
1　問題の背景

　近年、フィリピンでは、開発計画の主要戦略として、官民連帯（Public…Private…Partnership,…
PPP）1）の施策が執られている。それは、既存の公共インフラ事業の再開発に対する技術・
資金投資の事業を、政府と民間企業が連携して進めるものであり、2016年5月時点で全国
で62の事業が実施・計画されている。とくにマニラ首都圏2）における PPP 事業数は、最多
の25事業である［Public-Private…Partnership…Center…2016］。貧困層の支援組織によれば、
これらの計画のもと、今後、推定140万世帯が立ち退きの対象とされている。このほか、マ
ニラ市（City…of…Manila、以下、マニラ）において、条例第8346号（別名・ジョイントベンチャー
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フィリピンのマニラ首都圏（Metro…Manila）で、ジェントリフィケーションによ
る都市空間の再編が進んでいる。本稿は、その都市底辺層への影響を、ストリート・
ベンダー（公共空間での物売り）を事例に考察する。近年では、経済のグローバリゼー
ションのもと、世界中の都市で、都市空間資源への資本投下と、それにともなう労
働階層の再編が続いている。都市空間のジェントリフィケーションや美化計画が進
められるなか、公共空間の使用規制が厳しくなり、貧困層が締め出されている。マ
ニラ市においても、国立公園や教会周辺の公園など、治安対策や美化計画による空
間の再編が進んでいる。その影響は、ストリート・ベンダーも例外ではない。これ
まで、行政や資本の介入がほとんどなかった「インフォーマル」なストリート・ベン
ダーの世界に、いま、「フォーマル」なベンダーが新たに参入しつつある。本稿は、
マニラ市内の A 地区およびリサール公園（Rizal…Park）で2013年9月と2016年3月
に行ったフィールド調査のデータを用いて、都市空間の変容と、ストリート・ベン
ダーの階層化とその意味について分析・考察する。
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条例）に基づき、公設市場の美化・改修事業として、17の公設市場の民営化が計画されてい
る。これは、提携企業がマニラ市政と25年間のリース契約を結ぶもので、その結果、ベン
ダーの店舗の賃貸料は、現行よりも5～10パーセント値上げされる。さらには、民営化が
施行されると、現在、市場の敷地に沿う形で荷台車やビニールシートに商品を並べ、販売
行為を行っているストリート・ベンダーも排除の対象になる。そのため、この計画により、
マニラでは5万人のベンダーが、生活手段を失うといわれている（2016年3月21日、ベンダー…
組織関係者へのインタビューより）。本稿は、マニラのリサール公園とその周辺地帯で商売
をするベンダーを事例とするが、これまで公園の敷地内で商売をしていた約350人の個人運
営のベンダーが、「不法ベンダー…illegal…vendors」［DOT…2013］として、排除の対象とされて
きた［Defendjob…2013］。2004年には、ベンダー組織が行政交渉をした結果、公園における
営業許可を得たものの、その後も営業への嫌がらせが行われ、店舗の撤去を迫られるなど、
行政とベンダーの対立は続いている。さらに、都市空間の再開発が及ぼす影響は、ベンダー
の強制立ち退きの問題に留まらない。公園や市場の改修事業にともない、これまで、ストリー
ト・ベンダーが商売をしてきた場所に、有名店のチェーン屋台や、企業が管理・運営する
資本系店舗が新規に参入してきた。また、ホームレス対策の一環として、街路生活を脱し
た元ホームレスを対象とする、ストリート・ベンダー事業（福祉系店舗）が現れている。
　こうして国を挙げて進められる都市開発は、現在のマニラに「都市中心部の景観の階
級的改造」［Smith…1996=2014:…70］…をもたらしている。このような状況のなか、マニラの
都市空間の再編が都市底辺層に与える影響について、ジェントリフィケーション［Smith…
1996=2014］の視点から論じた研究が蓄積されつつある［Ortega…2016,…Choi…2016,…石岡2014,…
Roderos…2013,…Shatkin…2004］。これらの研究では、とくにスクオッターに暮らす人びとが、
再定住地やホームレス状態に追いやられるプロセスや、その背景にある資本競争などの社
会経済構造、都市底辺層を含めた都市開発の在り方、福祉・経済政策が模索されている。
一方、本稿では、公共空間の再編が都市底辺労働に与える影響を考察するため、従来から
街路で生計を立ててきたストリート・ベンダーに焦点を絞る。公共空間で生計を立ててい
るストリート・ベンダーは、都市開発の影響をダイレクトに受けていることが考えられる。
具体的には、つぎの2点について考察する。まず、マニラにおける公共空間のジェントリフィ
ケーションと美化（beautification）計画の現状について、ベンダーの事例を通して考察する。
つぎに、それらの空間再編が、都市底辺労働にどのような影響を与えているかについて考
察する。
　本稿は、つぎの構成からなる。2節では、先行研究を参照しつつ、都市底辺労働の定義に
ついて検討し、そのうえで、マニラ市内のストリート・ベンダーの特徴について説明する。
3節では、2つの地区のストリート・ベンダーを取り巻く環境の変容を紹介する。4節では、
ストリート・ベンダーの階層構成を分析する。5節では、空間再編によるベンダーの公共空
間からの排除と、その過程でのベンダーの階層化について考察する。
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2　マニラの都市底辺労働

