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那覇新都心の開発と「居住空間」の形成

影山　穂波

１.   はじめに

　欧米の地理学において，フェミニスト地理
学研究は多様に展開されるようになり，国
際学会でも活発な議論が交わされている．日
本の地理学においても吉田（2007），由井他

（2004），若林他（2002）などが出版され，ジェ
ンダーは空間形成過程において重要な役割を
果たしているとの意義は共通理解を得るよう
になってきたといえよう．しかし，研究の中
には，女性の問題を扱ってはいても，フェミ
ニスト地理学研究というよりもむしろジェン
ダーを単なる社会的な性差としてとらえ，そ
こに含意される権力関係，すなわち，女性の
役割が男性の役割と分離され，そこに秩序が
つけられている状態を投影する視点には欠如
しているものも多く見られる．そのため日本
の地理学研究における課題の一つは，権力関
係としてジェンダーを検討していく事にある
と考える（影山 2002；2006）．フェミニスト
地理学研究は，ジェンダーの視点から空間を
検討することで，いかなる権力関係が介在し，
可視化できるのかを示唆するのである．
　フェミニスト地理学において，都市は，
1970 年代より関心の中心にあった．都市の
機能が男女の性別役割分業を前提にしている
ことに注目したのである．バーネット（1999）
は，都市成長モデルの不適切さを，社会構造
における都市の性的，階級的不平等から指摘
した．これは，フェミニスト地理学の最初の
論稿と言われている．フェミニスト地理学は，

従来の都市地理学に女性への視点が欠如して
いることを批判し，その重要性を主張するこ
とから始められた．フェミニスト地理学の初
期の目的は，女性を可視化することにあった．
すなわち，地理学研究において言及されてき
た man「人間」とは男性を示したものであり，
そこに女性は含まれてはおらず，考慮され
てこなかったと指摘した（Monk and Hanson 
1982；タイバース 1999）．その後，産業化が
いかに女性の生活を規定づけていったのか，
そしてそれがいかに都市を形作っていったの
かということに問題意識は広がっていった

（Women and Geography Study Group of the IBG 
1984）．フェミニスト地理学者は研究対象と
して，空間的にも社会的にも多様な指標から
都市を分析し，ジェンダー関係が組み込まれ
ていることを明らかにし，議論を深めること
で，都市の近代化・産業化が，都市で生活す
る人々に与えた影響を明らかにしていった．
　さてフェミニズムは，近代の二元論的認識
論が男女を序列化し，それに様々な関連づけ
がなされたことを暴露し，マルクス主義フェ
ミニズムは資本制というシステムが家父長制
を礎に形成されていることを見いだした．こ
のようなフェミニズムの蓄積を受け，フェミ
ニスト地理学においても都市空間における二
元論的認識論を乗り越えるための模索が続け
られ，資本主義と家父長制との関連が課題の
ひとつとなった．ローズ（2000）は，不平等
な社会的関係が空間的差異を現出し，さらに
構築されていると論じている点で，フェミニ
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スト地理学がマルクス主義地理学と密接に関
連していると指摘する．ただし，マルクス主
義地理学は資本主義体制における不平等な地
理的発展を分析しているのに対して，フェミ
ニスト地理学は，生産と再生産の関係性に注
目することで，資本主義体制で機能している
権力としての家父長制がいかに空間を生み出
しているかを検討している．
　資本主義体制のもとで機能している空間
のひとつが「居住空間」である．近代以降，
都市空間は機能により分化したが，「居住空
間」を形成する際に，ジェンダー関係が組み
込まれてきた．日本では 1960 年代の公団に
よる住宅地開発以来，都市と郊外との居住分
化が明確となった．戦後，日本の人口が増加
し，高度経済成長を経て，都市への人口が集
中していく過程で，全国の都市圏において宅
地開発が進められた．郊外住宅地の拡大が続
く一方で，社会資本・公共施設の整備は十分
とはいえなかった．こうした整備の不足の結
果のひとつとして，居住者が，生活上の不便
さを補うとともに，生活の質を向上させるた
めにネットワークを築くようになったことが
挙げられる．開発開始より 30 年近くを経て，
公団住宅等の居住者の高齢化が顕著に見られ
るようになり，住宅や公共施設の更新やバリ
アフリー化，小中学校の統廃合問題が課題に
なっている．リノベーションをいかにすすめ
るか，居住者の意向と，住宅地開発の展望と
をあわせ考えていくことが重要な意味を持つ
ようになっている．
　近代以降の建造環境は，「住むこと」が持っ
ていた多様性に満ちた機能を失わせ，大量に
生産できる商品としての，画一化された「居
住地」を作ったとルフェーヴルは指摘する（ル
フェーヴル 1974: 102-103）．日本においても，
近代以降形成された住宅地は，大量に生産さ
れる商品として画一化された「居住地」を生
み出してきた．すなわち，「居住地」が「上
からの意志である同質的で量的な総体的空間

