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密集市街地の文化政策

一住環境に空間化された地域文化の「使い方」一
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本研究は,固有の地域文化を活用して地域再活性化を図るには,どのようなアプローチが有効であるかを考察することを目的として

いる。筆者らは,典型的な密集市往弛である墨田区京島および横浜市鶴見区において,地域文化の使い方に関わる「まちの家」および

「鶴見スタジオ」プロジェクトを実践してきた。それらを調査対象とし,そのプロセスや成果を「文化政策」「空間化」の観点から分析

することを研究の方法としている。地域資源として見出された「長屋」「レストラン」「公共空間」「社会関係資本」といった要素を文化

政策として扱っていくには,「空間の読解可能陶が重要な要件であることがわかった。
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1.はじめに

1.1問題設定

とりとめもなく広がり,かつ消費の記号1生を増している巨大

都市く東京〉〈横浜〉の中で,密集市街地と呼ばれる地域には,

「異なるもの」「身近な遠さ」が含まれている。この固有1生を地

域文化と読み替えるならば,それを複雑なまま観察し,記述し,

使用法を案出していくにはどのようなアプローチが有効なのか,

これが本研究の問いである。

密集市街地は,様々な都市問題を抱えているとする論調が支

配的である。防災上の危険性,老朽化した住環境,建て替えを

阻む接道のない敷地などの問題に対して,道路拡幅,オープン

スペースの確保,住宅の不燃化,といった都市計画メニューが

長年試みられてきた。また,若い世代の他地域への流出,住民

の高齢化,商店街等地域産業の衰微などインナーシティ的状況

が顕在化し,衰退期を迎えているようにも見える。そのため,

地域産業振興,芸術文化振興,福祉サービスといった施策が草

の根的な活動も含めて,近年さかんに試みられている。

一方で,密集市街地には昭和30年代的な都市景観を一部残し

ており,食料品を気軽に貸し借りする相互扶助的な近隣関係も

健在である。そのような地或文化に関心を抱き,積極的に入り

込もうとする外部からの若い人も増えている。あるいは,都市

計画の間隙であったかのような歴史的経緯により,外国人など

新住民が集住する地区もある。そのような状況を生み出す要因

を地域資源として見出し,地域が再活1生化するための方法をこ

こでは「文化政策」と捉え,本研究のキー概念とする。

文化政策とは,「文化を文像領域とした公共政策JXVである。

公共政策であるからには、その責任は政府や自治体に最終的に

帰属すべきであるとの立場加がある。しかし,本研究では文化

政策の主体とは必ずしも政府や自治体に責任が帰属しないもの

を想定している。対象領域である「文化の範囲」に「地域での

生活のあり方」も含むべきであり,その場合,政府や自治体が

施策対象とするには制度または実務の面で手法が未開拓である。
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富山太佳夫は,「さまざまの制度や日常の行動を通しても,何