　2.1　インフォーマル・セクターと都市雑業
　ストリート・ベンダー（露天商や行商人）には、都市底辺労働の特徴が顕著に現れる。こ
れまで、途上国都市の街路の仕事は、インフォーマルな職種とみなされてきた…［池野・武内
1998、不二牧2001、木曽…2003］。インフォーマル・セクター論は、1970年代の都市工業化
における雇用労働を前提とし、そこから外れる仕事群を捉えるものであった。その際、過
剰都市化論の枠組みが援用され、インフォーマル・セクターは、雇用労働（フォーマル・セ
クター）に就業できなかった過剰人口が、スクオッターに滞留しつつ、生活を凌ぐために参
入する労働部門とみなされてきた［新津1989、中西1991］3）。しかし近年、フィリピンでは、
地方都市が工業化したことや海外就労の機会が増えたことにより、地方からマニラへの移
住者は、減少傾向にある。しかし、インフォーマル職種に従事してきた都市移住者の子や
孫が、フォーマル・セクターで働く機会がないまま、親や祖父母と同じ街路の仕事に従事
している事例は、少なくない。また、雇用形態の多様化により、フォーマル・セクターとイ
ンフォーマル・セクターの間は、ボーダレスになりつつある4）。
　他方で、日本の都市経済・労働の研究においては、都市において近代的な雇用関係にな
い仕事群が「都市雑業」と呼ばれてきた。たとえば山口恵子…［2001］…は、都市雑業を「日雇い
などの雇われた仕事をすること以外で、賃金や労働条件などに関して国家による規制がな
く、都市において現金を得るためになされる生業」［山口…2001:133］と定義した。本稿が扱う
ストリート・ベンダーも、「賃金や労働条件などに関して国家による規制」はない。さらに、
わずかな自己資金をもとに収入を得る自営（self-employed）の人々である5）。ただし厳密には、
ベンダーにも、屋台の店番で雇用されるなど、賃金は一日せいぜい100ペソ（250円）程度で
はあるが、長期的な雇用関係にある就業者もいる。そのほか、自分の車やバイクを持たず、
日々、オーナーに稼ぎの一部を払うジプニー（小型の乗り合いバス）、トライシクル（三輪タ
クシー）の運転手、さらに皿洗い、洗濯請負、家事手伝い、道路清掃など、雇用関係にある
仕事をする人びともいる。隅谷三喜男は、都市雑業層について、「本来的な賃労働関係の周
辺で前期的諸関係と雑多な就業条件の下にあるもの」［隅谷…1967:64］とした。その際、隅谷は、
雇用契約を経た近代的雇用関係による賃金収入と、「家父長制や擬制的親分子分関係」［隅谷…
1967:66］に支配された賃金収入を区別し、後者の仕事群を都市雑業と呼んだ。
　ここに、本稿で扱う現代のマニラにおける下層職種と、インフォーマル・セクター職種お
よび都市雑業の概念上の差異が3点ある。まず、21世紀の都市における下層職種は、グロー
バル経済のもとで増加し続けており、これらの職種の従事者（の多く）が、将来雇用労働者
となっていくとは想定されない。これに対して、隅谷は、「都市雑業層の子弟を、大企業労
働者の（追加賃労働）の給源の一つ」［隅谷…1967:50、丸括弧は筆者］としてとらえ、いずれ雇
用労働者となっていくことを想定していた。「世代的にみると日本の労働者階級は上昇の可
能性をもっている」［隅谷…1967:50］。このような想定は、フォーマル・セクター論の場合も
同様である。そこでも、経済の発展とともに、インフォーマル職種は、安定したフォーマル
職種へ移行していくことが期待されてきた。一方、グローバル経済のもとでは、大量の労
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働者を必要とする工場は、郊外（もしくは国外）に移され、都市には専門的な知識や技術を
必要とするサービス業が増加した。そのなかで、下層職種は、増えるとともに多様化して
いる。
　これは、第二の指摘に関連する。都市雑業論においては、雑業層は、近代都市に残存す
る前期的（前資本主義的）職種と捉えられている。これに対して、都市の下層職種は、フォー
マル経済を支える不可欠な現代的職種としてある。たとえば、インフォーマル・セクターに
ついて、構造主義アプローチをとるアレハンドロ・ポルテス（2010）らは、資本主義システ
ムのなかで、フォーマル・セクターを下支えするインフォーマル・セクターの機能を説明し
ている［Portes…2010］。そこでは、インフォーマル職種の従事者が、いずれフォーマル・セ
クターの雇用労働に吸収されるという想定は、成立しない。本稿もまた、これと同様の見
解に立つ。本稿が対象とするストリート・ベンダーの場合も、今日の経済環境のもとで街
路の仕事に押し出された人びとである。いわばそれらは、都市経済の条件であると同時に
産物である。
　最後に、都市雑業もインフォーマル職種も、国家・行政の規制と統制の外にあるものと
理解されている。それらは、「賃金や労働条件などに関して国家による規制」がなく、その
意味においても「インフォーマルな」領域に置かれてきた。すなわち、行政権力が関与しな
い／関与できないことが、まさに都市雑業やインフォーマル職種と行政権力の関係であっ
た。しかし、現代都市の下層職種は、行政による都市空間のジェントリフィケーションのもと、
それらに規制され・統制されて存在する。すなわち、下層職種と行政権力は、深い関係に
ある。この意味で、現代マニラの下層職種は、行政による空間規制の産物でもある。
　このように、今日、マニラの下層職種が置かれている状況は、都市雑業やインフォーマ
ル職種など、従来の概念では捉えきれない。そのため本稿では、これらの下層職種を、グロー
バル経済と、資本と行政による都市開発のもとで形成され、そのもとで展開する職種とい
う意味で、「都市底辺労働」と呼ぶことにする。

　2.2　ストリート・ベンダー
　つぎに、マニラのストリート・ベンダーの概要を説明する。リサール公園のベンダーにつ
いての先行研究としては、四本幸夫…［2009,…2013］…がある。四本は、2005年～08年にリサー
ル公園のベンダー運動に着目して、詳細なフィールド調査を行っているが、本稿では、そ
の後のベンダーを取り巻く環境の変化も含めて、考察していきたい。
　表1は、マニラのリサール公
園および A 教会周辺のストリー
ト・ベンダーの種類とその特徴
を整理したものである。このほ
かにも、モールや市場（マーケッ
ト）の敷地内で、固定式および
折り畳み式の店舗を構えて販売
活動をするベンダーもいるが、
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本稿では、都市空間の再編の影響を考察するため、公共空間（国立公園の敷地内も含む）の
ストリート・ベンダーに絞る。

