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1. はじめに

1-1　研究の背景

(1) 多民族国家シンガポールの賑う街路

　近年、シンガポールでは、観光資源の観点から街

路空間における「地域性」が重要視されるようにな

り、行政の一方的な管理体制から民間組織も巻き込ん

だ官民一体での街路空間マネジメントへの移行が模索

されている。その中で、計画法（Planning ACT）に基

づく保存ガイドラインにより指定された歴史地区 4 地

区注 1）の内、植民地時代に中国系、マレー系・アラブ

系、インド系住民の居住地であった、チャイナタウン

（Chinatown）、カンポングラム（Kampong Glam）、リト

ルインディア（Little India）の 3 地区（図 1）では、

現在、政府の政策や民間マネジメント組織の働きによ

り地域性豊かな街路空間が維持・創出されている。

(2) 地域性豊かな街路空間のマネジメント手法

　一方、アジアの多くの都市では、賑う街路空間が、

行政のコントロールなしに、民間組織の自治管理によ

り維持されているケースが多く見られ、官民一体での

包括的なマネジメント方策の整備には至っていない。

シンガポールの官民双方の働きによる街路空間マネジ

メントの実態と課題を明らかにすることが、アジア都

市における地域性豊かな賑う街路空間の持続的なマネ

ジメントを考える上で重要であるといえる。

1-2 研究の目的

　本研究では、シンガポールの街路に関する法律や政

府組織の役割、歴史地区 3 地区（チャイナタウン、カ

ンポングラム、リトルインディア）の民間マネジメン

ト組織の役割を把握し、シンガポール特有の街路空間

マネジメントの在り方を探る事を目的とする。同時

に、そのマネジメントがなされる街路空間の機能や役

割、空間の特性を調査し、3地区を比較分析することで、

各地区の街路空間の特徴や課題の整理を行う。

1-3 研究の方法

　分析は、シンガポールの街路空間に関する歴史・法

制度・政府の役割の整理、歴史地区 3 地区における

街路空間の機能・役割・空間の使われ方の解明、民間

マネジメント組織の役割の把握の順に行う。調査は、

2009 年 11 月 2 日～ 6 日、同 12 月 17 日～ 24 日の 2 回

に渡って行った文献調査、ヒアリング調査、測量調査、

ビデオ・写真観察調査を基にまとめる。ヒアリング調

査は、歴史地区 3 地区の民間マネジメント組織とシン

ガポール観光庁の代表者に対して行った。

1-4 研究の対象地

　シンガポールは東南アジアの中心に位置し、1965 年

にマレーシアからの分離独立後、急速な経済発展を遂

げ、現在は国際金融都市として栄える人口 483 万人、

面積 710 平方 km の都市国家である 1)。研究の主な対象

地は、歴史地区 3 地区において、保存ガイドラインに

より、文化や建築保存の最重要エリアとして指定され

ている中心エリア (Core Area）である。

2. 政府主導の街路空間マネジメント

2-1 歴史地区の街路空間

(1) 街路の歴史的変容 2)

　植民地時代、民族居住地内の街路では、洗濯物など

が街路に張り出され、露店商が商売を行うなど、私的

占用が行われていた（図 2）。しかし、1888 年の連続歩

廊における私的占用物の撤去政策や、1960 年代の屋台・

露店全面撤去政策など、街路空間の私的占用とそれに

対する政府の規制と撤去が繰り返された結果、罰則が

強化され、街路空間の管理が徹底されるようになった。

同時に、再開発によって、多くの街路が通行機能重視

のものになり、ショップハウス注2）が保存されている数

少ない地区も商業地化が進んだ。その結果、街路は生

活空間の一部として使われなくなった。

(2) 連続歩廊の法的

な位置づけ 3)

　連続歩廊 ( 正式名

称 :Veranda、俗称：

Five-foot way）は、

都市型住居のショッ

プハウスに付いてい

るアーケード状の歩

廊である。英国植民

地時代から、街路空
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守山　健史

図 1　歴史地区 3地区の位置と街路の様子 図 2　街路空間変容の一例（チャイナタウン）
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間における公私の中間的領域として街路空間の賑いを