らかの意味や価値観を表現することになる特定の生活のあり方

を描き出すものゴ1}という文化のとらえ方を紹介しているが,こ

のような文化概念に接続されることを意図して論述していく。

上野征洋物ま,文化政策の潮流を「生活芸術と文化経済学」「文

化社会学と文化研究」「市民社会と文化行政」の三つに整理した

上で,今後はそれらを複合化し「生活価値と知的創造」をベー

スした文化政策の舞台を提唱している。本研究は,生活価値を

特に焦点化することにより文化政策のあり方を考察する立場を

とっている。

もう一つのキー概念は「空間化」である。ミシェル・ド・セ

ルトーは,「空間とは実践された場所」畑であるとして,端的に

空間と場所との区別をつけている。主体がなんであれ行為や操

作によって空間がつくりだされる過程をここでは「空間化」と

規定する。アンリ・ルフェーヴルは,「空間上や空間内には,出

来事が残した不確実な痕跡以上のものがある。そこには活動す

る社会の刻印があり,社会的活動の成果と産物がある」畑として

いる。場所の異質性を含み持っている密集市街地を観察し介在

していくには,社会の刻印としての空間を分析することが有効

である。また,エドワード・W.'ソジャ"X〒}は,ルフェーヴルの

都市の空間性に関する議論を地理的・都市的スケールの問題構

成として見定めるための手法を示唆しているが,本研究では「住

環境」を,領域性を持った地理的スケールとして空間化分析の

対象としている。

1.2調査対象と研究の方法

本研究の文橡地域は,東京都墨田区京島二,三丁目および横

浜市鶴見区本町通,潮田町,仲通地区とし,震災・戦災を免れ

急激な市街化により密集市街地となった街区を含んでいる。墨

田区京島地区は,1983年に住環境整備モデル事業の大臣承認を

受けて以来,用地取得による道路・広場の整備,老朽住宅等建

替促進,従前居住者用賃貸住宅(コミュニティ住宅)の建設が

実施されてきた密集市街事・業の先進地区である。しかし,行政

の事業予算縮小や,土地建物の複雑な権利関係等の要因により

建替え更新は進んでいない。手法上の転換のみならず,都市計

画から生活の質向上へと向かう政策の価値指標の転換が問われ

ている。一方,京島も含めた向島地域では,1990年代後半から

アートイベント等がさかんに実施され,若手アーティストの移

住などによりユニークなネットワークが形成されているという

一面もある。

鶴見区潮田,本町通地区は1993年より密集市街事業が推進さ

れている地域であり,住民の合意形成を政策上重要視したまち

づくり活動を実施している。また,隣接する仲通地区を含めた

同地域は京浜工業地帯の後背地として発展してきた歴史を持ち,

脱工業化時代を迎えた産業衰退地域としての都市間題や,朝鮮

半島,沖縄,南米などから出稼ぎ・移民労働者を受け入れてき

たマルチ・エスニック・シティとしての相貌も併せ持っている。

このようなく東京〉〈横浜〉の中の異界ともいえる京島,鶴

見において筆者を含む研究グループは,地域文化の「使い方」

に関わるいくつかのプロジェクトを実践してきた。「まちの家」

および「鶴見スタジオ」の各プロジェクトである。「まちの家」

とは,京島三丁目のキラキラ橘商店街沿いに居を構え,住み込

みながら種々の地域イベントを企画していくプロジェクトであ

る。「鶴見スタジオ」とは,本町通商店街の空き店舗を借り上げ

研究拠点とし,地域と相互参照的に都市リサーチを行っていく

プロジェクトである。本研究では,それら実践者として関わっ

た地域プロジェクトを調査文橡とし,そのプロセスや成果を「文

化政策」「空聞化」といった観転から分析することを研究の方法

油としている。

2.「まちの家」プロジェクト

2.1プロジェクトの概要

「まちの家」(図2-1)とは,2003年8月から6ヶ月間,筆者

および慶慮義塾大学の学生3名が京島三丁目のキラキラ橘商店

街沿いに住み込み,空間づくりを行いながら地域をリサーチし

ていったプロジェクトである。居を構えることにより地域の人

たちからの信頼獲得を目指し,地域当事者の一端に連なり,近

隣関係のあり方や伝統的な集会組織を観察した。また,2階建

て長屋のリノベーションに着手し,まちの多様な出会いの場所

となるようしつらいやプログラムを検討していった。具体的に

は表2-1にある企画を実施することとなった。
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図2-1「まちの家」平面図

表2-1「まちの家」プロジェクトの概要

黛階

  まちの家大学生を中心としたメンバーが,商店街沿いの長屋に住み込み,空間づくりをしながら地域をリサーチしていくプロジェクト
  芸の発見地或の方を講師としたワークショップ第1回「家具を作る」第2回「豆腐料理」第3回「占い」第4回「着物を作る」
  らんどん京島在住にして,現役最高齢のちんどんの親方による京島の魅力を巡るツアー
  長屋ランドスケイブ若手アーティスト2名による空き長屋を舞台にしたインスタレーション
  秋山祐徳太子講演会アーティスト秋山祐徳太子氏によるトークショー「ブリキの皇帝下町の男爵」を町会会館にて開催

  京島よん丁目京島地区工業の振興策として,工場後継者グノレープ「共栄会」,(財)墨田まちづくり公社および慶鷹義塾大学が協働して取り組んでいる商品企画開発プロジェクト
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「芸の発見」とは,地域に潜在する種々の能力を発見し,地

域在住の方を講師とした学びの場(ワークショップ兼飲み会)

である。すぐ裏に住むちんどん屋による伝統的野球拳「東八拳」,

老舗特注家具工場による「家具」,二軒隣の豆腐屋さんによる「豆

腐」,占い師が突然持ち込んだ企画「易」,多才なお婆ちゃんに

よる日常仕事「着物」といったワークショップが企画された。

「ちんどん」は,京島在住にして現役最高齢のちんどんの親

方,菊乃家〆丸氏が京島という地域を広報し,町歩きとちんど

ん公演を楽しもうという企画である。親方の家で着替える時点

から出発し,大勢の子供を引き連れて路地と商店街を練り歩き,

最後は親方の自宅に戻って,一同団らんを楽しむイベントとな

った。

「長屋ランドスケイプ」とは,京島三丁目の空き長屋を舞台

に,若手アーティストニ人が作品展示を行うという企画である。

植物の写真を和紙に定着させ障子に見立てたり,染め物を壁面

いっぱいに展示するなど建築的なインスタレーションが設置さ

れた。

「秋山祐徳太子講演会」は,1960年代にパフォーマンス活動

で有名となった秋山祐徳太子氏を京島に招き,町会会館という

ビルディングタイプの中で行ったトークショーである。下町論

から始まり,三三七拍子というパフォーミングで閉められた講

演会は,地域の高齢者や子供たち,アート関係者,外部の大学

生など普段は出会わないような人たちが対話を交わすイベント

となった。

「京島よん丁目」とは,筆者を中心とした大学生グループが,

京島地区工業の振興策として,2001年度より工場後継者グルー

プ「共栄会」および(財)墨田まちづくり公社と協働して取り

組んでいる商品企画開発のブランド名(図2-2)である。独立し

たプロジェクトであるが,本稿では「まちの家」プロジェクト

に含めて記述する。「京島よん丁目」は,2002年6月に墨田区

商品企画開発支援事業に選定された後,株式会社GKインダスト

リアルデザインのコンサルティングを受けながら商品開発を進

め,2004年4月に第一弾の商品が完成した。「まちの家」では,

2003年lL月の時点での試作品を展示・販売しその広報活動を担

った。
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以上の企画は,主に2003年ll月8,9日に地域の文化祭(京

島文化祭)と同時に実施された(図2-3)。その期間中,「まちの

家」では,「豆腐」「易」のワークショップや,写真・家具・内

装の展示などが行われ,地域に開放された,昼夜を問わず宴会

が催される空間となった。
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2.2京島の地域リソース

地域における文化政策は,地域リソースをまず発見すること

から始まり,その使い方を案出していくプロセスをたどる。山

本哲士は,「資本は文化資本のみでは機能しない。それを社会的

に広げていかなければならない」掴とし,地域文化を活かしてい

くための社会技術のあり方を述べている。

「まちの家」プロジェクトでは,従来の都市計画やまちづく

り活動において見過ごされてしまいがちな日常生活や住環境に

根ざしたスキルや能力を地域リソースとして再発見し,それを

社会化するような企画を実践していった。具体的には,「芸」

「長屋」「公共空間」「互酬生」を地域の能力と見なしてプロジ

ェクトを立ち上げていった。

1)「芸の発見」

「芸の発見」は,「まちの能力発見しました!」という惹句で

広報された連続ワークショップである。京島およびその周辺地

域に在住する方を講師としてお招きし,芸を披露していただき,

地域の能力として社会化していく試みである。

プレ企画として,ちんどんの菊乃屋〆丸氏による「東八券」

のワークショップを2003年8月12日に実施した。会場は,木

造2階建ての氏の自宅であり,外部の大学生等が11名参加し,

技芸としてのじゃんけん,洗練されたフォームや身振り・発声

が伝授された。菊乃屋氏には,「東八券」以外でも京島における

「ちんどん」の公演を依頼することになるのだが,そのような
関係を築くために,大学生チームにて20回ほど自宅にお茶を飲

みに伺った。路地に面した氏の自宅は,狭いが開放的で常に近

所の人などがちゃぶ台を囲んで雑談を楽しんでいる。その輪に
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見知らぬ若い集団がたびたび加わったことは,ロコミで近隣に