　①　資本系店舗──ビジネスオーナーによって運営される店舗である。これらは、公園
やショッピングモールなどで、土地や施設の管理者および税務署からの販売許可を取って
運営している。近年は、先の官民連帯事業（PPP）のもと、国立公園などの国有地や、民営
化されたかつての公設市場のフードコート（食事コーナー）などにも出店している。それら
の多くは、ファストフードやミネラルウォーターなどの大手企業の販売店舗である。このほ
か、高額な場所代の支払いなど、管理者が定めた一定の条件を満たした個人事業主もこの
タイプに含まれる。店舗には必要に応じて移動できるように、全体にコンパクトな作りで、
店舗の足元には移動式のキャスターが付いているが、基本的に販売場所は固定している。
　②　福祉系店舗──社会福祉開発省（Department…of…Social…Welfare…and…Development,…
DSWD）が2015年から始めたホームレス支援のプロジェクトである KFC 事業（Kabuhayan…
Folded…Cart　生計のための折り畳み式店舗）による店舗である。この事業は、街路生活を送っ
ていた元ホームレス6）を対象とするものであり、生計向上のための方策として折り畳み式の
店舗が提供されている。元ホームレスに開業資金を与え、DSWD が自治体と連携して特定
のエリアでの販売を許可する。そのため、違法店舗として取り締まりの対象となることも、
高い場所代を要求される心配もなく商売ができる。DSWD によれば、2016年3月現在、同
プロジェクトの対象店舗は、マニラ市およびケソン市（Quezon…City）に約500店舗に達し、
さらに3,500店舗にまで増やすことを目標としている［DSWD…2015］。
　③　固定店舗（販売許可有）──長期間、特定の場所で商売をしており、それを実績と
して土地の所有者や管理者と交渉し、販売許可を得たベンダーである。ただし、新規参入
は難しく、土地の管理者から撤去の通告を受けることもあり、通告に従わない場合、強制
撤去されることもある。本稿の調査地であるリサール公園のベンダーが、これに該当する。
店舗の特徴として、移動用キャスターは付いているが、店舗の設置が許可されている場所
が白線で仕切られており、そこから動かすことはほとんどない。
　④　簡易店舗（販売許可無）──公園周辺の街路の店舗である。外見や規模、販売商品は、
②の KFC 事業と似ており、リサール公園では、販売の場所も KFC 事業のベンダーに近い。
土地管理者からの正式な販売許可はないが、地方自治体の担当部局や警備員、警察への場所
代（賄賂）を毎日払っている店舗が多く、実質的には、インフォーマルに許可されている7）。
しかし、自治体や警察の取り締まりがあれば、退去を強いられる。このベンダーは、通行
人が多い街路にいるため、公園の敷地内で商売をしている③よりは客が多く、売り上げも
大きい。
　⑤　歩き売り──タバコやおもちゃなどを歩き売りするベンダーである。店舗は構えない。
販売許可はないが、客を求めて場所を移動できるため、③より売り上げは大きい。リサー
ル公園内は禁煙となっているため、タバコの歩き売りはいない。また公園や、取り締まりの
厳しいエリアでは、ガードマンらによる販売行為の監視から免れるため、ポロシャツとスニー
カーや革靴姿で通行人を装い、ショルダーバックやリュックにピクニック用のビニールの敷
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物や、海賊版の DVD を詰め込んで販売する。なかには、客にベンダーとしての信ぴょう性
を持たせるため、身分証明書を首からぶら下げているものもいるが、それは販売許可証で
はない。
　②～⑤のベンダーは、ほぼ同じ商品（スナック菓子やタバコ、ソフトドリンク、ミネラル
ウォーター、パンなど）を販売している。①は契約業者から販売する商品を仕入れるが、そ
の他は、近くのスーパーや市場から仕入れてくる。①～③のベンダーは、販売場所が決め
られているが、④のベンダーは、すぐに撤去できる折り畳み式の荷台に商品を並べている
ため、商品の数が限られる。②～⑤のベンダーは、長期間、特定の場所で商売してきた親
戚や知り合いを持つことも多い8）。
　つぎに、このように分類されるストリート・ベンダーの仕事が、どのように変容しつつあ
るかをみていく。そのため、美化計画と犯罪対策のため街路での販売が禁止された A 教会
周辺のベンダーと、ジェントリフィケーションにより撤去を予告されているリサール公園の
ベンダーを取り上げる。

3　都市の空間再編とストリート・ベンダー

　3.1　 A 教会周辺　
　A 教会は、マニラ市中心部の、マニラ湾沿岸のベイ・ウォーク（Bay…Walk）の近くにある。
この教会を含む地区は、観光エリアであるため、ホテルやバー、両替商が多く、外国人観
光客が多い。また、国内外の出稼ぎ斡旋業者も多い。そのため昼間は、斡旋業者の事務所
に仕事を探しに来るフィリピン人が多く、夜間は外国人観光客や若者が集う場所となる。
ミサが行われる日曜は、一日中参拝者が出入りする。
　この地区は、1980年代は、売買春の歓楽街として風俗店が多かった。1992年にアルフレ
ド・リム（Alfred…Lim）が市長になり、犯罪撲滅作戦が
行われ、風俗店は一掃された。同時に、街路のベンダー
や物乞い、ホームレスに対する規制も厳しくなった。
その後、市長が交代し、現エストラーダ市長のもとで、
街路使用の規制が緩和された時期もあったが、近年は、
治安対策や美化計画の掛け声で、国際会議の開催や国
賓のフィリピン訪問のたびに、取り締まりが厳しくな
り、その後、ふたたび緩くなるという状況が繰り返さ
れている。
　教会の周辺には、2種類のベンダーがいる9）。販売
許可を持たない簡易店舗（表2の④）と歩き売り（表2
の⑤）である。簡易店舗には、板などを組み合わせ、
その上にパンや、スナック菓子、ソフトドリンクを陳
列するものや、その場で調理した食事を提供するもの
がある。店舗の販売場所（テリトリー）は決められて 写真1  移動型ベンダー
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おり、休業日も、店舗の材料（パラソルや天板など）は、そのまま固定されている。2013年
に調査したときは、この型の店舗は、教会周辺の3ヶ所にあった。椅子が1、2個並べられ、
同じく街路で商売するベンダーや建設労働者が、慌ただしく食事をとっていた。そのほか、
小型の荷車にインスタントコーヒーやキャンディ、タバコなどの商品を乗せて移動するベン
ダー、木箱を担いでタバコを歩き売りするベンダー、教会の前で花や風船、おもちゃを販
売するベンダーがいた。しかし、2016年に調査したときは、平日の昼間は以前のような店
舗はなく、取り締まりがあればいつでも移動できる荷車のベンダー（写真1）と、折り畳み式
の簡易な台の上でたばことキャンディを販売するベンダーがいるだけであった。以下には
以前、同地区で物売りをしていた２つのケースを挙げる。
　3.1.1　パーキング業へのシフト
　以前、花束の歩き売りをしたルース（Luth10））は、現在は「パーキング（Parking）」の仕事
をしている。これは、駐車エリアへ車を誘導し、駐車中の車を監視する仕事である。近年は、
都市（再）開発により、レストランやコンビニの新規開店が増加し、車を持つ中間層も増加
した。そのため、パーキングの仕事が増加している。パーキングは、仕事に参入する資金
を要さないため、持ち場を確保できれば、身体ひとつで容易に始業できる。ルース夫妻の
持ち場は、車の出入りが多いため、平日は200ペソ（約500円）程度の稼ぎになる。教会のミ
サがある日曜日は、参拝後に周りのレストランで食事をする客も多く、それ以上の収入にな
る11）。しかし、ルースには3人の子がおり、かつ月3,000ペソ（約7,500円）の家賃を支払うに
は、毎日100ペソ（約250円）を貯金する必要がある。そのためルース一家は、5人家族の生
活費を一日100ペソでやりくりしている。

