な都市化の受け皿になっているのは、正規の土

地所有権がないか、あるいは正規の開発許可手続きに則らずに開

発されたインフォーマル市街地である。現在、アフリカ都市では

インフォーマル市街地に都市人口の 30～70%が居住している。
また、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。アフリカ都市の将来の成長のほとんどが都市計画の枠外で起

こるだろうことが示唆されている。 
アフリカ都市のインフォーマル市街地に関する実証的な研究

の蓄積により、かつて均質なものとして扱われることの多かった

インフォーマル市街地が実は多様な形態を有することが分かっ

てきた。本研究は、急激な都市化が進行するケニアの首都ナイロ

ビを対象に、市街化の受け皿となっているインフォーマル市街地

に着目し、開発形態の特質を明らかにすることを目的とする。 
 

２．調査概要 
2.1．調査対象地の概要 
（1）ナイロビの市街化動向 
ケニア共和国の首都であるナイロビは東アフリカにおける第

３次、第４次産業の中心地として発展してきた。1963 年の独立
以来、年平均人口増加率約５%3)を維持し、現在、314万人（2009
年）3)の人口を抱える中核的な大都市である。梶原 4)によると、

同都市は、図-1 に示すように、中高所得層の居住するフォーマ
ル市街地が広がる西と、低所得者層の居住するインフォーマル市

街地が広がる東というように、所得水準に基づいた空間的な分離

が見られる。人口の55〜60%以上が住宅地のわずか5.2%を占め
るスラムと呼ばれるインフォーマル市街地に住んでいる 4)。イン

フォーマル市街地は50,000人/㎢をこすような極めて高密度な住
環境を形成し、住宅需要の重要な受け皿になっている。 
（2）ムクル・クワ・ンジェンガの概要 
本研究では、ムクル・クワ・ンジェンガを調査対象として選定

した。同地域は、ナイロビ中心部から約 18kmに位置し、現在、
面積約1㎢に約15万人が居住しているとされる。同地域の土地
は、植民地期は白人入植者が所有する大規模農場であったが、後

に政府が買収して産業地区となった。大部分の土地は1980年代
に民間個人に売却されたが 5)、購入者の多くは投機目的で土地を

所有し、開発を行わずに放置していた。そのため、就業機会や手

頃な住まいを求めて農村からやって来た人々が空閑地に居住を

開始し、同地域はスラムとして成長を始めた。 
ムクル・クワ・ンジェンガは、図-2 に示すように、８ビレッ
ジで構成される。もっとも早くに居住が始まったサイザルに続い

て1990年代にはミリマニ、ベトナム、ゾーン48北部が形成され
た。その後、住宅需要の拡大によりこれら４ビレッジが過密化し

たことから、1998～2000 年にかけてジュアカリ（ベトナムの１
地区）、ゾーン48南部、リアラ、ワペワペ、モトモト、MCCの
開発が始まった。初期に形成された４ビレッジには掘建小屋が無

計画に配置されている一方、後に形成された５ビレッジでは直線

道路沿いに画一的な住宅が立ち並ぶなど計画的な住宅配置が見

られる。また、建物のタイプを見ると、これら５村のうち、ゾー

ン 48 南部、リアラ、ワペワペでは掘建小屋、モトモトとMCC
ではコンクリート造の高層住宅が立ち並ぶ。多様な開発形態が確

認される。 
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【図-1】ナイロビの土地利用 

出典：梶原（2013） 

 

 
【図-2】ムクル・クワ・ンジェンガの概要 

 
3.2．調査方法 
本調査では、ムクル・クワ・ンジェンガの８ビレッジのうち開

発形態の特徴の異なるサイザルと MCC を調査対象地として選
定した。調査は、表-1 に示すように、開発形態と居住者属性に
ついて、それぞれ観察・実測調査、インタビュー調査を実施した。

また、調査実施期間は2014年2〜7月である。 
 

【表-1】調査概要 
項目 内容 

開発形態に関する調査 各地区の配置計画、住宅の構法・材料、住宅プラン、建造
環境、建物用途に関する観察・実測調査 

居住者属性に関する調査 居住者属性に関する当該建物住人へのインタビュー調査 

 