の採用，および箱，檻，《居住機械》のなか
に《生きられたもの〔生活世界〕》を閉じこ
めたままにしておくための強制とによって，
設置されたもの」（ルフェーヴル 1974: 103）
となったのである．住宅地は，ジェンダー役
割を前提としたイデオロギーでもあり実践で
もある空間として作り出された．そして機能
の効率化が目指され，均質な空間として生み
出された住宅地において，居住者が主体と
なって生きられた空間として文化的・社会的
に創造した空間が，「居住空間」である．
　空間は本来分化したものではない．分化し
た機能を接合しようとする役割を担うのは日
常生活を営む個々の主体である．この立場か
ら，沖縄県那覇市に位置する那覇新都心の開
発を事例に，都市の「居住空間」とジェンダー
との関係を明らかにする．ここで用いる「居
住空間」とは，生産と再生産を空間的に結合
する行為主体として生活をする人々が，住宅
地を基盤としながら，それを文化的・社会的
に創造し続ける空間のことを意味する．
　「居住空間」の分析のために，那覇新都心
開発の主体となった那覇市新都心開発課と都
市再生機構事業計画課に聞き取り調査を実施
した．それぞれの立場から事業内容に関する
調査と資料収集を行った．さらに，地主会の
会長 U さんと区画整理審議会の委員のうち
女性である S さんを紹介してもらい，地主
の立場からの開発へのかかわりについて聞き
取り調査を行った．さらに S さんの居住す
る銘苅地区の自治会長 F さんを紹介しても
らい，2005 年当時の活動について調査を行っ
た．
　研究対象地域である那覇新都心は返還され
るまで米軍の住宅地として利用されていた場
所である．そこで次章では在沖米軍をめぐる
状況を明らかにする．また，沖縄の女性の置
かれた場所について明らかにするために，伝
統的な慣習のひとつである位牌の継承制度
トートーメーについて説明する．
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２．沖縄という場所

２．１　沖縄と基地
　沖縄には現在なお米軍の軍事基地が立地
しており，基地問題は重要な課題のひとつ
となっている．沖縄は 1945 年の沖縄戦の後，
米軍に占領された．1951 年のサンフランシ
スコ平和条約により日本は独立を回復した
が，沖縄は引き続き米軍の直接統治下に置か
れた．そして沖縄の日本返還が実現したのは
1972 年のことである．
　沖縄県における米軍提供施設面積は，2005
年 3 月末現在，236,713k㎡で，県土面積に占
める割合は 10.4％，これは日本における米軍
提供施設面積の 23.4％に当たるが，米軍が常
時使用できる専用施設面積の 74.7％は沖縄県
に所在している．これらの施設は沖縄本島に
集中している（沖縄県 2007）．
　戦後 60 年，米軍との関係は一貫して沖縄
における中心課題のひとつであった．米軍の
行動は，沖縄に住む人々の生活に直接影響を
及ぼした．たとえば 1950 年頃から米兵相手
の歓楽街が形成されると，衛生管理や性病予
防が十分でないとオフ・リミッツすなわち米
兵の出入りが禁じられた．これは，営業許可
店に与えられる「Ａサイン」１）制度とセッ
トになった衛生管理システムであった．しか
しオフ・リミッツは，衛生管理システム以上
の役割を果たした．住民が基地反対運動を展
開すると，米軍はオフ・リミッツを発令した．
これにより米兵が客としてこなくなると，店
は経営に行き詰まり，基地反対運動と歓楽街
の業者は対立し，沖縄の住民が分断された（沖
縄を知る事典 2000: 126）．住民の分断は反対
運動の力を奪い，米軍の権力を維持するのに
効果的に働いたのである．
　沖縄の日本復帰後も米軍は土地の強制収用
を続け，自衛隊が配備されたことで，沖縄に
さらなる軍事的負担をかけた．日本政府は復
帰後軍用地料を引き上げ，補助金として基地