　近頃は規制が厳しくなったので、店舗での商売はできなくなったけど、バスケット
におやつなんかを入れて売り歩くのだったら、まだ大丈夫だと思うのよね。あれだっ
たら（取り締まりがあっても）ごまかせるじゃない。歩き売りの資金があったら、ぜっ
たいやりたいわ。小さい商売でいいの。機会があるなら、ぜったいにベンダーがいいわ。

［Luth、38歳、女性、2016年3月26日、A 教会の前で］（丸括弧は筆者、以下同じ）

　ルースは、現在はベンダーの仕事を中断しているが、早くベンダーに戻って収入を得た
いと思っている。しかし、逼迫した家計のなかから、新しく商売を始める資金を工面する
ことはむずかしい。
　3.1.2　不安定な収入機会
　ジョアン（Joan、38歳、女性）は、かつて教会の前で折り畳み型店舗のベンダーをしていた。
夫のウィルマー（Wilmer、40歳）は、教会周辺で荷台付き自転車の運転手をしていたが、子
が病気になり、治療費に充てるため自転車を売った。その後しばらく、ジョアンが昼間に街
路でたばこや菓子を売っていたが、2015年10月頃より、教会周辺の街路の規制が厳しくなり、
物売りができなくなった。現在は、ミサの参拝者が増える日曜日だけ、子たちとともに路肩
に座って、車のパーキングの仕事をしている。駐車場が車の出入りが少ない場所にあるた
め、一日の稼ぎは多いときで250ペソ（約625円）程度である。一方、平日は仕事にならない
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ため、ウィルマーは、スラムの間借りの部屋（1畳半）で、ペンキ塗りや電気部品の修理な
どの仕事をしている。しかしここ数ヶ月、仕事の依頼はない。ジョアンも、街路に出ること
もなく、部屋で7人の子の世話をしながら、収入の機会を待っている。しかし、部屋の家賃
は2,000ペソ（約5,000円）である。パーキングの仕事だけでは、子どもを養えない。そのため、
17歳の長女夫婦と、10歳の次女が、夜間のみ、教会周辺や歓楽街でタバコとバラの花の歩
き売りをしている。長女夫婦は、毎日たばこ2箱を完売している（タバコ1本売りでは1本5
ペソ（約12.5円）×20本×2箱 =200ペソ、1箱売りでは80ペソ）。タバコは1箱を50ペソ（約
125円）で仕入れるため、一晩の収入は、タバコ2箱で100ペソ（約250円）になる。他方で次
女は、歓楽街でバラの花を売っている。150ペソ（約375円）で花を仕入れて、リボンなどのラッ
ピングをする。それを1本30ペソで売り、毎晩24本売る（30ペソ×24本＝720ペソ）。花を
完売すれば、一晩の売り上げは570ペソ（約1,425円）になる。しかし、花売りの日は帰宅が
午前1時をまわるため、週に数回しかできない。街路で物売りができなくなったジョアンは、
これら長女夫婦と次女の単発的な収入と、たまに入る夫や自分の単発的な収入を合算して、
家計をやりくりしている。
　このようにルースとジョアンは、これまでの場所でベンダーができなくなったが、なんと
か収入を得て、生計を立てている。しかし、ベンダーをしていた頃のように、日々、一定の
収入を当てにできる状態ではない。彼女らは、その日が終わるまで、いくら稼げるか分か
らないという不安定な生活を送っている。

　3.2　リサール公園
　リサール公園は、マニラ湾岸にあり、スペインによる植民地支配からの独立革命の国民
的英雄ホセ・リサール（Jose…Rizal）が、1896年に処刑された場所である。公園には記念碑
があり、兵士が24時間体制で警備している。公園には、子ども向けの遊び場や日本庭園が
あり、公園に隣接して大型水族館もある。日曜や祝日には、地方からの観光客やピクニッ
クを楽しむ家族連れが多い。平日の午後には、学生や仕事帰りの人びとが集い、ダンスや
国技のアーニス（Arnis）を練習する風景もみられる。リサール公園は、政治的にも重要な
公園であり、海外からの国賓などを迎えると、しばしば、公園で歓迎式典が行われる。公
園周辺には、国際会議場や高級ホテルが多い。大きなイベントがあるとき、その数日前に