伝わることとなった。また,「東八券」が伝授された自宅2階は,

ちんとんの道具置き場や練習場も兼ねており,日常の住宅地に

潜む異界としてのしつらえを持った空間でもあった。

「芸の発見その11〈AGU」では,京島の隣町立花から老舗家

具メーカーのM専務を講師として招き,家具のワークショップ

を2003年10月16日に実施した。切れ目のはいった一枚の板を

割って,プラモテル感覚でいすをつくっていく商品を教材に選

び,「まちの家」を会場に28名が参加した。M専務を中心に開

発されたこの商品は,都内のセレクトソヨップやテザイン関連

誌でも紹介されているもので,そのヒシネスとしての可能性や

テザインの着眼点なとを地元に紹介しようという主旨である。

「まちの家」と玄関前の私道が作業スペースとして一時的に

開放され(写真2-1),近所の子供や外部の大学生が共にいすっ

くりを楽しんだ(写真2-2)。テザインをヒシネチャンスとして

取り組む家具メーカーを,文化政策のコンテンツとして発見し,

まちの家という空問つくりと併せて地域に紹介していく試みと

なった。参加者は,概ね楽しんでくれたようでアンケートにも

概ね好意的な意見が寄せられた。飛び込みで参加した子供の両

親からは,なぜ京島に外部の大学生が関わるのかという,根本

的な質問がなげかけられた。このような応答を地域から引き出

せたこと自体も,文化政策としての端緒であるといえる。
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写真2-1私道の利用
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「芸の発見その2TOFU」は,2003年11月9日の京島文化祭

当日,近所で豆腐屋を営むH氏を講師に招いて豆腐料理のワー

クショソプ(写真2-3)を実施した。「まちの家」を会場に,地

元の方や外部の大学生なと30名弱が参加し,豆腐っくりを体験

した。にがりと豆乳を材料とし,豆乳鍋・冷や奴・湯葉・豆乳

プリンをつくり,その場で味わった。手作りの出来たての豆腐

は,販売されている豆腐とは一味違い,新鮮な驚きを参加者に

もたらした。たくさんの豆腐屋が営業している京島にふさわし

い企画となったようで,地元の方からも「とても良い企画だっ

た。またやってくれ」と身近でおいしいコンテンツが評価され

た。会場では,引き続き占いのワークショップ「芸の発見その

3EKIjが開催された(写真2-4)。講師はちんとん屋のM氏で

あるが,ユンク心理学なとが参照されるなとやや難解な内容で

あったため,参加者の関心はやや低調であった。
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写真2-4占い