周辺整備費や基地交付金を市町村に与えるこ
とで，基地収入や補助金への依存体質をつく
りあげてきた（沖縄を知る事典 2000: 184）．
　基地が立地することで，基地反対という住
民運動が展開されてきた．一方で，高額の地
代を受け取ることができる地主にとっては，
基地が存在することが重要な収入源となって
いた．それはすなわち米軍が撤退すれば地代
をもらえないというデメリットが生じるとい
うことである．このため住民の意見は金銭を
絡んで分断されているのである．
　軍用地の返還は 1961 年から 2006 年までに
11,936.6ha となっている．これらの土地は，
返還後農地やリゾートホテルなどの建設に利
用された．そのうち公共事業により整備され
るものが返還面積の 35.9％を占める．本研究
で対象とする那覇新都心は「牧港那覇住宅地
区」として将校，下士官ならびに軍属用の住
宅地として利用された土地であった．

2．２　トートーメーにみる沖縄の家族
　沖縄にはトートーメーという祖先崇拝の対
象でもある位牌を，長男あるいは男系の血縁
が継承する習慣が残っている．トートーメー
を継ぐ人が土地財産も継ぐ．そのため，基本
的に遺産は女性には分与されない．分与され
たとしても，既婚者の場合夫名義に変更する
ことが多い．この位牌・財産相続における長
男優遇のトートーメー問題は，明治民法の家
督相続・家父長制の手法がとられており，近
代の産物と考えられている．明らかに女性差
別の問題であるが，それをいまだに継承して
いる人が多い．
　家族は，生産機能を担う市場に対して労働
力の再生産機能を担っており，それ自体が再
生産の制度となっている．「この中で人々は
再生産をめぐる権利・義務関係に入り，単な
る個人ではなく，夫／妻，父／母，親／子，
息子／娘になる．この役割は，規範と権威を
性と世代とによって不均等に配分した権力関
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３．那覇新都心開発

　　　　図１　開発対象地域（1998 年）
　　　　　　　　　那覇新都心パンフレットより

　政治・経済・文化の中核である都市は，異
質な機能を持つ地区が統合された高度な人口
集積地域であり，就業の機会をはじめ多様な
機会にアクセスできる求心力を持っている．
　那覇新都心開発は，那覇市の新しい拠点と
しての，複合的機能を持つ新都心を形成する
ことを目的に展開された．西は国道 58 号線，
東は国道 330 号線に接し，那覇市の業務中
心地区まで約 2km に位置する．対象地区は，
1953 年米軍人軍属住宅地とするために土地
収用令の適用地域として強制的に接収され
た．その後「牧港那覇住宅地区」として米軍

係」( 上野 1990: 25) である．トートーメー
の制度はまさに可視化された家族における権
力関係を呈しているのである．
　家族を入れる箱となる住宅は，「権力の源
であり，開発者にとっての利益の源であり，
さらに消費者にとっては階級の競合する源」