写真2  公園内の個人店舗 写真3  人通りの少ない場所に集められた店舗
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は、公園で販売許可を持つ店舗も含めて、ベンダーの店舗の撤去作業があり、許可を持た
ないベンダーやホームレスの一斉検挙が行われる。2015年1月、ローマ教皇の訪問時には、
行政がベンダー・ゼロ計画を打ち出し、訪問日の2週間前に、すべてのベンダーに対して、
5日以内に立ち退くように通告された12）。
　3.2.1　公共空間からの排除
　公園は、観光省の国立公園開発委員会（National…Parks…and…Development…Committee,…
NPDC）により管理されている。現在の公園の敷地内には、NPDC の許可を得た3グループ
のベンダーがいる。まず、韓国系の企業や個人事業主が運営する店舗（表2の①、以下同じ）
がある。
　つぎに、行政の KFC 事業による店舗（②）がある。最後に、個人経営の店舗（③）がある。
このほか、公園内外には、NPDC の販売許可を持たない歩き売りのベンダー（⑤）がいる。
さらに、公園の周辺には、販売許可を持たないベンダー（④）が、移動式の簡易店舗を構え
ている。このうち、公園で長い間商売をしてきたのが、個人経営の固定店舗（写真2）と歩
き売りのベンダーである。ここでは、土地の管理者とベンダーの関係に着目するため、販売
許可を得ている固定店舗（③）に着目する。これらの店舗は、1970年代から商売をしてきたが、
公園内のベンダーの規制が厳しくなった1999年に、ベンダー組合（People's…Democratic…
Vendors…and…Hawker's…Alliance,…PEDHVA）を組織して、NPDC と販売許可を求める交渉
を行ってきた13）。その結果、2004年に、公園の清掃や草木の剪定などを行うという条件で、
公園での販売が正式に認可された。しかしその後、政権交代や NPDC の公園管理の方針
変更により、公園の整備が外注化されて、ベンダーによる公園清掃はなくなった。同時に、
固定店舗に対する管理が、次第に厳しくなっていった。そして現在、ベンダー・ゼロ区画

（Zero…Vending…Zone）14）の名のもと、公園からのベンダー排除が進んでいる。2013年には、
すべての固定店舗の強制立ち退きが行われた15）。他方で、企業や個人事業主が運営する店
舗が新規参入してきた。その登録手続きには、少なくとも16,000…ペソ（約4万円）を要する。
また、正規の個人事業主として営業をする場合は、NPDC に一日150ペソ（約375円）の場所
代を払わなければならない。さらに、企業の場合は、販売場所や店舗規模にもよるが、最
大で一日800ペソ（約2,000円）の場所代がかかるという。これに対して、組合のベンダーが
NPDC に収める場所代は、その3分の１の50ペソ（約125円）である。個人店舗の一日の売
り上げは、250ペソから300ペソ（約625円～750円）である。ベンダーの多くは、高利貸し
16）から借金をしており、毎日少額ずつ返済している。そのため、多額の場所代を払うことは
むずかしい。こうしてこれらの店舗は、新規参入の店舗に押され、数店舗ごとにまとめて、
人通りの少ない公園の隅に移動させられている（写真3）。さらに、NPDC により店舗の面積
が1メートル四方に指定されており、それは、移動の度に縮小されている。販売する商品も、
NPDC への報告が義務づけられており、商品販売にかかわる通告をたびたび受けている。

　近頃は、店舗に置く物まで規制されてるのよ。ジュースを冷やすクーラーボックス
はだめ、日よけのパラソルもだめ、私らが休息で横になる長机もだめ。だめ、だめ、
だめ。いつか息をするのもだめっていわれるんじゃないかしらと。だってあなた、こ
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んなに暑いのに、誰が生ぬるいジュースなんか飲みたいって思うかしら。そんな勧告
に従っていたら、商売あがったりだわよ［Myrene、60歳、女性、2016年3月26日、店
舗前にて］。

　年々に厳しくなるベンダーへの規制は、マイリーンが「息をするのもだめ」と皮肉るように、
ベンダーの商売と生活に深刻な影響を及ぼしている。公園の一部の区画で、隣接する国立
博物館の駐車場を公園に増設するという理由で、10店舗に対して、2016年6月までに完全
に退去するよう勧告されている（2016年3月調査時）。このように、組合を組織し、交渉を
重ねて販売許可を得たベンダーであったが、そのような権利も、いま、次第に奪われている。
　3.2.2　「疑似公共空間」

　公園って、本来、仕事で疲れた人、悩みを抱えている人なんかが日常から離れて、
考え事をしたり、リラックスしに来る場所だと思うんですよね。どんな人でも来れる
場所であるはずなんです。でも、たとえばここのトイレ、いまは、使うのにお金払わ
ないといけないんですよ。維持費とかいって。でも、ここは国立公園なんだから、ト
イレは有料化するもんじゃないって思うんですよね。これは僕たちベンダーだけでな
くて、公園の利用者にとってもですよ。公園の入り口には、門が付いたでしょう。い
つか、民営化されて入場料取るようになるんじゃないかと思う。そんなことになったら、
マニラには憩いの場がなくなりますよ。こういう場所を利用する人を制限していくと、
市民のためにも良くないと思いますよ［Bing、40代、男性、2016年3月26日、店舗前
にて］。