生み出す役割を果たしている。

　連続歩廊は法的に、私有地をその土地所有者に拠出

させてつくられた公共歩道と位置づけられる（図 3）。

街路作業法 (Street Works ACT) により、「通行の妨げ

になる私的占用」は禁止されているが、通常、通行の

妨げにならない程度の私的占用が取り締まられること

はない。現在、歴史地区などのショップハウスが保存

されている地区においては、連続歩廊が残っており、

沿道店舗があふれ出す場や雨天時の通行を可能にする

通路として賑う街路空間の形成要因となっている。

2-2 街路空間管理に関する法令と政府関連組織 3)

　シンガポールの街路空間マネジメントに関わる現行

法は、街路における禁止行為や政府・国民の義務を定

めた法律と政府各庁の役割を定めた法律の 2 つに分け

られる。前者には、街路での迷惑行為に関する禁止事

項を定めた迷惑行為防止法、街路を清潔に保つための

義務や禁止事項を定めた環境公衆衛生法、街路のメン

テナンスを行う義務や権利、街路の私的占用の禁止を

定めた街路作業法、街路上の駐

車に関する禁止事項定めた駐車

場法、街路上の禁煙場所を定め

た喫煙法がある（表 1）。また

後者には、シンガポール陸上交

通庁法、国家公園庁法、国家環

境庁法、警察庁法がある（表 2）。

これらの法律により、シンガポール陸上交通庁は主に

街路空間の整備や占用許可、国家公園庁は沿道の緑の

維持・管理、国家環境庁は街路清掃業務の監督、警察

庁は違法行為の取り締まりや街路の通行制限、という

ように各庁ごとの役割分担がなされている。また、国

家環境庁は街路清掃を民間会社に委託することにより、

作業の効率化を図っている。

　このように、シンガポールでは、街路上の公私の位

置づけや禁止事項、政府・国民の義務、役割が法律に

詳細に明記されることで、政府主導による街路空間マ

ネジメントが徹底されている。

3. 歴史地区・中心エリアの街路空間

3-1 中心エリアの店舗構成

(1) 店舗構成と業種別の配置

　現地調査に基づき、中心エリアの建物 1 階部分の店

舗（店舗総数：チャイナタウン 177 軒、カンポングラ

ム 163 軒、リトルインディア 214 軒）とチャイナタウ

ンの街路販売店（79 軒）の業種を 30 種類に分類し、

各業種の立地特性を分析した。その結果、数種類の業

種に集積立地傾向が見られた（図 3）。小物類が集積

する観光中心の街路は、チャイナタウンに街路全 6 本

中 3 本とカンポングラムに街路全 4 本中 1 本存在する。

また、衣料品や日用品、服飾品が集積する地元中心の

街路は、チャイナタウンに 1本、カンポングラムに 1本、

リトルインディアに街路全 9 本中 3 本存在する。飲食

店が集積する街路は、チャイナタウンに 1 本、カンポ

ングラムに 2本存在する。

　歴史地区では、ショップハウスにより地区全体で統

一感のある街路空間が形成されている。一方で、同業

種の店舗が街路に集積立地することにより、街路ごと

の独自性が生み出されている。

(2) 店舗構成と業種別の割合

　次に、3 地区の業種割合を比較し、地区全体の特徴

把握を行う（図 4）。チャイナタウンは小物類が 22%（39

軒）、土産物が主の衣料品が 19%（34 軒）と多く、観光

図 3　歴史地区・中心エリアにおける街路特性（左からチャイナタウン、カンポングラム、リトルインディア）

制定年 条 法律の名称 内容

1906 184

迷惑行為防止法 
（Miscellaneas 
Offences (Public 

Order Nuisance) ACT）

2 項　公共の秩序を乱す行為の禁止について

13. 公共の道路に関する禁止事項 
・通行の妨げとなる障害物を道路上に置く行為の禁止 
・公共の道路上で凧揚げなど通行の妨げとなる行為の禁止

3項　その他の禁止事項について

18. 公共空間での泥酔 
・公共の道路上で泥酔し、自分で動けなくなる行為の禁止

1974 214
駐車場法 

（Parking Places ACT）                                         
16. 違法駐車の撤去や防止について 
・関連庁は違法駐車に対して罰金を科す権利を持つ