（McDowell 1986）となる．そのため住宅を
めぐる人々の動きを検討することは，資本の
動きと権力関係を明らかにすることになる．
住宅を供給する対象の社会的・経済的状況に
よって，住宅の形態は決定される．住宅を建
設する供給者は，そのデザイン，価格，形式
を決定する権利を持っている．そして「空間
を統御し生産する力を持つ人々は，彼ら自身
の力を再生産し，強化するためにきわめて重
要な道具性を所有する」（ハーヴェイ 1997）
ことから，住宅供給主体は建造環境を形成し
権力を再生産することになる．この過程にお
いて，住宅供給主体に内在するジェンダー意
識が，建設される住宅に投影されるのである．
以下では，住宅が建設される過程で住宅建設
にかかわる様々な主体に内在するジェンダー
意識を見ることで，いかに「居住空間」が形
成されるのかを，那覇新都心開発を事例に検
討していく．

に施設提供され，1975 年に部分返還が開始，
全面返還されたのは 1987 年であった．那覇
新都心開発としての施行開始は 1992 年，換
地処分終了が 2005 年，清算期間を含む事業
終了予定が 2010 年である．
　本開発の特徴の第一は，米軍用地の跡地を
開発したことである．開発対象地域が米軍か
ら変換された後，地権者は当時の地域振興整
備公団，現在の都市再生機構に対して開発を
要請した．その結果，関係行政機関としての
沖縄県・那覇市がかかわり，施行者として公
団が開発を進めることに決定した．
　具体的な役割をみると，県が事業に対して
補助金を出している．高校の設立，美術館・
博物館の移転開設，県道の管理は公団が引き
継いだ．市は地権者との調整を中心に，公園，
上下水道，小学校の整備を担当した．また街
づくり協議会の事務局がおかれた．公団は区
画整理事業を行い，換地処分等の手続きを担
当している．調査時点で換地処分が終了済み
であったため，公団の仕事は一段落しており，
行政主導の事業から，地主主導へと移行する
ことで，公団の役割はオブザーバーとして後
方支援をすることになったと担当主任は語っ
た．
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４．地権者の開発への参加

　地権者の開発への参加は，地主協議会を通
じて実現した．那覇新都心地主協議会は那覇
市天久，銘苅，安謝，上之屋，おもろまちの
各地区から選出された 20 ～ 30 名からなる組
織で，軍用地地主協議会が発展したものであ
る．初代会長は軍用地地主会の会長として，
米軍と地権者を把握していた防衛庁との交渉
にあたった．二代目会長は開発決定に尽力し，
三代目会長は，開発決定後の申し出換地を実
現した．申し出換地は地権者の総意として実
現をしなくてはならない問題であり，地権者
の人数が多くなるほど実現は難しくなる．開
発を公団に申請していた時期には 700 人程度
であった地権者が，換地処分通知時には約
3500 人にまで増加していた．3500 人の意向
を聞き，用途地域ごとに調整する作業は困難
を極めるが，公団の職員とともに地主会のメ
ンバーも説明に尽力し，沖縄だけではなく，
大阪や東京でも説明会を行った．
　2005 年 2 月，1993 年より 3 代目会長を務
める U さんに開発への地主のかかわりと，U
さん自身の経歴と意向に関して話を聞いた．

U さんは公団のやり方に対して「行政は机の
上で絵を書いて押し付けようとする」と語る．

「（公団は）言っていることは正しいけれど，
何もしない」ため，自分たちで考える必要が
あると考え，地主会の組織を強化するために，
会長・副会長・幹事・事務局に役割を分担した．
会長としての素質は，「声がでかい・分かり
やすく話す・覇気がある」ことであり，それ
に関して自分は適任であるという．
　米軍住宅地が返還された当時，U さんは軍
用地がなくなる実感がなかったそうだ．実際
に地代収入がなくなったときにはじめて，開
発の必要を感じた．はじめは会長になるつも
りもなかったが，実際に開発が始動すると，
那覇新都心のまちを作っていくという使命感
に燃えた．会長職についている以上，自分
のできることはやろうと尽力してきたと語っ
た．
　ただし一般の地権者にとって，開発に関す
る情報へのアクセスは必ずしも容易ではな
い．さらに地権者は世帯主であることが多く，
女性が開発に直接的に参加する機会は非常に
少ない．