３．開発形態 
サイザルとMCCにおける開発形態について、地区の配置計画、
住宅の構法・材料、住宅プラン、建造環境、建物用途からその特

徴を明らかにする。また、 後に、各地区における土地と住宅の

アフォーダビリティについても記述する。 

両地区の建造環境を表-2と表-3に整理する。 
（1）配置計画 
表-2から分かるように、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走っている。一方、MCC
は約 8mの幅員の比較的広い直線道路沿いに、一律 33×66フィ
ート（約10×20メートル）の短冊状に区画整理されている。サ
イザルが自然発生的に形成されたのに対し、MCCは計画的に土
地分割されたことが示唆される。 
（2）住宅の構法・材料 
また、表-3 から、サイザルでは１～２階建てのトタンの掘建
小屋が大半を占めているのに対し、MCCでは 高７階建てのコ

ンクリート造住宅が主流であることが分かる。 
（3）住宅プラン 
住宅プランについて、サイザルには様々なタイプが確認される

が、 近では表-2 に示すような規格化された住宅プランに類す
るものが増加傾向にある。この住宅プランは回廊を挟んでおよそ

10×12フィート（約3.0×3.7メートル）の部屋が並び、約11世
帯が共有するトイレ・バスルームが設置されている。 
一方、MCCでは表-2に示すような標準的な住宅プランが確認
される。各部屋のサイズは 10×12～12×14フィート（約 3.0×
3.7～約 3.7×4.3 メートル）で、キッチン、トイレ・バスルーム
を備えた各戸独立式のプランを有するのが一般的である。 
（4）建造環境 
表-3 に両地区の建ぺい率と容積率を示している。グロス建ぺ
い率はサイザルが 56.8%、MCCが 64.7%であり、ややMCCで
高くなっている。一方、グロス容積率はサイザルが66.8%、MCC
が196.7%であり、MCCでかなり高い値になっている。MCCで
は現在、多くが建設途中であり、また建設の始まっていない空地

も多数存在することから、建ぺい率、容積率ともに低く抑えられ

ているが、対象範囲内の全ての区画で７階建てが建設された場合、

建ぺい率は76.7%、容積率は537.1%になることが予想される。 
（5）建物用途 
ムクル・クワ・ンジェンガ内には住宅だけでなく、人々の日常

生活に必要な物やサービスを提供する商店、飲食店、学校、クリ

ニックなどが営まれている。業種としては、小売り、サービス、

飲食、娯楽、宿泊、製造、金融、医療、保育・学校教育、宗教な

どである。そのため、建物用途としては、「住宅専用」、商業・業

務が併設する「店舗その他の併用住宅」、商業・業務専用の「店

舗その他」に分けることができる。「店舗その他の併用住宅」は、

道路に面した部屋や空間(1)で商業・業務利用が行われているケー

スが多い（写真-1）。「店舗その他の併用住宅」と「店舗その他」
が連続することで商店街が形成され、住民の日常的な買い物の場

かつビジネスの場として賑わいを創出している。 
表-3に土地区画別の利用状況を示している。サイザルでは「住
宅専用」が70.8%を占めており、住まいに特化した市街地となっ
ていることが分かる。一方、MCC では、「店舗その他の併用住
宅」が55.9%、「店舗その他」が8.5%と、商業・業務利用が盛ん
で、逆に「住宅専用」が25.4%と低く抑えられている。居住人口
が多く、また、幹線道路に近いことから、ビジネスの場として発

展していると考えられる。 
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【表-2】開発形態 
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【写真-1】住宅に併設する店舗 

 
（6）アフォーダビリティ 
①借家のアフォーダビリティ 
借家の家賃についてストラクチャ・オーナーにインタビューし

たところ、サイザルでは一部屋 500～1,500ksh／月、MCC では
4,000〜6,000ksh/月が相場のようである。借家の家賃は部屋のサ
イズ、建物の構法・材料、建築年代、基本的サービスの整備状況

