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ナイロビ 

コスモピタン都市のもつ魅力 

 

 ２０１２年３月１２日〜１８日の日程で、ケニアに調査に出かけ、ほぼ３０年ぶりに、ようやく、

２度目のナイロビ訪問を果たすことができました。まだ２回しか訪れていないのですが、私にとって、

ナイロビは、特別な思い入れを感じる都市のひとつです。思い入れを感じる理由のひとつは、子ども

の頃に持ったナイロビのイメージがあります。1960 年はアフリカの年と呼ばれ、60 年代にはアフリ

カ諸国がつぎつぎに独立を果たしたわけですが、そのなかで、ナイロビは、アフリカの中心都市とし

て、私にとっては、アフリカの未来を象徴する都市であったわけです。 

 このイメージは、３０年前の訪問時に感じた「コスモポリタン都市」としての魅力ともシンクロし

ています。はじめて空港に降り立ったときに、もう、すでに、そのまちの住人であるかのように感じ

る都市というのは、本当に限られていて、このよう都市を真のコスモポリタン都市とすると、私にと

っては、ナイロビも、ニューヨークや香港などと同様、強く、そのような感覚を覚える都市です。具

体的には、訪問者であるかどうかを、相手が全く気にしていない（あるいは気にしているように感じ

させない）という感覚です。この 都市の“雰囲気”は、おそらく、努力して醸し出すことができるも

のではなく、都市の遺伝子の一部として、その都市とそこに住む人々に、はじめから備わっている「気

風」のようなものではないかと強く感じます。今回の訪問でも、まちなかにおいても、調査で訪れた

スラムでも、人々の「オープンさ」に感銘を受けました。 

 この点で、印象に残ったエピソードは、カウンターパートの大学の先生とスラム改善局を訪れた際

に、その大学の先生が、あるスタッフをみつけて、「この人と私は知り合いです」と言ったところ、そ

のスタッフの同僚が即座に「同じ村の出身ですか？」と聞いたことです。この何気ないやりとりは、

ナイロビの人にとっては、ナイロビは、あくまで仮の住まいであって、真のルーツは村にあるという

ことを示しているのではないでしょうか。都市とは、本来そのようなもので、根なし草の人々が、広

く薄いネットワークを形成する「交換の場」であるとするならば、まさに、ナイロビは、そのような

原初的な意味での都市の遺伝子を、ニューヨークや香港とともに色濃く持ち続けている得難い魅力を

もった都市と言えそうです。 
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Nairobi 

Charm of the Cosmopolitan City 

 

 I visited Nairobi, Kenya during March 12 to 18 in 2012.  I have visited Nairobi almost thirty 

years ago and this is my second visit.  Nairobi city is one the cities which I feel its charm.  One of 

the reason is that I had a strong impression during my childhood.  During 1960s, many African 

cities achieved independence and my image of Nairobi was, as one of centers of Africa, a symbol of 

the future of Africa in those days.  This image of Nairobi to me was strengthened when I visited 

Nairobi 30 years ago and felt the charm of the cosmopolitan city. 

There are only few cities where people may feel as if you are a resident of that city 

immediately after you landed at the airport.  If we call this kind of cities as the cosmopolitan city, 

Nairobi is to me one of them as New York city of Hong Kong are.  This feeling may be brought 

about when the people there do not treat even first-time visitors as strangers.  This unique 

‘atmosphere’ cannot be created through efforts but ‘exist’ in the city and the people who live there 

as a ‘gene’.  In my visit this time as well, I was strongly impressed by the ‘openness’ of the people 

in the town or in the slum areas where I visited for research. 

 I would like to introduce an interesting episode in this regard.  When we visited the 

government slum improvement agency, a professor of the Nairobi University, who is our 

counterpart, found one of the staff and said, “I know this lady”.  Then, a colleague of that staff 

responded “Are you from the same village?”  Listening this daily conversation, what I felt is that 

Nairobi is a ‘temporary place’ for the people and their true roots still lie in their home villages.  

Upon reconsidering the matter, cities may be, in their origin, this kind of places and ‘the place for 

the exchange’ where rootless people create a weak but wide network.  If it is so, then, Nairobi is 

definitely one of those charming cities which retain this original gene of the city as New York city 

or Hong Kong do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Town center 
So many people are walking in 
the town center throughout the 
daytime. 

The present master plan of 
Nairobi expired and there is not 
effective master plan currently. 
Rapid urban expansion is 
occurring through informal 
developments. 

Mathare 
One of the biggest slum areas in 
Africa.  Though the area has a 
significant problems in sanitary 
conditions, you will find vibrant 
city life inside the area. 