「芸の発見その4KIMONO」は,京島二丁目に在住するH氏

を講師に,着物つくりのワークソヨップ(写真2-5)を行った。

2003年12月～2004年1月にかけてほぼ毎週行われる企画のた

め参加者は4名に留まった。会場は,長男が金属加工を営むH

氏の自宅(写真2-6)であり,家族的な雰囲気のなかで行われた。

着物っくりは氏の内職であり幅広く受注に応じているが,住環

境に埋め込まれているかのような着物つくりの装置,型紙やア

イロン・反物のしまい方が室内を構築している。外部の大学生

である参加者は,世代を越え地域を越えたスキルの伝授に,日

常の中の暗黙知のあり方を認識した。

以上のように,「芸の発見」シリースは,コンテンツの選定と

会場設定に特徴がある。コンテンツに関しては,地域に入り込

まないと知り得ない人を講師とすること,普段の生活に潜んで

いる技芸に焦点をあてることに腐心した。会場設定には,この

地域にふさわしい小さな規模の家庭的な環境と,使われ方をわ

ずかに読み替えるような空間解釈を重視した。それが地域の人

と外からやってきた人の二分法を変える契機となるよう,ワー

クソヨソプ運営においても多様な人たちが混じりあうよう配慮

した。
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写真2-6着物作りの会場となった工場

2)「長屋」

京島のリソースの一つに長屋がある。昭和初期に大量の棟割

長屋が建設され,地方からの人口流入を吸収したわけだが,京

島二,三丁目には今でも百棟前後の長屋が残っており昭和前期

の都市景観を伝えている。その多くは,高齢者が住んでおり,

居住者の死去や入院等を待って解体される予定のものが多い。

構造的な脆弱さがあり貸し主として責任を持てないと判断され

たり,解体してワンルームマンションなど他のタイプの建築に

建て替える意向等により,空き家となっても不動産市場に出回

る物件はほとんどない旧。一方で,若い世代からは,長屋にあ

こがれてこの地域に住み始めるなど近年注目を集めている状況

もある。

「まちの家」(写真2-7)は,2階建て3軒長屋の右端である。

隣家の音と光は共有壁からもれ伝わり,バルコニーも連続した

空間となっている。裏の勝手口を開けると路地を介して裏の家

の勝手口と向き合っており,妻側の窓もすぐ隣の窓と目と鼻の

先にあり,密集市往弛ならでは住環境である。2003年8月から

住み始めた大学生グループは,使い方のプログラムの検討と同

時に室内のデザインに着手した。まちの人に来てもらうための

居心地のよい空間とは何か,京島という地域に密着した空間デ

ザインとは何か,という問いがたてられ,試行錯誤が繰り返さ

れた。押入の庭園化(写真2-8),建築用板材やコンクリートブ

ロックの家具への転用,掛け軸や写真展示,裸電球やお香によ

る照明計画,などにより和室的なるものの誤読による空間づく

りが試みられた。その過程において,近隣の方からペンキの塗

り方指導,食事の差し入れ,風呂への招待など様々に支援され

た。素人仕事ゆえにあれこれ助言されるなど交流のきっかけと

なったといえる。空間づくりの成果は,8月30日に地域で世話

になった方30人を招いたおにぎりパーティを始め,様々な催し

で披露された。

図2-7「まちの家」玄関
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写真2-8押入れの庭園化

京島文化祭期間中は,「長屋ランドスケイプ」というインスタ

レーションを佐藤直子と磯田晶子の二人の若手アーティストに

より行った。京島三丁目のなかでもとりわけ老朽した長屋が建

ち並ぶ一角を展示環境に見立てたわけだが,2002年の火事をき

っかけに急速に開発計画が進行し,壊されつつある長屋風景の

記録としてのミッションも背負った。隣家でも長屋の室内での

インスタレーションが別作家により同時に開イ崔され,アートイ

ベント会場としてたくさんの外来者を路地と長屋が受け入れる

こととなった。長屋ランドスケイプでは,障子や共有壁など昭

和初期の建築音随が強く作品と呼応する展示(写真2-9,2-10)

がなされ,アーティストによりお茶と談話が供されるなど,空

間をより想像的に使用する方法を,見る人に示唆した。
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写真2-9佐藤直子作品
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写真2-10磯田晶子作品
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長屋とは、「共用部を持たない集合住宅」と一般には定義され

る。京島地区の長屋は,重層長屋・工場併用住宅・かっての長

屋が分断されたもの・長屋的景観を持った戸建て住宅など種々

のタイポロジーがある。「内部をいじっていいかどうかが入居

の決め手」と語るのは三丁目に去年引っ越してきた30代のアー

ティストK氏である。移住してきた若い人が興味を持っタイプ

とは,建築的な定義に関わらず,近隣関係の濃密さや内部空間

の改装可能性,外観と内部空間のギャップなどが要件となって

いる。一方で,長屋の主たる住人である80才代以上の高齢者の

住む部屋は,いずれも長い生活史を経た家具の積まれ方や路地

の共同利用(写真2-11,2-12)などで空間を構築している。使

用者による空間の可変1生が,地域リソースとしての長屋の価値
であるといえる。

し_ゐ.り。'虫.「、、や触鴻・鴇室一

写真2一刊長屋の内部 写真2-12長屋の外部

まちの家プロジェクトでは,「まちの家」そのものが公共空間

に関する提案ともなっているが,それ以外にも町会会館や路地,

商店街をパブリックなものとしての活用のあり方を検討した。

「芸の発見その1KAGU」では,近隣の理解を得たうえで,ま
ちの家の前の路地を作業スペースとして利用した。商店街に面

したこの路地は多くの通行人の目に触れる場所であり,子供や

普段見なれない大学生たちが,なぜか共同でいすをっくってい

る様子は,買い物客の関心を惹いた。11月8日の午後は,菊之

屋〆丸親方による「ちんどん」(写真2-13)が京島の路地と商店

街を舞台に繰り広げられた。親方には「京島の魅力をプレゼン

テーション」する口上をお願いし,自宅を起点に多くの子供や

見物人を増やしながら練り歩くこととなった。ちんどん終了後

は,再度親方の自宅に上がり込み「東八拳」の実演や団らんな

どが催された。このような路上でのイベントがすぐさま公共空

間に関わる問題に繋がる訳ではないが,異なるものを媒介する

ことで,普段使っている街路の認知地図を変える作用を果たし

たといえる。

ヒっの町会により構成される京島二,三丁目は、それぞれ町

会会館を保有しており,密集した住宅にまぎれた公共空間が点

在している。町会会館内部は,地域の消火活動や祭礼に関する

写真・賞状などで埋め尽くされ,座敷と台所・倉庫からなる独

特のビルディングタイプである。そのうちの一つである中央町

会会館にて秋山祐徳太子氏の講演会(写真2-14)を11月8日の

夜に実施した。地元の人以外では地図があってもなかなかたど

りつけない立地にも関わらず,アート関係の人などたくさんの

外部の人が集まった。地元からも子供を含め多くの人がかけっ

けてくれ,50人規模のトークショーが繰り広げられた。秋山氏

も地元の方に伝わりやすいよう下町論などの話題を提供し,普

段ならけして接することのない外国人アーティストやキュレー

ターが,地域の高齢者や子供たちとひざをっきあわせる空間が
形成された。
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写真2-13ちんどん
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写真2-14秋山氏講寅会

3)「互酬1生」

京島には,まちを守り地域を盛り上げていく工夫が,「町会」

「祭礼」「無尽」などの形式で組織されている。これらは労働を

供与する見返りに地或での無形の信用が得られたり,定住して

いる信用を担保に資金を融資したりするシステムである。市場

原理が取りこぼしたオルタナティヴな仕組みがそこにあるとい

える。サービスを提供する側もされる側も互いに利益がえられ

るような「互酬性」刎がその仕組みの核心である。しかし,高層

マンションの建設や単身者の一時的な流入などにより,地縁が

薄らぎ伝統的な町会的組織が揺らぎっつある。「まちの家」プロ

ジェクトでは、この互酬生を地域リソースとして活用すること

が全体的なテーマでもあった。なかでも商品開発プロジェクト

「京島よん丁目」では,互酬性が直接的な経済効果に還元され

ることが目論まれた。

「京島よん丁目」のメンバーである共栄会は,ゴム加工・金

属加工・プラスチック金型・金属メッキなどの業種に構成され

ている(写真2-15,2-16)。開発される商品は,例えば鉄のケー

スにメッキをかけ,内部をゴム塗装し,箱詰めするなど,他業

種との協働が必須となっている。この協働を仲間間で行い,そ

の取引コストを最小化することは,零細工場が集積し,互いの

取引によって信用を蓄積してきた京島の町工場に最適な課題で

ある。このように異業種にまたがる鉄ケースや鉄ピンなどの製

品を「互酬」の精神により開発し製品化にこぎつけたのが「京

島よん丁目」というシリーズの成果であった。

「互酬性」は日常生活では面倒見のよさとそれに対する無形

の返礼という形で立ち現れる。「まちの家」プロジェクトでは,
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下町と呼ばれる地域が再編され,住むことの多義性が増した都