1987 95
環境公衆衛生法 

（Environmental Public 
Health ACT）  

3 項　公共空間清掃 -街路清掃 -について

5. 公共の街路が清潔に保たれることへの責任 
・政府指導の下、街路空間を清潔に保つための清掃を行う義務 
7. 公共のごみ箱 
・政府指導の下、公共の適切な場所にごみ箱を配置し、ごみ回収す
る義務 
17. 公共空間への不法投棄 
・公共空間への不法投棄・つばの吐き捨ての禁止

1992 310
喫煙法 

（Smoking ACT）

3. 特定の場所や乗り物での喫煙の禁止 
・各建物や店舗の入り口、開閉式の窓、通気口から 5m 以内での喫煙
の禁止

1995 320A
街路作業法 

（Street Works ACT） 

2 項　公共の街路について

5. シンガポール陸上交通庁による公共街路の建設、改善
8. 公共街路に損害をもたらす行為の禁止

5項　歩道

27. シンガポール陸上交通庁による歩道の建設 
28. 周辺土地所有者及び陸上交通庁による歩道の維持・管理 
32A. 公共街路及び連続歩廊の障害物 
・街路及び連続歩廊上に歩行の妨げとなる物品置くことの禁止

図 3　連続歩廊の位置づけ
表 1　街路における禁止行為や政府・市民の義務を定めた現行法

表 2　街路にかかわる政府各庁の役割を定めた現行法

制定年 条  法律の名称 街路空間に対する役割

1995 158
シンガポール陸上交通庁法　 

（Land Transportation Authority of 
Singapore ACT）

・本条、214 条、320A 条に則り、街路及び街路灯、バス停、
標識、歩道橋などの設置・維持・管理、違法広告の撤去、
街路の占用許可等を行う

1996 198A
国家公園庁法　 

（National Parks Board ACT）
・国家公園庁は、本条に則り、沿道の緑の維持・管理
を行う

2002 195
国家環境庁法 

（National Environment Agency ACT）

・国家環境庁は、本条、95 条、310 条に則り、街路空
間を清潔に保つため、清掃業務の監督及びごみの不法
投棄防止を行う

2004 235
警察庁法 

（Police Force ACT）
・街路上の法律違反の取り締まり、街路の封鎖・通行
制限などを行う
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に特化した地区であるのに対し、カンポングラムはマ