　リサール公園の利用には、金が必要になっている。ベンダーであれ、公園の利用客であ
れ、トイレを使用すれば「メンテナンスのための寄付」として5ペソを払わなければならない。
園内の主要通路に新規参入している資本系の店舗は、個人運営の店舗と同じミネラルウォー
ターやソフトドリンク、スナック菓子も販売しているが、価格は個人店舗より1.5倍ほど高
い。個人店舗では、25ペソあれば、白飯とおかず一品の食事ができるが、資本系の店舗は、
サンドイッチやホットドッグ、シューマイなどの軽食しか販売していない。その代り、公園
周辺には、1人前500ペソもする高級レストランやファストフード店が並んでいる。すなわ
ち、公園は食事をする場所ではないとされ、きちんと食事をするには、公園外のレストラン
へ行かなければならなくなった。これまでは、公園で簡便かつ安価に食事を取ることがで
きたが、それができなくなった。
　このような公園の変化から、2つのことが指摘される。一つ目は、公共空間の質が変容し
ていることである。リサ・ドラムンド…（Liza…Drummond）…は、ベトナムのハノイ（Hanoi）を
事例に、街路が慣習的に私的占有（洗濯、炊飯、水浴びなど）されていることに注目し、公
共空間の意味と機能が、アジアと欧米では異なると主張した［Drummond…2000］。リサール
公園でも、これまでは、園内の道端で食事を取ることが慣習的に容認されていた。しかし、
人通りの多い主要道路では、きちんと食事を取ることができなくなった。これは一つの事例
に過ぎないが、より一般的に、マニラでも、公共空間の私的占有が、次第に容認されなくなっ
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ている。二つ目は、公共空間を利用するには、金が必要になっていることである。金がな
ければトイレも利用できない。ビンが言うように、本来、国立公園は、富める者も貧しい者
も隔てなく利用できる場所のはずである。しかし実際は、公園は、金のある人しか入れな
い、すなわち金のある人に私的に占有された「疑似公共空間」（pseudo-public…space）［Mitchell…
1995］になりつつある。

4　ストリート・ベンダーの階層化

　こうして公園や街路の一部が、疑似公共空間になりつつあるなか、ストリート・ベンダー
においても、公園や街路での販売が許可される者とされない者が出てくる。これまでイン
フォーマル・セクターの仕事の一つとして、労働市場の周縁に置かれてきたベンダーのビ
ジネスに、資本や行政の参入が始まっている。表2は、ベンダーが商売をする際に生じるリ
スクと利益を整理したものである。まず、資本系ベンダーと福祉系ベンダーは、新規に参
入したベンダーであり、その店舗は、特定場所に確定した販売許可を持つ（網掛け部分）。
　表2に示される商売をする際のリスク・利益の大小と販売許可の有無は、つねに照応す
るわけではない。たとえばリサール公園の固定店舗のベンダー（表の③、以下同じ）は、販
売許可は持っているが、
公園の施設が増築され
て、その土地が必要と
なるときは、いつ販売
許可を撤回されるか分
からない。これをリス
ク度が中であるとする。
　先行研究で四本は、
取り締まりと収益の関係に着目して、公園内のベンダーを「ローリスク・ローリターン」とし、
公園外のベンダーを「ハイリスク・ハイリターン」と特徴づけた［四本…2009］。つまり、公園
内のベンダー（③）は、販売許可を持つので検挙のリスクは小さいが、通行人が少ないので
一日の売り上げが小さい。これに対して、公園外のベンダー（④と⑤）は、いつ取り締まり
に遭うか分からないのでハイリスクであるが、客を探して場所を移動することができるの
で、収入のリターンは高い。筆者の調査では、これに加えて、「ローリスク・ハイリターン」
である①と②が現れた。①は、公園で人通りが多い場所で商売をし、販売する商品も高い。
また②の店舗は、公園の入り口付近の街路に集まり、これも人通りが多い場所にある。販
売する品の種類や価格も、③や④とほとんど変わらない。そして、DSWD や関係省庁、自
治体との間で覚書が交わされているので、公園や街路から追い払われるリスクは小さい。
　四本は、リサール公園においてベンダーが販売許可を得ることを、ベンダーの「フォーマ
ル化」と評価している17）。また、貧しいベンダーが、行楽客の観光案内をして収入を得て
いることに言及する一方で、それでもベンダーの生活は楽ではないとしている［Yotsumoto…
2013］。つまり、ベンダーの「フォーマル化」と生活階層はつねには照応しない。そのことは、
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公園外の販売許可を持たないベンダーの方が、販売許可を持つ公園内の固定店舗より、収
入が大きいことからも分かる。さらに、ベンダーが「フォーマル化」されても、彼／彼女ら
が販売許可を得た2004年以降、商売を厳しく規制され、立ち退きの勧告を受けている店舗
もある。③の店舗は、販売許可を得て「フォーマル化」したベンダーであっても、①②と比
べると不安定な状態にあることが分かる。その意味で、新規参入したローリスク・ハイリター
ンの店舗（①と②）こそ、真の意味で「フォーマル化」されたベンダーとみなすことができる。

5　都市開発と都市底辺労働

　本稿の目的は、近年におけるマニラの都市空間の再編が、底辺労働（層）に与える影響を
検討することであった。そのため、公共空間である公園で働くストリート・ベンダーの事例
を取り上げた。街路の人びとの生活から、グローバル化の結果としての、都市底辺労働の
変容と公共空間の再編が確認できる。都市開発が都市底辺労働へ及ぼす影響は、2つある。
一つ目は、公共空間の再編にともなうベンダーの規制と、フォーマルなストリート・ベン
ダーの参入により、これまで比較的安定していたベンダーの収入稼得の機会が不安定になっ
たことである。A 教会付近の街路には、販売許可はないが、物売りにより長い間生計を立
ててきた人びとがいた。それらの人びとには、比較的安定した収入機会があったといえる。
しかし、美化計画や犯罪対策のため街路使用の規制が厳しくなり、その結果、ベンダーの
収入稼得の機会が、予測不能で不安定なものになった。長い間公園で商売をしてきた人び
とは、組合を作り、政府と交渉して、公認されたベンダーの位置を得た。しかし、資本と
行政による公園の再開発のため、ベンダーの既得権が掘り崩され、次第に公園から排除さ
れようとしている。2012年と13年には、ベンダー組合（PEDHVA）に参加している店舗に
対して立ち退き命令が出され、強制執行を行う NPDC や警察とベンダーが衝突した。現在、
立ち退きの勧告を受けている店舗のなかには、1975年からリサール公園で物売りをしてき
たベンダーもいる。

　これまでずっとベンダーをやって生きてきたの。小さいときから親といっしょにここ
で働いているの。だから、これしか生きる方法がないわ。つぎの立ち退きで、公園の
外へ追い出されたら、正直、どうなるか分からないわ。とにかく、いまはそうならな
いように、立退きに抵抗するしかないわ［Janice、62歳、女性、2016年3月25日、店舗
前にて］。