市における互酬のあり方を探るべく,大学生と地域との応答な

ど「他者」を孕むプロジェクトを仕掛けていった。局所的では

あるが,信頼関係が立ち上がり,互酬を伝達する作用を担った。
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写真2-15
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写真2-16金属金型工場

23プロジェクトの組織化

「まちの家」プロジェクトは、4人の住人をコアメンバーと

して複数の大学から参加したメンバーによって運営された。そ

の間地元にて様々な関係をつくり,支援を受けながらプロジェ

クトを組織化していった。メインの催しである京島文化祭では,

当日配布資料として世話になった方をリストアップし,謝辞を

述べた。そのリストには,「京島よん丁目」の工場主10名,行

政機関である塁田まちづくり公社の職員3名,ワークショップ

の講師など企画の関係者4名,工事や工具・印刷で物理的にお

世話になった方7名,町会長など地或での公的な立場の人5名,

大家さんと不動産屋さん3名,飲食店関係者6名,アーティス

トなど京島新住民4名,その他個人的に支援してくれた方3名

と45名にものぼる。短期間で地域にこれだけのネットワークを

築けたのは,「住みながら何かをやろうとしている弱い存在」と

して認知されたからにほかならない。いわゆる公共政策では強

い存在として施策者が認知されるのと対照的である。このよう

に,よそ者・アウトサイダーによる文化政策の推進には,地域

とよそ者の能力の「均衡」湘が戦略として必要になると思われ

る。あまりにもコンサルタント然とした施策者では,地域と関

係と取り持つきっかけが見出しにくい。地域に入ってきた弱い

存在としての媒介のあり方が,文化政策の組織化おいて有効で

ある。

の組み合わせとは,いすの天板に脚をねじこむ時のやすりのか

け方,豆乳鍋に入れる肉の選び方,着物を仮縫いするときの糸

のリズムなど,目常的な試行錯誤と伝統的な技芸の中間にある

ものを意味する。そのような「楽しい経験」が共有化されるこ

とを目指してワークショップは試みられた。その際,重要な要

素が空間である。無磯的なコミュニティ施設で行われるより,
行為のきっかけが豊富な狭い木造空間で行われるワークショッ

プの方が,より親密なコミュニケーションが交わされる。京島

はまち全体がそのような空間ともいえるが,その中で,商店街

に面した長屋である「まちの家」や,ちんどん屋さんの自宅,

町工場が併設された住宅を,ワークショップ会場に選定した。

狭く生きられた木造住宅のさらなる解釈,このようなレトリッ

クにより,芸のワークショップが,より地域文化の共有化を推

進したといえる。

「長屋」をアートのインスタレーションの場として,写真の

展示空間として,室内庭園として,大学生の研究拠点として,

使うこと。すなわち長屋の「空間化」が地域での新たな人間関

係を生成する舞台装置として機能した。同様に,町会会館での

アーティストトークショーや,路地や商店街でのちんどん練り

歩きなど「公共空間」の解釈のあり方が,イベントの盛り上が

りに寄与した。これは,この地域ならではの身体的空間単位と

街並みが解釈の多様性を促した。このような空間の創造的使用

を文化政策の技術手法として試行していくことが,他者と住民

という二分法を越えて地域の問題解決に向かう契機のひとつで

あろう。

「京島よん丁目」では,既に地域に蓄積された互酬性の再活

性化を主題とした。これは社会関係資本の使い方の一例である。

ただしこの資源は,マンション居住者などの新しい住民には恩

恵がない。住むことの多義性が増加するなかで,この資源をど

のようなシステムとして新住民にも展開するかが,都市文化政

策の課題となっている。

3.「鶴見スタジオ」プロジェクト

3{プロジェクトの概要

「鶴見スタジオ」とは,2003年6.月より8ヶ月問,筆者およ

び慶磨義塾大学の学生4名が本町通一丁目の商店街沿いの店舗

を借り上げ,空間づくりを行いながら地域をリサーチしていく

プロジェクト(写真3-1,3-2,図3-1)である。

2.4京島の文化政策と空間化

「まちの家」プロジェクトの実施により,京島の魅力を「芸」

「長屋」「公共空問」「互酬性」として見出し,それらを地域資

源として社会化する方法についての要件を考察した。「芸」とは,

人的資源を地域に入り込んで発見することと,セルトーのいう

「ひとつの『文化』を構成しているさまざまな操作の組み合わ

せを明るみにだす」Ill)ことの二つのプロセスがある。人的資源

は,よそ者・他者による発見能力と,内部の者によるコーディ

ネート能力の均衡により,効果的に見出されるであろう。操作

鳶懸
Lご銘▽ごthl

写真3-1鶴見スタジオ1階

一73一 イ}宅総合研ラ旨1剛li棚究1論文集No31,2004イ1版



拠点を構えることによる広報効果を利用しつつ,地域の居住

環境や地域産業,エスニシティに関わる事項を調査した。また,

2階建て空き店舗の活用プログラムを検討し,地域に開かれた

スペースとして利用されることも視野に入れ活動を展開した。

具体的には表3--1にある企画を実施した。

'ア蝋9""'』『1

/iぽ

辮嗣
騨鈷為 樽

図3-1鶴見スタジオマップ

醐

秘"