５．女性地権者のおかれた位置

　開発に公的にかかわった女性を地主協議会
や街づくり協議会などから調べたところ，区
画整理審議会の委員として二人の女性の名前
があった．その一人である S さんに，2005
年 2 月，那覇新都心開発と女性とのかかわり
について話を聞いた．
　彼女は区画整理審議会の第二期・三期委員
を務めた．そのきっかけは，開発に関する
情報が，個々の地権者にほとんど入ってこな
いことにあった．情報を得るには，自分が開
発に参加するのがもっとも確実であると考
え，区画整理審議会の委員に立候補したので
ある．字ごとに２～３人の委員が選出される
が，立候補する人は少なく，彼女は信任投票

　開発の第二の特徴は申し出換地と土地の共
同利用を行なうことである．公団は現地換地
を行なわず，大規模住宅地開発の手法のひと
つである，開発後の用地にあわせて地権者が
希望する地域へと換地を行なう申し出換地を
那覇新都心でも実施した．手間はかかるもの
の，地権者の不満の少ないこの方法は，地権
者の協力が必要であり，住民の開発への参加
を実現するものでもある．住民の参加を形式
的に実現する組織としては，1993 年に，那
覇新都心街づくり協議会が設立されている．
これは，沖縄県と那覇市，公団，那覇新都心
地主協議会から構成され，街づくりの目標・
条件を達成するための取り組みを行なってき
た．
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により委員に選出された．開発の諮問・承認
機関としての区画審議委員会の仕事は，第一
期，すなわち開発開始５年程でほぼ終了して
おり，第二期以降は，係争中や契約に関する
問題の承認が仕事の中心であり，それほど重
要な案件を扱うことはなかったそうだ．
　S さんは区画整理審議会の委員になること
で，開発にかかわってはきたが，開発に十分
に参与することが出来なかったという意識が
強い．一般の地権者ではなく，審議会の委員
となったことで，他より早く多くの情報にア
クセスすることはできたものの，まちをとも
につくったという実感は得られなかったそう
だ．そこで彼女は，区画整理審議会委員とな
ることで得た情報や，市や県の担当者や公団
の担当者，他の地権者とのネットワークを生
かして，彼女の住む銘苅地区の自治会の設立
に尽力した．
　一般的に，沖縄の女性は人前で目立つこと
をしないという慣習があると S さんは語っ
た．そのため，自治会設立に際しては，女性
が活動することに対して理解が得られず，苦
労が多かった．自治会の意義や協力を求め
て各戸を訪ねると，「好きでやっているんで
しょ」と言われ，女のくせにという目を向け
られたこともあったという．活動をともにし
ていた女性の 1 人は，周りの目に耐え切れず
やめてしまった．「協力しないまでもせめて
足を引っ張って欲しくない」と彼女は願う．
　S さんは，沖縄で生まれ育ったが，「本土」
の人と結婚をした．彼女が沖縄の女性の行
動や考え方が沖縄固有のものであると感じる
ようになったのは，夫の職場の関係で東京に
住んだときに PTA で活動した経験が契機で
あった．夫も「自分のやりたいことをやれば
いいんじゃないか」といって妻の行動を規制
することはない．
　また S さんの父はトートーメーの慣習を
実行せず，安里にあった 500 坪ほどの土地を
5 人の兄弟姉妹で分割相続させた．S さんの

父は長男であったが，祖父が所有していた土
地を買い上げる形で相続した．トートーメー
の慣習では長男が相続することは当然である
が，S さんの父は自分の意志で，自分の望む
形で土地をもちたいと考えていたため，買い
上げたのだそうだ．財産分与に関しても，周
りからは好奇の目を受けたそうだが，自分が
買った土地だからと，彼は長男への単独相続
ではなく，S さんたち兄弟姉妹に土地を分割
相続した．
　沖縄で女性が土地を相続し，自分名義の
土地をもっていることは珍しいという．S さ
んは女性でありながら地権者であること，ま
た，東京で生活した経験から沖縄の慣習を他
者として見ることができるという彼女の位置
を生かし，彼女のおかれた立場からまちづく
りに関わってきた．「新都心は机の上で作っ
た計画のまち」であるが，「まちっていうの
は住んでいる人たちが集まってまちなんだと
思う」．だから，「個人の力というのは非常に
小さい」けれど「自分たちで自分たちのまち
をつくっていく」ことが大切だと話す．そし
て「ここで生まれ育つ子どもたちが誇りを持
てるような地域にしたい」と望んでいる．
　那覇新都心開発というプロジェクトに名を
連ねながらも，彼女は開発に関与する機会を
充分に持たなかった．彼女の関与する機会は，
開発そのものよりも，生活の場である自治会
にあった．地域のスケールにともないジェン
ダー役割が配分され，彼女自身も自治会設立
に重点をおいて活動を展開した．そこで次章
では，S さんがまちをつくるために尽力した
銘苅自治会の活動とネットワークについて検
討する．