レー系・アラブ系国民の買回り品である衣料品が 49%

（80 軒）と最も多く、小物類も 18%（25 軒）と地元と

観光双方のニーズに応えた地区、リトルインディアは

日用品が 29%（60 軒）、インド系服飾品が 20%（42 軒）

と地元のニーズに応えた地区であることが分かる。

　シンガポールは国民の約 74% が中国系であり 1)、中

国系ニーズに応えた商業地が多く存在するが、マレー

系・アラブ系、インド系ニーズに応えた商業地は少ない。

このことが、観光に特化したチャイナタウン、地元ニー

ズに合わせたカンポングラムとリトルインディアとい

う構図を生じさせていると考えられる。

3-2 中心エリアの歩行者優先整備

　チャイナタウンでは、街路全 6 本中、常時歩行者天

国が 3 本、一時歩行者天国が 1 本存在する。また、カ

ンポングラムでは、街路全 4 本中、常時歩行者天国が

1 本存在する。それに対し、リトルインディアでは、

街路全 9 本中、歩行者天国は存在せず、側道 2m 以上の

街路も 1 本のみで、歩行者優先の街路整備に関して 3

地区に差異が見受けられる（図 5）。

 歴史地区の歩行者優先街路整備は、シンガポール観光

庁（以下、STB）主導で行われるため、歩行者天国化さ

れた街路は、小物類など観光中心の店舗構成になって

いる。また、リトルインディアでは、キャンベルレー

ン（Campbell Lane) の歩行者天国化が決定しており、

今後、他の地区と同様に観光地化が進むと考えられる。

3-3 街路の占用形態

(1) 店舗あふれ出し

　歴史地区では、多くの店舗が連続歩廊へあふれ出し、

街路を活気あるものへと変えている（写真 1）。また、

チャイナタウンでは、歩行者天国上への店舗空間のあ

ふれ出しが、街路上の土地を政府が貸す形で許可され

ており、個性的な街路空間が形成されている（写真 2）。

(2) 街路販売店

　チャイナタウンでは、街路販売店による街路上の営

業が政府により許可され、街路上での飲食空間が生み

出されるなどしている（写真 3、4、図 6）。街路販売店

は、店舗あふれ出しと合わせて、以前はシンガポール

の街路空間上に多く見られた屋台・露店空間の雰囲気

を再現する装置として用いられ、観光客を惹きつける

要素となっている。

3-4 中心エリアの街路空間の特徴

　中心エリアの街路は、①保存されたショップハウス、

②観光・地元ニーズに合わせた店舗業種、③同業種の

特定街路への集積立地、④観光目的の街路空間整備、

⑤店舗あふれ出しと街路販売店などの要素により、現

在も賑う商業空間として、社会的ニーズに応えた空間

や店舗業種となっていることが明らかになった。

4. 歴史地区の街路空間マネジメントの仕組み

4-1 民間マネジメント組織の設立経緯

　1998 年、チャイナタウンにおいて、STB が地元住民

や利害関係者を集め、地区方向性に関し、話し合う場

が設けられた。これをきっかけとして、歴史地区にお

ける民間マネジメント組織の重要性が認識され始め、

2000 年以降、チャイナタウン経済組合、リトルインディ

ア小売店・歴史遺産組合、カンポングラム経済組合が

STB の指導のもとで設立され、政府の援助を受けなが

ら地区マネジメントを行うようになった（表 4）。

4-2 民間マネジメント組織の実態と役割

(1) チャイナタウン経済組合

　チャイナタウン経済組合には、利害関係者から選出

された実行委員会（意思決定機関）と常駐職員がいる

事務局（業務執行機関）が存在し、年次総会や実行委

員会により地区の課題整理や方針決定を行っている。

　組合費、街路販売店と店舗あふれ出しの賃料、STB

からの資金援助が主な資金源であり、それを基に一部

のイベントの管理・運営、地元の国民諮問委員会
注2）等

と共同での「路上営業者のためのガイドライン」の作

成、地区のマーケティングなどを行っている。また、

街路占用許可については、STB がチャイナタウン経済

図 5　歩行者優先の街路整備状況 図 6　スミスストリートと街路販売店

図 4　中心エリアにおける 1階店舗構成の業種別割合
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組合の代わりに陸上交通庁に許可申請を行い、許可（3