　今回の立ち退きでは、対象店舗に代替場所は提供されない。その時、ジャニスは、公園
の外でハイリスクな折り畳み式のベンダーをするしかない。ただし、公園外の販売区域に
新規参入するのも容易ではなく、ベンダーの仕事自体を続けられる保証はない。ここにも、
安定的な収入機会から、断続的にしか収入を得られない状況へと下降移動していくベンダー
の姿がある。
　二つ目の影響は、資本と行政がベンダーの仕事に介入・参入することにより、ベンダー
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の階層化が進んだことである。リサール公園のベンダーの多くは、販売許可は持つが、公
園の隅に追いやられている。これらのベンダーが、新規に参入する資本系ベンダーと競争
することは叶わない。他方で、公園を利用する人びとの好みや懐具合も変わり、資本系店
舗で売られている清潔感があって高価な商品を好む顧客が増えている。このような事情で、
資本系店舗と固定店舗の売り上げの差は、拡大するばかりである。また、社会福祉開発省
の KFC 事業は、元ホームレスを対象としており、同事業の対象者には、支援を受ける前に、
公園周辺で寝泊まりをして、ベンダーをしていた人もいる。KFC 事業は期間無期限で販売
を認めているため、これまで行政が行ってきた貧困者への一時的な資金援助と比べて、画
期的なものであった。
　しかし、本調査後の2016年7月に発足した新政権の政策方針のもと、この KFC 事業は打
ち切りの方向で審議されている。その理由は、ストリート・ベンダーという“雑多”な街路
の景観を一掃するためである。この新しい動きは、本稿の議論を補強した。KFC 事業の打
ち切りは、街路の「私的占有」に対する規制をさらに厳罰化することを示している18）。また、
福祉系店舗が撤退しても、資本系店舗は生き残る。それ以外のストリート・ベンダーは「不
法ベンダー」として、ますます危険と向かい合いながら都市を生きていかなければならない。
マニラのストリート・ベンダーの階層は完全に二極化した。
　このように、グローバリゼーションのなかでの都市計画は、都市底辺労働さえ階層分化
させている。そして、ジェントリフィケーションのもと、これまで私的に公共空間を占有し
てきた多くの下層の人びとが、その既得権益を失い、「不法」の烙印を貼られ、公共空間か
ら排除されている。他方で、資本が下層職種に進出し、都市権力の庇護のもとで公共空間
を「私的に」占有している。つまり、公共空間の私的占有が下層の人びとから資本へと移行
している。ベンダーの事例を通して、このような、途上国都市における都市底辺労働と空
間の再編と都市権力の動的過程をみることができる。
　最後に、本稿で論じた現象は、近年の「グローバリゼーション」という共通の文脈のなか
で一括されることが多い。しかし、産業国と途上国では、「労働」や「雑業」も、その形態や
概念が成立している社会的文脈が異なる。今後は、各国（都市）の文脈を踏まえ、それぞれ
の底辺層の階層化について考察する必要がある。

［付記］
　本研究は、JSPS 科研費26301029、スミセイ第9回「未来を強くする子育てプロジェクト」
の成果の一部である。

［注］
… 1）… PPP が進んだものとして、1990年代初めにラモス（Ramos）政権下で成立した民間事

業 BOT（Build-Operate-Transfer）法がある。フィリピンは、アジアで最初に交通の社
会資本の整備に民間資本を活用するという BOT を法制化した国である。しかし、資
金問題や官民の調整不足によりプロジェクトが遅延し、その後の法改正を経て、現在
は PPP のもと、民間の役割をいっそう明確にしてインフラ整備が行われている。
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… 2）… マニラ首都圏（Metro…Manila）は、首都であるマニラ市（city…of…Manila）を含む16市
と1町により構成されている。本稿では、両者を区別するため、マニラ市をマニラと
記述する。

… 3）… フォーマル／インフォーマルの定義の曖昧性や多義性は、先行研究においても指摘さ
れてきた。さらに、グローバル経済の文脈のもと、二元論を超えるさまざまな議論が
出されている［遠藤…2003;…松薗…2006］。

… 4）… たとえば、フィリピンのデパート業界では、5ヶ月の契約雇用が主流となっている。
これは、フィリピンの労働法では、非正規雇用が6ヶ月を超えると正社員として雇用
しなければならないためである。フィリピンでは、このように、5ヶ月ごとに契約を
結び直す雇用形態を「5－5－5スキーム」と呼び、そのような雇用条件で働く労働者
は「endo…（end…of…contract）…worker:…エンド（契約終了）・ワーカー」とも呼ばれている。
ここからもフォーマル・セクターでの就業が不安定化していることが確認できる。

… 5）… 資本規模が極端に小さい街路での仕事に限られるため、日本の自営業とも区別される。
… 6）… KFC 事業は、DSWD のホームレスの生計支援プロジェクト（Oplan…Balik…Bahay…

Sagip…Buhay…project,…OBBSB）の一部としてある。ホームレスに対する施策として
は、2013年頃から、特別保護が必要な家族のための修正条件付現金給付プログラ
ム（Modified…Conditional…Cash…Transfer…for…Families…in…Need…of…Special…Protection,…
MCCTP）があった。これは、審査をパスしたホームレスの世帯に対して、健康診断
や子どもの就学援助、家賃補助などを与えるプログラムである。しかし、このプログ
ラムには、受給期間が6ヶ月から1年であること、MCCTP は1回のみの受給に限定さ
れること、長期的な就業支援がないという限界があった。そのため、生活保護期間が
切れるとスラムを追い出されて、ふたたび街路に戻る世帯が頻出し、街路生活から脱
却するための根本的な解決になっていないことが課題であった。これに代わる KFC
事業は、経済的に持続的に自立できる就業機会として期待されている。なお、KFC
事業の受益条件には、MCCTP の対象者であることが必須となっている。

… 7）… ストリート・ベンダーと行政関係者のあいだの賄賂（Lagayan）がもつ意味については、
日下渉（2007）が詳しい。

… 8）… リサール公園では、30年以上ベンダーをしている親世代は公園内（表2の③）、新規参
入の子世代は公園外で簡易店舗や歩き売り（表2の④⑤）をするというケースもある。