写真3-2スタジオ2階

表3-1「鶴見スタジオ」プロジェクトの概要

本町通・潮田銀座・仲通の各商店街に対する
ヒアリング調査や建築物調査

エスニック・レ飲食店におけるヒアリング調査により,沖縄・コリア
ストラン調査ン・南米系といった諸エスニソク・コミュニティの実

態を把握

第一回(2003./0,12)テーマ「商店街の再活1生化」
・プログラム「本町通商店街の現状」ほか
・三宅理一慶大教授ほ力参加者11名

第二回(2003.11.16)テーマ「沖縄コミュニティ」
・プログラム「人類学とまちづくり」ほか
・渡戸一郎明星大教授ほか参加者12名

第三回(2004.1.31)テーマ「コリアンコミュニティ」
・プログラム「在日コリアンと鶴見」
・鶴見同胞生活相談総合センター所長ほか14名参加

第四回(2004.2.29)テーマ「ナショナリズム」
・上映会「青きテハミング」
・国本映画監督ほか16名参加

商店街調査では,本町通・潮田銀座・仲通の各商店街にたい

し,ヒアリング調査や建築物調査を実施し,店舗や商圏の建築

的状況や店主の人間像,経営に関する状況等のデータを収集し

た。その結果,①老朽木造住宅の密集した地域であるが,高層

マンションも多く建設され,商圏人口は20年前からほぼ横ばい

であること,②商店街を構戒する業種が飲食店や洋品等に偏り,

近隣商店街としての機能を失っていること,③商店街のうちお

よそ19%もの区画が,空き店舗,駐車場,空き地となっている

こと,④商店街共同組合と地元町内会の不和,⑤南米系飲食店

と商店街との意識の乖離,⑥若い商店主による地域活動の萌芽

とその障害,などがわかった。沖縄料理店の二代目店長らや,

30代・40代の商店主らは地域で互いに繋がることを求めており,

それらを媒介することが文化政策のミッションである。

エスニック・レストラン調査では,沖縄出身者・コリアン・

南米系といった諸エスニック・コミュニティを,飲食店におけ

るヒアリング調査により実態を把握していった。固有の客層の

コミュニティ結節点として機能を有している店舗が多く,なか

でも日系南米人の生活相談拠点や沖縄出身の高齢者が集う酒屋

など鶴見ならでは特徴を持つ飲食店が多く存在した。

鶴見研究会とは,鶴見スタジオに地域住民,地元商店街関係

者,まちづくり協議会関係者,研究者,大学院生などを招いて

鶴見研究に関してディスカッションを行う企画であり,計4回

実施した。

第一回鶴見研究会は,本町通商店街理事長のH氏をメインゲ

ストに招き,商店御舌性化の方策や,移民と日本人住民の歴史

的な関係,エスニシティを活かしたまちづくりの可能性を主に

議論した。第二回鶴見研究会は,鶴見沖縄県人会相談役のY氏

をメインゲストに招き,主に沖縄からの労働者の生活史や沖縄

料店でのコミュニティに関して議論を行った。第三回鶴見研究

会は,在日コリアンニ世で鶴見同朋生活相談センター所長のP

氏をメインゲストに招き,主に在日コリアンの鶴見での歴史や,

現在の課題について議論した。地域の方も空き店舗におけるこ

のようなワークショップは,地域の実態を相互参照的に記述し

ていく調査として機能した。

3.2鶴見の地域リソース

1)「空き店舗」

横浜市経済局では,2004年度の商店街に対する補助事業に「空

き店舗活用」を盛り込んでいる。各地の商店街において空き店

舗をいかに活用していくかが,商店街振興策のメニューとして

定着している。京浜工業地帯の鉄鋼業などとともに成長し,昭

和30年代には大変な活況を呈した鶴見の商店街(写真3-3,3-4)

は,現在では本町通・潮田銀座・仲通の各商店街ともに人通り

が減少し,シャッターをおろした空き店舗が軒を連ねている。

そのような通りにおいて筆者らは,空き店舗を借り上げ,「鶴見

スタジオ」の看板を掲げた。

醸艦、、、褥'

1麟
毘恥紳__一"......=.4都_t・:s;:.v_恥_

写真3-3仲通商店街

織
写真3-4同商店街店舗

かつて洋裁店であった住居併用店舗は,1階は6畳の板の間

と4畳の和室およびキッチン,2階は6畳と4.5畳の和室2室

で構戒されている。各階とも連続する2室は30cmほどのレベル

差があり,また211皆の正面側の窓が商店街アーケード上部の避

難通路へと繋がっていること,2階裏側のバルコニーが密集す

る隣家の屋根へと繋がっていることなど,特殊な要素が多数見
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られた。昭和初期のノスタルジックな内装と相まって,多くの