年毎に更新）を得るなど、政府の全面的な協力のもと、

政府密着型のマネジメントを行っている。

　一方で、街路販売店や店舗あふれ出しからの賃料回

収の遅れや、多くの機関との協議による自由度の低下

と計画の遅れなど、街路占用の許可を受けて行われて

いる街路空間マネジメントによって生じる課題も多い。

(2) カンポングラム経済組合

　カンポングラム経済組合では、組合員の利害関係者

から選出された理事会（意思決定兼業務執行機関）が

存在し、年次総会や特別議会、2ヶ月毎の理事会により、

地区の課題整理や方針決定を行っている。

　組合費が主な資金源であり、政府からの資金援助は

現在受けていない。政府の干渉や指導がない中で、街

路への椅子やテーブルのあふれ出しに関して、小売店

間の利害調整を行うなど、地区の問題を地区内で解決

し、地域性を維持する独立型のマネジメントを行って

いる。しかし近年、地区内に異なる出身のグループが

混在し、相互理解の困難化といった課題が生じている。

(3) リトルインディア小売店・歴史遺産組合

　リトルインディア小売店・歴史遺産組合には、チャ

イナタウン経済組合と同様に、利害関係者から選出さ

れた実行委員会（意思決定機関）と常駐職員がいる事

務局（業務執行機関）が存在し、年次総会や実行委員

会により地区の課題整理や方針決定を行っている。

　組合費、祭り時の屋台・露店出店からの賃料、STB、

ヒンドゥー基金局、民間企業からの資金援助が主な資

金源であり、それを基にイベント全般の管理・運営、

地区のマーケティング、インド系国民のためのビジネ

ス教育プログラムなど幅広い活動をしており、インド

人コミュニティの中心的役割を担う組織として、コミュ

ニティ密着型のマネジメントを行っている。課題とし

ては、チャイナタウンのような年間を通した独自取り

組みによる収入の欠如といった点が挙げられる。

5. おわりに

　シンガポールでは、街路に関する厳格な法律や政府

各庁の役割分担により、街路空間の維持・管理が徹底

されている。その中で、都市空間における民族アイデ

ンティティの維持・創出のため、歴史地区 3 地区にお

いて、建物保存や歩行者優先整備（ハード面）、店舗業

種指定や一部街路の占有許可（ソフト面）の整備が行

われ、さらに店舗あふれ出し等による街路の占用が行

われることで、街路空間が特徴づけられている。また、

地区を代表する民間組織にマネジメントの一部を委託

することで、政府の一方的な政策では生み出せない街

路空間の多様な「地域性」の創出を試みている。

　これら民間組織は、政府主導により設立された点で

共通しているものの、民族コミュニティ内での位置づ

けや政府との関係が異なることが一因となり、組織体

制・資金源・政府による支援や指導・活動内容が異なっ

ている。この違いが、多民族国家ならではの各地区独

自の街路空間マネジメント体制を生み、民間組織がそ

れぞれ可能な手法を用いて、街路空間における課題の

解決や「地域性」の維持・創出に貢献している。
[注釈 ]
1) 歴史地区は、計画法 (Planning Act）に基づき定められた保存地区の中の 1つで、現
存する歴史的建造物が維持、修繕されながら保存される地区。1989 年に、チャイナタ
ウン、カンポングラム、リトルインディア、ボートキーの 4地区が指定された。
2) アジア諸都市でみられる店舗（ショップ）兼住宅（ハウス）型の建築様式
3) 選挙区内のすべての草の根活動の中心的機関。所管選挙区における地域計画や行事
の調整等幅広い業務を行う。
[参考文献 ]
1) “Statistics Singapore” http://www.singstat.gov.sg/
2)Brenda S.A. Yeoh, “Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations and 
the UrbanBuilt Environment”, Singapore University Press, 2003
3) “Singapore Statutes Online” http://statutes.agc.gov.sg/

組織名
チャイナタウン経済組合 

（Chinatown Business Association)
カンポングラム経済組合 

(Kampong Gelam Business Association)
リトルインディア小売店・歴史遺産組合 

(Little India Shopkeepers and Heritage Association)

設立年 2001 年 2004 年 2000 年

設立経緯
1999 年にシンガポール観光庁がチャイナタウンの重要な地元関係
者と利害関係者を集め議会を結成し、2001 年にチャイナタウン経
済組合として正式に登録された。

2004 年に、カンポングラムの利害関係者で当地区の中心的な役割を
担っていた有力者 5人が集まり、シンガポール観光局の援助を受け
ながらカンポングラム経済組合が結成された。