（トイレや電気の有無、洗濯物を干す場所の有無など）、立地（広

幅員道路沿いかどうか、低地・沼地かどうか、河川沿いがどうか、

線路沿いかどうか）、エリアの治安などによって上下するようで

ある。 
サイザルは川沿いの低地に位置するため年間を通して地面が

ぬかるみ、治安が悪く、住宅はトタンを使用しているため、ムク

ル・クワ・ンジェンガ内でももっとも家賃が安いエリアである。

一方、MCCは区画整理されているため全ての土地区画が広幅員
道路に面し、住宅にはコンクリートブロックが使用され、各戸に

トイレやキッチンが備え付けてあり、電気・水が直接部屋に供給

されているため、 も家賃の高いエリアとなっている。幅広い家

賃帯があるため、住民は収入に合わせて住む場所を選ぶことがで

きる(2)。ムクル・クワ・ンジェンガ近隣のフォーマルな集合住宅

の家賃が 低でも50,000～60,000ksh／月であることを考えると、

ムクル・クワ・ンジェンガではフォーマルな住宅市場で供給され

ない低所得者向けの住宅が幅広く供給されていることが分かる。 
②土地のアフォーダビリティ 
ムクル・クワ・ンジェンガの土地の法的な所有者は、民間の個

人あるいは企業である。しかし、同地域で実際に住宅を建設して

いるのはストラクチャ・オーナーと呼ばれる者である。彼らは法

的な土地所有権を有さずに、建物を建設している。 

土地の取引は２段階に大きく分けることができる。まずは、エ

リアの開発初期に一気に土地が分譲される段階、次に、ストラク

チャ・オーナーから土地あるいは建物付きの土地を購入する段階

である。土地は有償で取引されていることが確認されているが、

開発初期には比較的低価格であった土地も人口の増加とともに

高騰する傾向が見られる。2014 年現在、ムクル・クワ・ンジェ
ンガの標準的なサイズの土地（約 10×20メートル）で 20万ケ

ニア・シリング（約20万円）程度はするため、ムクル・クワ・

ンジェンガの大半を占める貧困層にはとても手が届かない。逆に、

このような土地・住宅を購入できる者はかなり所得水準が高いと

いうことになる。スラム開発初期に土地を購入した者の中には比

較的所得水準の低い者もいるが、一般にストラクチャ・オーナー

は定期的な家賃収入があり、違法とはいえ土地という資産を有し

ているため、借家人に比べると生活の安定度は高いと言えよう。

ストラクチャ・オーナーと借家人の所得水準に大きな差があるこ

とが示唆される。 

 

４．ストラクチャ・オーナーの特性 
本章では、まず、各土地区画内のストラクチャ・オーナーと借

家人の居住実態を整理し、次に、ストラクチャ・オーナーの特性

を明らかにする。 
（1）ストラクチャ・オーナーと借家人の居住実態 
ストラクチャ・オーナーは所有する土地に建物を建設して、自

ら住んだり、あるいは大家として借家人に賃貸している。 
表-4 は各土地区画内のストラクチャ・オーナーと借家人の居
住実態を整理したものである。両地区ともストラクチャ・オーナ

ーのみが居住する土地区画は存在せず、必ず借家人が住んでいる

ことが分かる。ストラクチャ・オーナーの在住率は、サイザルで

26.2%、MCCで6.8%といずれも低く、賃貸経営者としての性格
が強いことが分かる。相対的にはサイザルの方が在住率は高いが、

これは人間の住まいに対する基本的ニーズに応えるという側面

が残っていることを示唆する。一方、MCCでは在住率が極めて
低いことから、利益追求の場として賃貸経営を目的とした開発の

性格が強いと考えられる。また、ストラクチャ・オーナーが不在

の場合は、住宅やテナントの管理を行うために自ら定期的に通っ

たり、あるいは、管理を管理人や不動産仲介業者に委託している

（写真-2、写真-3）。 
また、ストラクチャ・オーナーの在住率が低く、かつ、表-2
の住宅プランから各プロットに複数の借家人が住んでいると想

定されることから、両地区とも住民の大半が借家人であることが

推察される。 
（2）ストラクチャ・オーナーの特性 
表-5にサイザルとMCCにおけるストラクチャ・オーナーの属

【表-3】建造環境 

  サイザル  MCC 

対象土地区画数  65 59 

建物の構造 

トタン 60 (92.3) 2 (3.4) 
コンクリート 2 (3.1) 52 (88.1) 
空地 3 (4.6) 5 (8.5) 