６．銘苅自治会の成立

　銘苅自治会は平成 15（2003）年９月に発
足した．活動は街灯を設置することから開始
された．最初に 38 基を設置し，年に５基ず
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つ増やしているそうだ．開発途中である銘苅
地区には，空地も多く，通りは暗く危険であっ
た．ひったくりなどの被害も出ており，防犯
を強化する必要があったのである．市役所に
街灯設置を要望するためには，自治会組織
が必要であることを知り，S さんをはじめ， 
PTA 活動に参加していた 30 歳代から 50 歳
代の人たちが中心となり，自治会設立のため
に尽力した．加入者を増やすことはそれほど
困難ではなかったものの，女性が表に立って
活動することに対しては，沖縄の風習にはそ
ぐわないものと見られ，必ずしも好意的では
なかったと S さんはいう．幼い子どもや女
性が被害にあっており，戸建て住宅の居住者
だけでなく，街灯を増やすことに対して需要
のある小中学生の子どもを持つアパート居住
の人たちも自治会に多く加入した．防犯のた
めに夜間パトロールも開始し，近隣の安謝自
治会とも情報交換をしながら防犯情報マップ
を作成し，活動を広げていった．
　日常生活を考える上で，防犯は重点課題の
ひとつとなっている．近代以降，日本的なコ
ミュニティが果たして来た役割のひとつは町
内会制度であった．一定の規模の世帯からな
る回覧板による情報の伝達に始まり，人間関
係の形成，相互に防犯への目を光らせるとい
う重要な役割が町内会を通して果たされてい
た．緊密な人間関係においては，集落以外の
人間＝他者を明確に判別することができたの
である．しかし那覇新都心のように，新しく
居住を開始した地域では相互の人間関係は形
成されておらず，近隣コミュニティにおける
相互の防犯機能は存在していない．
　そこで防犯役割を銘苅自治会が担うため奮
闘する活動のひとつが街灯の設置であった．
カメラの設置も検討されたそうだが，予算上
の問題で実現していない．カメラは防犯とい
う役割を果たすとともに，常に誰かに見られ
る可能性を持つという，実は居住者のプライ
バシーを奪うことにもつながりうる．他者の

「目」が明らかにされないものであるがゆえ
に，居住者が管理のもとにおかれるのである．
このカメラの役割を検討することも自治会活
動を展開する上では今後の課題となると考え
る．
　2004 年からは地域清掃が開始され，新し
いまちに対する意識が深められていった．設
立当初，活動を行なうための集会場が銘苅地
区にはなかったので，役員会は他の自治会の
集会所や学校を借りて行った．また掲示板も
連絡事項を町内の人たちに伝達するために必
要である．簡易な掲示板は設置されているも
のの，沖縄は風の強い地域であるため，掲示
物がすぐにはがれてしまう．これらの設備設
置のための活動も行っている．
　自治会には調査時点で約 110 世帯が加入し
ていた．役員の中心は 30 ～ 40 歳代で，月に
1 回，日曜の午前に役員会を開いている．役
員 9 人中女性 1 人，班長 8 人中女性 3 人で運
営されている．月会費 500 円で，街灯の維持
などに用いられている．
　2005 年 4 月，学区に新設小学校が設立さ
れた．その創立記念事業として小学生が出演
し，伝統的な組踊の演目「銘苅子」が演じら
れた．この演目は，小学校の裏を流れる川に
天女が降りたという伝説をもとに作られたも
のであり，記念事業には最適であったと自治
会長の F さんは語った．この事業は小学校
が主催したものであるが，自治会も参加して
おり，この事業を機に，学校・PTA と自治
会が協働して地域を作る会を検討している最
中である．小学校が建設されたことで，銘苅
自治会としては，活動の場所を得たことにな
る．これからは役員会にも小学校を利用でき
るだろうと自治会長は話していた．
　自治会では，街灯の設置や子どもを主人公
とした組踊の実施など，居住者が主体となっ
て活動が進められている．また新都心開発地
区の他地区の自治会との情報交換も進めら
れ，自治会が着実に居住者の間に根づき始め
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７．那覇新都心における「居住空間」の形成
　　とジェンダー