2000 年にシンガポール観光局の指導の下、リトルインディアの重
要な地元関係者と利害関係者が集まって結成された。

組織構成

運営方法
・事務局の常駐スタッフによる運営 
・年次総会（会員）と特別議会（実行委員会）による意思決定

・年次総会（全員）や特別議会（全員）、及び 2ヶ月毎の理事会によ
る意思決定

・事務局の常駐スタッフによる運営 
・年次総会（全員）と特別議会（実行委員会）による意思決定

運営資金

◎（年間を通した持続的な収入） △ ○

①組合費、②街路販売店や店舗溢れ出し許可による賃料、③シン
ガポール観光局からの資金援助

①組合費、②シンガポール観光局からの資金援助（現在は行われて
いない） 

①組合費、②祭り時の屋台・露店からの賃料、③シンガポール観
光局、ヒンドゥー基金局（Hindu Endowments Board）、 民間企業か
らの資金援助

活動内容

【街路空間マネジメントに関する活動】 
①イベントの管理・運営、②街路販売店・店舗あふれ出しの管理、
③ガイドライン策定など 
【その他の活動】 
①当地区の開発や計画へのフィードバック、②当地区のマーケティ
ング、③当地区内外のビジネス協力時の橋渡し役など

【街路空間マネジメントに関する活動】 
①イベントの企画・運営（現在は活動休止中）、②当地区の小売店
間の利害調整 
【その他の活動】 
①当地区の開発や計画へのフィードバックなど 

【街路空間マネジメントに関する活動】 
①イベントの管理・運営 
【その他の活動】 
①当地区の開発や計画へのフィードバック、②当地区のマーケティ
ング、③当地区内外のビジネス協力時の橋渡し役、④文化活動の
運営を通した当地区のイメージ向上など

街路空間マ
ネジメント
における行
政との関係

マネジメン
トの課題

①街路販売店・店舗張り出しからの賃料回収の遅れ、②露天商を
行う地元出身者の減少、③雨天により左右される売上、③チャイ
ナタウンの利害関係者のビジネス思考と地域貢献度の低下、④ 3
年毎の更新制街路占用許可による設定困難な長期計画⑤多くの機
関との協議による計画の遅れや自由度の低下

① 2,3 世代前から店を構えているグループ、2000-03 年頃に店を出
したグループ、2005 年以降に参入した外国人グループにより地区内
の相互理解の困難化、②地区内のアルコール販売店、③組合員から
の会費徴収が困難

①狭い歩行者道とインド系国民の集中、②独自の取り組みによる
継続的な収入の欠如

 事務局
（業務執行機関）

チャイナタウンの利害関係者
利害の

ない者

実行委員会
実行委員 23 人（任期 2 年）
（意思決定機関）

利害関係者から選出

報告 指示

組合員

カンポングラムの利害関係者
利害の

ない者

理事会
会員 14人（任期 2 年）

（意思決定・業務執行機関）

利害関係者から選出組合員

 事務局
（業務執行機関）

リトルインディアの利害関係者
利害の

ない者

実行委員会
実行委員 16人（任期 2 年）
（意思決定機関）

利害関係者から選出

報告 指示

組合員

表 4　歴史地区の民間マネジメント組織

チャイナタウン

経済組合

【街路空間構成要素】【政府関連組織】

維持・管理

営業許可
（1年ごとに更新）、
管理

街路占用料

申請

街路占用許可
（3年毎に更新）

資金協力・指導
街路占用許可
（3年毎に更新）

申請・提案等

年次総会への参加、
賃料支払い

観光庁 陸上交通庁 A. 沿道の建物

B. 道路、側道、
    連続歩廊
C. ストリート
    ファーニチャー

D. 店舗
　あふれ出し

E. 街路販売店
年次総会への参加

資金協力、
指導

申請・報告

リトルインディア

小売店・歴史遺産組合

指導

資金協力

ヒンドゥー基金局

【街路空間構成要素】【政府関連組織】

維持・管理

申請・提案等

観光庁 陸上交通庁 A. 沿道の建物

B. 道路、側道、
    連続歩廊
C. ストリート
    ファーニチャー

D. 店舗
　あふれ出し

店舗あふれ出しに
よる問題解決、指導

年次総会・
特別総会への参加

資金協力（現
在は行われて
いない）・指
導

カンポングラム

経済組合

【街路空間構成要素】【政府関連組織】

維持・管理

申請・提案等

観光庁 陸上交通庁 A. 沿道の建物

B. 道路、側道、
    連続歩廊
C. ストリート
    ファーニチャー

D. 店舗
　あふれ出し