計 65 (100.0) 59 (100.0) 

建物の高さ注１ 

１階建 52 (80.0) 19 (27.1) 
２階建 9 (13.8) 8 (11.4) 

３階建 1 (1.5) 9 (12.9) 
４階建 0 (0.0) 7 (10.0) 
５階建 0 (0.0) 3 (4.3) 
６階建 0 (0.0) 6 (8.6) 
７階建 0 (0.0) 2 (2.9) 
空地 3 (4.6) 5 (7.1) 

計 65 (100.0) 59 (100.0) 
グロス建ぺい率(%)注2 56.8 64.7 
グロス容積率(%)注2 66.8 196.7 

土地区画別の建物用途 

住宅専用 46 (70.8) 15(25.4) 
店舗その他注3の併用住宅  14 (21.5) 33(55.9) 
店舗その他注3 2 (3.1) 5(8.5) 

空地・建設中 3 (4.6) 6(10.2) 
計 65 (100.0) 59(100.0) 

注1：敷地内の主要建物の階数 
注2：対象範囲を囲む道路の中央線までを含めて計算 
注3：商業・業務・教育・保育・宗教施設など 
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性、所有する土地数、来歴を整理する。 
サイザルのストラクチャ・オーナーについてみると、男女とも

におり、年齢も20代から50代まで幅広い。来歴を見ると、地方
都市や田舎からナイロビに出てきてサイザルに移り住んだ者（事

例1、2、3、4、5、6、8）が多いが、サイザルで生まれ育った者
（事例 7）もいることが分かる。また、移り住んだ者の中には、
初から土地を取得した者（事例 1、4）もいれば、 初は部屋

を借りて住み、後に土地を購入した者（事例 2、3、5、6）もい
る。親から土地を相続した者（事例 8）も確認できる。さらに、
今回、調査の都合上、インタビューを行ったストラクチャ・オー

ナーの多くがサイザルに居住しているが、事例9に見られるよう
に、近隣のやや裕福な住宅街に居住しながらサイザルで賃貸経営

を営んでいる者も確認できる。ストラクチャ・オーナーが所有す

る土地数を見ると、多くの者がムクル・クワ・ンジェンガ内に複

数の土地を有する傾向にある。 
一方、MCC のストラクチャ・オーナーは事例 10 に見られる
ように、「裕福な西」に居住する者が多い。コンクリート造高層

住宅の建設には掘建小屋とは比較にならないほどの多額の資金

が必要であるため、土地所有者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。事例10のス
トラクチャ・オーナーである R 氏が「主要な収入源とするため
に土地を購入した」と述べるように、ビジネスとして土地を購入

して賃貸経営を行っている者が多いと考えられる。M 氏は５階
建ての賃貸マンションを建設中で、現在は34部屋を賃貸に出し
ている。建設工事の進捗状況を確認するために、車で頻繁にMCC
にやってくる。M 氏は他にタウンにも土地を所有して賃貸経営
を行っており、自らを「小さな個人のデベロッパー」であると表

現している。 
 

 
【写真-2】家賃払いの領収書【写真-3】入居者募集のチラシ 

 
５．結論 
ナイロビのインフォーマル市街地ではトタンで作られた掘立

長屋住宅が雑然と立ち並ぶ市街地と、コンクリート造の高層集合

住宅が整然と立ち並ぶ市街地など多様な開発形態が確認された。

また、居住環境に応じて多様な家賃設定が行われており、低所得

者向けに幅広い選択肢が用意されていることが明らかになった。

基本的に土地の価格は高く、ストラクチャ・オーナーと借家人と

の所得格差が大きいことが分かった。 
両地区ともストラクチャ・オーナーの多くは当該住宅での居住

率は低く、住民の大多数が借家人であり、利益追求を目的とする

賃貸経営の場としての性格が強いことが分かる。 
本研究ではナイロビのインフォーマル市街地において異なる

開発形態を確認することができたが、今後、このような開発形態

の違いがどのような空間マネジメントによってもたらされてい

るのかを明らかにしていく必要がある。 
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補注 
(1) 建物１階の道路に面する部屋は商業用に使用しやすいよう