　建造環境としての都市住宅は近代の産物で
ある．そして女性たちが再生産空間に位置
づけられる状況を投影した空間が生み出され
てきた．近代の資本主義的生産様式のもとで
は，生産空間と再生産空間は接合されている
にもかかわらず，その機能が分化することで
空間も分離されるとみなされてきた．特に沖
縄においてはトートーメーのような慣習が存
続し，再生産労働を担うべき存在として女性
たちが位置づけられた．そのイデオロギーは，
家父長制である．再生産労働の担い手と位置
づけられた女性たちは，空間形成の主体とは
みなされてこなかったのである．しかし彼女

ている．
　自治会での街灯設置や掲示板設置のための
活動は，いわば作られた空間に対して居住者
の目から必要なものを要望していく活動であ
り，既成の空間に異議を申し立てていく活動
の一つである．カメラの設置等による防犯は，
どこか目に見えない場所からのまなざし，す
なわちコミュニティネットワークを生かした
相互の協力による目の前にある視線からでは
なく，外部の「目」に変わることであり，人
間関係をさらに希薄なものとする可能性にも
つながる．一方，銘苅自治会が進めていった
ような居住者間の信頼関係を形成させるこ
とで防犯につなげることを目指した夜間パト
ロールや防災情報マップの作成は，新しく開
発が進められた地域における，人々のネット
ワークを強化する役割を果たしたのである．
　また組踊を実施していく過程は，地域に伝
わる伝統を継承しながら，新しいまちを作り
出す動きであり，公演を通じて子どもたちだ
けでなく大人たちを巻き込んで地域への意識
を深める活動である．居住者にとってのふる
さとづくりを進める活動であるといえよう．

たちの日常の行動は，再生産労働に限定され
ることなく，生産労働や社会・地域における
多様な活動に展開される可能性があり，空間
形成の主体となる現象が見られるようになっ
てきている．
　本研究で見てきたように，地主会を中心と
した那覇新都心開発では，女性が参加する機
会は少ない．これはどの地域の開発において
も共通することである．地域開発のスケール
において女性の参加を疎外する様相を呈して
いるのである．
　沖縄においては，女性が前面に出てまちづ
くりに参加することに抵抗を示す人も多い．
女性の参加する機会は充分に開かれてはお
らず，背景には沖縄の性に関する権力の配分
が不均等である習慣が存在しているためであ
る．
　生活空間スケールでみると，那覇新都心地
域においては，居住者が主体となって，自
治会からネットワークを築いている．自治会
活動を通して，人的ネットワークを広げ，居
住者が地域を知る機会を設け，それに伴う行
動が，実際の空間に影響を与え，「居住空間」
が形成されはじめているのである．空間を構
築していくのは居住者である．ジェンダー化
された再生産空間としてつくられた住宅地を
ただ受容し固定化するのではなく，自治会を
通しての活動を展開することで，自ら行為主
体となった空間を作り上げようと動きはじめ
ている．
　沖縄の慣習となっているトートーメーのよ
うなジェンダー関係は，都市空間が形成さ
れる過程でも権力関係として組み込まれてい
る．しかし居住者が主体となりまちづくりを
展開していくことで，都市空間における生産・
再生産の関係性を組み換えることが可能とな
り，その空間は再構築されていくのである．
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