見学者の関心を惹いた。店舗であるため,1階は間口いっぱい

ガラス張りの開口となっており,非常に通りに開かれた空間で

ある。そのため商店街の通行人からは,いったい何をやってい

るのだろうといぶかる視線が,研究ミーティング中に多数向け

られた(写真3-5)。

「鶴見スタジオ」では,商店街調査やフィールドワークにお

ける出撃基地としてや,研究会の会場として使われる一方,地

域のサッカー教室などのボランティア活動地域の国際交流関

連機関との連携活動スペースの臨時貸し,飲み会など,開か

れた空間として様々なプログラムが試された。空き店舗を研究

スペースとして使用するという空間解釈において,元洋裁店と

しての様々な痕跡や設備,老朽木造住宅特有の内部空間,密集

市街地としての屋根の連なりといった空間の内実が介在してお

り,使う者に単一のプログラムを越えた使い方を想起させる要

素が満ちていたといえる。

その上で地域活動の実践者として,地域に見られながら空間

の使い方を考案していった。空き店舗のプログラムの戦術的読

替が,地域資源としての空き店舗の可能性であった。加えて拠

点を構えることは,研究者対地域という構図を越えて個人対個

人という闘系を結ぶのに効果的な手段であった。

灘響
1濫1ご壼盤轟議

写真3-5鶴見研究会

2)南米レストラン

鶴見では,出入国管理法が改正された1990年前後から日系南

 米人が増え,それに伴い南米レストランの営業が急噌したω。

沖縄料理も提供する店や,南米の食料品を扱う店などを含める

と10軒以上の店舗が,本町通・潮田銀座・仲通の商店街にて営

業している。これらの店の多くは,単なる飲食店ではなく,日

系南米人たちが出会い,生活や仕事に関する情報を交換しあう

コミュニティの結節点である。

たびたび都市社会学関連の著書で紹介されるブラジル料理の

B店(潮田銀座)および店主のT氏(写真3-6)は,この地域に

おける日系南米人支援活動の象徴的存在である。T氏は,沖縄

出身者と結婚し鶴見に移り住んだが,当時,沖縄に対する差別

意識が地域にはあり,その経験から日系ブラジル人を支援する

活動を始めたという。日本語のままならない彼らに対して,生

活相談・健康保険手続き・仕事の紹介などの支援をし,行政に

対しては書類のポルトガル化に尽力した。現在も,店内にはあ

ふれんばかりの日系ブラジル人が毎晩集い,トランプやビール,

カラオケなどで日々の労働を癒している。

本町通商店街にあるC店は,日系ブラジル人のO氏が2003年

に開業した南米料理店である。ブラジルをはじめペルー・ボリ

ビア・パラグアイ・コロンビアなど様々な国から日系人が集う

店である。ここでは,プライベートでカジュアルなサンバが定

期的に催される日本では数少ない室内空間(写真3-7)でもあり,

日本人女性のサンバファンが遠くから集まってくる。

両店に限らず,鶴見の南米料理店では,お客さん同士が初対

面でも店主らにより紹介され,握手を交わし自然に友人となっ

てしまう点が特徴である。客は既に入店している客全員とまず

握手する光景が珍しくない。これはラテンアメリカから輸入さ

れた文化ともいえるが,このような身振りは日本人や地域に対

しても開かれている。

また,多くのレストランは貸し店舗のテナントであるため,

インテリアデザインとしては見るべきものは多くはない。ただ

し,壁に貼り尽くされたポルトガル語のポスターやBGMの音量

の大きさなど,専門家によるものではないが「異者」のしっら

えが施されている。この異なる「空間化」の内実が南米系コミ

ュニティの結節点を意志的に持続する舞台装置となっている。
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写真3-6ブラジル料理B店
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写真3-7ブラジル料理C店

3)リトルオキナワ

大正から昭和初期において,工場労働者として沖縄出身者の

鶴見への出稼ぎ者は急増し,仲通・潮田付近に当時「琉球人部

落」と呼ばれた地区が形成された。沖鶴会館と呼ばれる沖縄県

人会組織のための施設が仲通商店街にはあり,沖縄出身者のコ

ミュニティの象徴となっている。「リトルオキナワ」などと近年,
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テレビや雑誌で紹介されることの多い同地区では,20軒前後の