に、道路に面して小窓が取り付けてあり、他の部屋に比べて

家賃がやや高く設定してあることが多い。 

(2) 収入の増減に合わせて、住み替えを行っていることが確認さ

れている。 
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【表-4】ストラクチャ・オーナーと借家人の居住実態（区画） 

 サイザル  MCC 
ストラクチャ・オーナーのみ 0(0.0) 0(0.0) 
ストラクチャ・オーナー＋借家人 17(26.2) 4(6.8) 
借家人のみ 42(64.6) 42(71.2) 
居住人なし注1 6(9.2) 11(18.6) 
不明 0(0.0) 2(3.4) 
合計 65(100.0) 59(100.0) 
注：（）内は％ 
注1：空地・建設中・空家・非居住用途など 
 

【表-5】ストラクチャ・オーナーの概要 

事例 性別 年齢 居住
場所 

当該地区
に所有す
る土地数注 

来歴 

サイザルのストラクチャ・オーナー 

１ 女性 42 サイ
ザル 2（1） 

1978年に家族で地方都市からナイロビに出てきて、現
在のサイザルの他の場所に小屋を建てて住んでいた
が、1985年に現在の場所に土地を得て越してきた。賃
貸経営を行う。 

2 男性 50 サイ
ザル 

3（1） 
 

1984年からサイザルに部屋を借りて住んでいたが、
1989年に土地を購入して住宅を建設した。賃貸と食堂
経営で生計を立てている。 

3 男性 46 サイ
ザル 

2（2） 
 

1984年に田舎の学校を卒業後、ムクル・クワ・ンジェ
ンガで父親が借りて住んでいた部屋で一緒に暮らし始
める。1997年にサイザルで２つの土地を購入して住宅
を建設した。サイザルでの賃貸と食堂経営のほか、工
場勤務で生計を立てている。 

4 男性 58 サイ
ザル 2（0） 1985年にサイザルで土地を購入して越してきた。その

後、1995年に別の土地と建物を購入。賃貸経営。 

5 女性 不明 サイ
ザル 

1（1） 
 

1990年にサイザルにやって来てしばらくは部屋を借り
て住んでいたが、1996年に土地を購入した。 

6 男性 55 サイ
ザル 1（0） 1998年にサイザルに来て 初の２ヶ月間は部屋を借り

て住んでいたが、その後土地を購入した。 

7 男性 28 サイ
ザル 2（0） サイザルに生まれ育つ。 

8 女性 28 サイ
ザル 1（0） 

父親がサイザルに建てた建物に家族で住んでいたが、
2001年に父親が亡くなって以降、父親から譲り受けた
建物に住んでいる。 

9 男性 27 
パイ
プラ
イン 

1（-） 

ナイロビの比較的裕福なエリアに生まれ育ち、現在は
ムクル・クワ・ンジェンガに隣接する高層住宅街に住
んでいる。2008年にサイザルで土地を購入して賃貸経
営を行うほか、１階に併設したフットボールシアター
の経営を行う。 

MCCのストラクチャ・オーナー 

10 男性 不明 
ナイ
ロビ
西 

1（1） 
ナイロビ郊外に住み、賃貸経営を行うために2001年に
MCCで土地を購入し、住宅建設を進めている。賃貸経
営を行う。 

注：（）内はその他のエリアで所有する土地数 
 

- 152 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2016 年 11 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, November, 2016 

 

 

 

参考文献 

1) UN-HABITAT (2010), The State of African Cities 2010: Governance, 
Inequality and Urban Land Markets  

2) Berner, E. (2000), Learning From Informal Markets: Innovative 

Approaches to Land and Housing Provision. 
3) Kenya National Bureau Statistics (2010), 2009 Kenya Population and 

Housing Census (ケニア統計局にて入手)  

4) 梶原悠, 城所哲夫（2013）「アフリカ都市におけるインフォー
マル市街地の形成と土地制度の特質に関する研究 -ナイロビ、

ルサカ、ダカールを事例に-」, 日本都市計画学会学術研究論
文集48-3, pp.225-230 

5) Centre for Urban Research and Innovations (CURI) and University of 

Nairobi (2012), Mukuru Kwa Njenga Slum Upgrading Project. 
 

- 153 -