… 9）… 2016年4月に、②の KFC 事業の3店舗が参入した。
…10）… 本稿では、調査対象者の特定を避けるため、人名はすべて仮名とする。
…11）… パーキングの仕事のほか、タクシーを探している客のために空車のタクシーを呼んだ

り、高齢の参拝者の歩行介助をするなどの仕事がある。チップの額は、5～50ペソに
なる。

…12）… 通告のメモに立ち退きの期間は記述されておらず、立ち退いた数日後に公園に戻った
ベンダーもいる。しかしその場合も、数時間で強制撤去され、商品と手押し車が没収
された。このほか、教皇訪問の前日に、歩き売りをしていたベンダー2人が逮捕された。
2015年11月の APEC（Asia-Pacific…Economic…Cooperation）会議や、2016年1月の天
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皇訪比の際も、同公園で式典が行われ、警備が強化された［2016年3月21日、個人経
営ベンダーへのインタビューより］。

…13）… 公園のベンダー運動の経緯は、四本の研究が詳しい［Yotsumoto…2013］。2016年3月
現在、公園で販売が許可されている PEDHVA のメンバーは89人であるが、このタ
イプの販売条件（50ペソという格安の場所代や特別に区画分けされた販売スペース）
を持つNPDCへの新規登録はできない。なお、リサール公園では、これまでのベンダー
運動の歴史のなかで、運動方針の違いなどから PEDHVA を離脱したベンダーが数店
舗ある。これらのベンダーは現在、正規の個人店舗として、資本系店舗と同様に好条
件のもとで公園内での営業が許可されている。この背景にはベンダー運動に関連した
政治的な事情があるが、これらは本稿での主旨から逸れるため、このタイプのベンダー
については正規の営業許可を得ている個人事業主として①に含めている。

…14）… ベンダー・ゼロ政策は、1980年代から観光省と NPDC により進められており、1988
年には、取り締まりの際に逮捕されるベンダーが出た［2016年3月21日、運動支援者
へのインタビューより］。

…15）… この強制立ち退きに対しては、国際的な人権擁護の声が高まり、国際 NGO「アジア
人権委員会（Asian…Human…Rights…Commission）」が公式文書を送り、フィリピン観光
省への説明を求めた。その回答の文書（DOT…2013）では、NPDC は、2004～10年に
PEDHVA とのあいだで交わしたベンダーの販売許可を認める覚え書の存在自体が、
否定されている。他方で、1960年代から公園にベンダーがいたことは認め、その長年
の経緯から、これまで寛容な対応をしていたと述べる。今回の強制立ち退きという方
針転換については、ベンダーが、店舗を改造して公園を住居スペースにするようになっ
た、これを黙認するため、警察やガードマンが個人的なビジネスとして場所代をベン
ダーに請求するようになった、そのため公園の治安が乱れたので秩序を回復する必要
があるとしている。PEDHVA によれば、小規模な強制撤去や販売物の没収は、2012
年2月以降、3件起きており、それらをきっかけに、それまで自宅から通っていたベ
ンダーも、店舗を守るために公園で寝泊まりをするようになったという［2016年3月、
PEDHVA メンバーへのインタビューより］。

…16）… フィリピンでは、正規の消費者金融から融資が受けられない人びとを相手とする、ファ
イブシックス（5・6）という高利貸しがある。これは、実際に借りた元本に4ヶ月掛け
る20パーセントを加えた額を、毎日返済していく仕組みである。5,000ペソ（約12,500
円）借りると6,000ペソ（約15,000円）返済することになることから、ファイブシックス
といわれている。融資の際には、元本の2.5倍の価格をつけた商品を購入することが
条件とされており、この代金を数ヶ月かけて支払う［2016年3月21日、リサール公園
でのインタビューより］。ベンダーは、資金力に合わせて融資額を追加することができ、
通常、リサール公園のベンダーは、2～4か所から融資を受けている。

…17）… 都市開発政策により排除されるベンダーを、公共空間を作り出す積極的なアクターと
して着目する研究もある［Recio…&…Gomez…2013］…。

…18）… マニラではすでに街路や公園など公の場での飲酒禁止の市条令が発令されているほ
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か、18歳以下の夜間外出禁止条例により、路上で寝起きしているストリートチルドレ
ンが警察に拘束される事態が続いている…［Philippine…Star,…June…17,…2016］…。
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【欧文要約】

Gentrification and its Impact on the Stratification of Urban Bottom Laborers:The 
Case Study on Street Vendors in Manila

YOSHIDA,…Mai
Institute…on…Social…Theory…and…Dynamics

yoshida@istdjapan.org

… …This…paper…reviews…the…urban…bottom… labor…of…developing…cities… from…the…case…study…
on…street…vendors… in…Manila,…Philippines.… In… Japan…and…other… industrialized…countries,…
restructuring… of… the… labor…market…under… economic…globalization… and… the… increasing…
number…of… the…poor… in…a…new…urban…context…have…been… intensively…discussed… in…recent…
years.…Under… the…global… neo-liberal… government…policy,… informalization… of… labor… and…
gentrification…of…public…space…have…been…observed…in…cities…all…over…the…world.…In…Manila,…
the…use…of…public…space…has…been…restricted…by…the…local…and…national…governments.…As…a…
result,…many…people…who…used…to…make…their…living…on…the…streets…are…losing…their…source…of…
income.…From…this…point…of…view,…this…paper…clarifies…the…impact…of…urban…development…on…
the…street…vendors.…Street…vendors…have…been…disregarded…as“informal”…jobs…in…terms…of…
its…unregulated…forms…for…government.…Moreover,…they…are…targeted…for…exclusion…in…urban…
planning.…However,… in…a…recent…trend,…government…and…business…owners…are…taking…over…
street…business…as…“formal”…street…vendors.…As…a…result,…the…study…shows…the…stratification…
of…urban…bottom…laborers.…All…data…and…information…for…this…paper…were…gathered…between…
September…2013…and…March…2016.

……Key…words:…urban…bottom…labor,…gentrification,…street…vendors
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