沖縄料理店が営業している。

沖鶴会館1階には,通りに面して沖縄の物産センターと沖縄

料理店が営業しており,地元外からの訪問客でにぎわっている。

両店に挟まれた薄暗い通路には,壁面いっぱいに沖縄の地図が

貼られ,地域1青報や旅行案内,掲示板などリトルオキナワ満載

の空間が形成されている。さらに奥に進むと沖縄料理のO店(写

真3-8)がある。簡易テーブルが二つあるだけで8人も入ればい

っぱいになってしまう店内は,いつも常連客でにぎわっており,

一見のツーリストにはなかなか入りにくい。店主の1氏は,当

初天ぷらを売る店として開業したが,その場で飲酒を望む要望

に応えて酒も売り始めたら,いつのまにか飲み屋になってしま

ったと語る。50人前後の常連が順番に来店にており,そのなか

でもサブグループがゆるやかにあり,その日の客の顔ぶれを見

て帰ってしまう人もいるという。マスメディアに露出すること

で普通のレストランとして集客を狙う沖縄料理店もある一方,

0店のように閉じたコミュニティの結節点として機能している

飲食店も鶴見には多い。

戦後,仲通や潮田銀座周辺には30軒ほどの立ち飲み屋があっ

たが現在では3軒しかない,と語るのは酒店J店(写真3-9)の

店主F氏である。立ち飲み屋といっても飲食店ではなく,酒屋

の一角にカウンターがしつらえられ,定価で飲酒することがで

きる店である。」店では,当初青森などから出稼ぎに来ている客

が多かったが,次第に沖縄出身の客が増えた。24時間3交代の

工場勤務に併せて,早朝から酒を飲みくる客が当時はたくさん

いた。現在でも,夕方ともなるとJ店の店内はもとより,歩道

に置かれたビールケースを宴席にして,多数の沖縄出身の労働

者が集っでいる。彼らは一様に高齢で気1生が荒く,夕方には一

般の人がこの店の前を歩くことすら困難な状況となっている。

このように,「リトルオキナワ」で表象される沖縄のイメージ

からは,こぼれおちてしまうような地域文化が鶴見には残って

いる。異なる空間として分散し,特定のコミュニティの経験の

焦点となっている。これらはそのままでは,文化政策のリソー

スとして使用できるものではない。しかし,その空間的あり方

のモデル化は,多様な人たちが混じりあう結節点の可能性を示

唆するものと思われる。
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3.3鶴見プロジェクトの組織化

「鶴見スタジオ」プロジェクトは,5人の慶磨大学関係者を

コアメンバーとして運営された。その間に関係が築かれたネッ

トワークは多岐に渡る。地元の本町通商店街とは,理事長の研

究会への参加,青年部との共同事業の検討など様々な場面での

繋がりができたほか,各商店からの差し入れや家具の貸与など

支援を受けた。調査対象地である潮田銀座商店街,仲通商店街

の各共同組合から調査における便宜を図っていただいた。地域

内の諸団体では,鶴見区沖縄県人会,朝鮮総連鶴見支部,外国

人児童生徒保護者交流会IAPE,潮田・本町通地区まちづくり協

議会から,研究会に参加していただき,データ供与等の協力を

いただいた。立教大学,明星大学をはじめ関東の10あまりの大

学から,教員・研究者・大学院生の研究会への参加があり,議

論が深められた。「鶴見スタジオ」プロジェクトのメンバーも,

鶴見区役所の「多文化共生プロジェクト」への参加や,児童を

文像としたボランティア活動,商店街共同組合との親睦会など,

スタジオ外での地域活動に関与していった。この地或は,都市

社会学関連の領域で調査文橡とされる事例が多く,地域の「研

究者ぎらい」は当初相当なものがあった。「鶴見スタジオ」プロ

ジェクトでは,調査する人とされる人の二項として認識される

ことを避けるため,当初から地域との相互参照的な関係を築く

ことを目指した。オープンな空き店舗の借り上げによる空間づ

くりや,地域への貢献を活動方針にうたったことが次第に認知

され,様々な諸集団と関係を取り持っことが可能となったとい

える。

3.4鶴見の文化政策と空間化

「鶴見スタジオ」プロジェクトの実施により,鶴見の地域資

源を「空き店舗」「南米レストラン」「リトルオキナワ」として

見出し,それらを社会化する方法についての要件を考察した。

「鶴見研究会」では諸エスニック集団のリーダー的存在を招

いて話を伺った。毎回,多くの大学からの参加者があり,エス

ニシティと鶴見の再活性化に関わる議論が交わされた。地域外

からの出席者は,研究会の内容に関心があっての参加によるも

のであるが,密集市街地における店舗併用住宅のノスタルジッ

クな内部空間に驚き,その研究施設としての転用に興味を示し

た。プロジェクターで投影した研究会の内容は,間口いっぱい

の開口部を通じて商店街にも映し出され,多くの通行人が足を

止めて内部を伺う結果となった。静かな商店街に,小さいなが

らも他者との出会いを引き起こし,地域住民も巻き込んだ異質

な空間化の試みとなった。

「南米レストラン」「リトルオキナワ」の一部店舗内は,日系

南米人・沖縄出身者といったコミュニティの集う場所(写真

3-10,3-11)となっている。小さなコミュニティにとっては,問

題解決の場所としても機能しているが,地域の中においては騒

音や歩道へのはみ出し等により住民とフリクションを引き起こ

す事態ともなっている。前述した南米料理C店では,2004年10

月よりサンバの開始時間を夜から午後3時に変更したが,近隣

住民から度重なるクレームによるものである。この例に限らず

古くからの住民が日系南米人や沖縄出身者の集まる店舗をここ

ろよく思ってない旨の発言は,耳にする機会が多い。
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アンドレア・センプリー二は,諸エスニシティ集団が分離し,

共有領域が存在する可能性が否定された公共空間を,「最大限

要求型」多文化主義モデル細として概念化している。鶴見に点

在するエスニック・レストランはこの状態に近いものであるこ

とがわかった。センプリー二は,一方で諸集団が程度の差こそ

あれ関わることができるような中心を含む公共空間のあり方を,

「多文化的自由主義モデル」ZL1〕として規定している。これは諸

集団が,「より周縁でないところに『移る』こと,中心に『近づ

く』こと」を目論む文化政策の課題といえる。

鶴見の地域資源であるエスニック・レストランは,それらが

何らかの媒介によって関係化され,動態変化を引き起こすよう

な空間が制作されることによって,多文化のためのパブリッ

ク・スペースとして展開される可能性がある。

4.まとめ

本研究では,密集市往杜也である墨田区京島および横浜市鶴見

における文化実践「まちの家」プロジェクトおよび「鶴見スタ

ジオ」プロジェクトを対象に,地域文化の「使い方」を考察し

てきた。京島においては,「芸」「長屋」「公共空間」「互酬1生」

といったものをプロジェクトの実践を通して地域資源として見

出していった。同様に鶴見においては,「空き店舗」「南米レス

トラン」「リトルオキナワ」といったリソースを見出していった。

これらの要素を文化政策として扱い,地域の再活1生化を促し

ていくためには,空間の多義的な解釈,「読解可能性」胴が重要

な要件であることがわかった。空間の読解可能性とは,住環境

や公共空間が使用者にとって複数の「使い方」を想像させ,生

きられた空間として創造的に生活していく仕掛けのあり方を意

味する。プロジェクトの実践において,商店街での試住,長屋

の誤読的使用,路地での練り歩きなど,ささやかながらも思い

もよらない使い方を試行していった。そのような要素を付加す

ることにより,一気に空間の読み替え,多様な解釈の空隙が発

生し,焦点となるべき地域文化と文化政策との親和1生が高まる

といえる。

また,プロジェクトの組織化においては,アウトサイダーに

よる媒介が求められるが,その際には住民サイドとの能力の均

衡が望ましいことがわかった。「互酬生」の意志的持続を目指し

た商品開発プロジェクト「京島よん丁目」では,学生チームの

アマチュア性が地域の工場主側の当事者意識を維持していった。

また,鶴見における諸エスニック集団間の関係構築においては,

調査をする側とされる側という対置ではなく,相互参照的な関

係性を示すことが有効であった。

本研究は,密集市街地の地域文化を使用していく際の方法の

端緒を,「空間化」をキー概念として見出した点に意義がある。

しかし,空間とは解釈されるだけではなく,社会を編成し制御

していくものでもある加。文化政策として地域文化を定位して

いくためには,様々な主体が離散的に施策を投企するだけでは

不十分で,公共政策として戦略の連携を諸主体間でとっていく

必要がある。特に密集市街地においては,地域経済の衰退や高

齢化により,地域の再活性化が望まれている。文化政策により,

地域アイデンティティがポジティブに再編され,かつ,社会関

係資本が意思的に増強されて,地域に「実体経済の潜在的可能

性にたいする長期的な正の外部性」加をもたらす戦略が必要と

なってくる。その構想が本研究の今後の課題である。

<注>

1)文化「実閾による研究の方法論については,毛利嘉孝:「フィー
ルド」を開くこと,田島則行ほ力編:都市/建築フィールドワ
ーク・メソッド,INA)(tid版pp,132～144,2002,を参照している。

2)京島の長屋の実態については,(財)墨田まちづくり公社による

2004年度の調査に多くを負っている。
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