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郊外団地再生の新たな視点と建築的手法
一団地映画を通してみる公共空間の活用についての研究一

キーワード： 1）団地， 2）映画， 3）公共空間

0 はじめに

0. 1 背景

ある財団の助成を受け，団地（ここでは，公団や県営

など，公共の組織がつくった集合住宅を団地と呼ぶこと

とする）のリノベーションに関する研究を行った。1998

年のことである。この研究を行っていた時期，建築の改

修利用に関しては，その建物が歴史的な価値を有してい

るかどうかが一つの重要な評価基準となっており，公共

の集合住宅のような建物については，狭い意味でのスト

ック活用として，つまりは，コスト的なメリットがエコ

ロジーブームに支えられて評価されるのが関の山であっ

た。この状況に疑問を持ったことが，この研究のきっか

けとなっているのだが，団地を舞台に具体的な生活像を

思い描くことが，生活の場としての建築の可能性を大き

く切り開いていくように思われた。そういった生活の＝

建築活用のイメージを広く共有できるようにしたいとい

う思し、から，この研究の成果をビジュアルにまとめ「団

地再生計画一みかんぐみのリノベーションカタログ」

(INAX出版／2001年）として刊行した。

今回は，団地の中でも都市の周辺部に建つ郊外団地に

限定し，さらに，郊外団地がもっ，もっとも特徴的な部

分である屋外の公共空間に注目し，具体的なアクティグ

ィティについて調査を行なうこととした。郊外団地の屋

外公共空間に注目することにより，これまでとは違った

角度から建築の可能性を追求してみようと考えたのであ

る。

0. 2 研究の目的

郊外団地を舞台として，屋外公共空間の特性と，そこ

で行なわれる具体的なアクティヴィティとの関係を把握

し，場所の使い方に関する新しいアイデアを構想するこ

とが，この研究の目的である。

団地に限ったことではないが，建築を計画する時には，

その場所の使い方を機能名に代表させ，その配列を調整

するようにして検討を重ねる。しかしながら，大抵の場
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合，計画段階で想定された使い方（機能名）と，実際に

そこで起こっているアクティヴィティとの聞には，ずれ

がある。当たり前のことながら，想定された使い方だけ

で，全体の場が成立しているわけではない。郊外団地を

観察していると，機能名では説明することのできない多

様なアクティヴィティが創出されていることがよくわか

る。この，多様なアクティヴィティに注目したいと考え

た。そうすることで，実際のアクティヴィティとそこの

場の特性の関係を，浮かび上がらせることを目指してい

る。

1 研究の概要

1. 1 郊外団地の位置づけ

まずは郊外について簡単に触れてみたい。ある時代に

おいて陸の孤島と呼ばれていた団地は，常にその時代に

おいて郊外に立地してきた。三浦展文 j）は，東京の人口

の増加にともなって住宅地が西南部へ拡大し， 山の手が

移動したと唱えている。これを「山の手移動論Jと呼ん

だ。第二山の手が山手線が整備された頃で，青山，赤坂，

麻布，白金近辺を指す。第三山の手が大正から昭和にか

けての発展で，世田谷，杉並，目黒。そし第四山の手は，

1986年頃，多摩 NT，港北 NT，藤沢，厚木近辺がすで

に郊外から脱し，新しいライフスタイルをつくる場所に

変化したということで新しい山の手エリアとして選ばれ

ている。三浦がマーケティグリサーチャーということも

あり，話が強引な部分もある。しかし，郊外がこのよう

な過程を経て，山の手化することで山の手が移動してい

るという視点は興味深い。団地の立地場所も「山の手移

動論」のように移動してきた。

上述のように現在の日本の郊外の定義を一言で定義す

るのは難しいが，基本的には都市に住むことができず溢

れた人々が住む場所として確保されてきたとみることが

できる。ヨーロッパのハワード文2lの唱えていた田園都

市は，森に住むというのがコンセプトであるが，これを

単語のみ借用してきた田園都市株式会社をはじめとする
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郊外住宅地の開発が大正に始まり，ヨーロッパの郊外と

日本のものは既にここの時点で意味がずれはじめている。

若林幹夫は東京近郊の郊外住宅地を

「都心部の環境の変化やそこで働くホワイトカラ

一層の増大を受けて，「豊かさ」や「文化的」とい

った特殊な意味を帯びた場として生産され，その後

の日本の郊外開発におけるモデノレになっていっ

た。J~ 3) 

と述べている。団地も，このような郊外の場所のイメー

ジを前提にして建てられていった。「豊かさ」「文化的」

をモットーとして登場した団地にとって，郊外はその意

味を強化する装置でもあった。

1960年代から 70年代の初頭に建てられた郊外団地は，

空間配列の形式において共通している部分が多い。標準

設計的に大量の建物の建設を推進したためだが，このこ

とが，本公共空間研究にとっては都合が良い。共通した

空間配列と，そこでの場の使い方との関係に注目するこ

とで，場の特性とアクティヴィティとの関係を抽出しや

すいからである。この時期に建てられた団地群は，既に

建て替えの時期を迎えており，耐震性能の問題などから，

解体が進められている。つまり，団地を舞台として繰り

広げられる具体的なアクティヴィティを調査研究するこ

とは，年を追う毎に困難になっており，この時期にこう

いった視点で郊外団地に注目することには，それだけで

も意味があると考えた。

1. 2 公共空間への注目

団地をめぐる問題のなかで，最も特徴的なのは，団地

がそれまでになかった，独特の共同体を前提としている

ことである。規模的にも，集住している人たちのまとま

り方の面からも，独特である。団地では立体的に集合し

て住むことになるわけだが，その構成を実現するために

は，物理的構造的にも感覚的行為的にもさまざまな公共

空聞が必要であり，そういった場所の存在が団地らしさ

の一端を担ってもいる。また，いわゆる行政が直接管理

運営しているわけではなく，共同体の自治組合的な組織

が管理運営しているという状況も，今日の日本ではめず

らしく，郊外団地の中にある公共空間を，日本における

ノ、ーパーマス的な意味での公共圏文 4）として捉えること

が可能だと考えた。

1. 3 映画の中で描かれる団地

郊外団地における公共空間を考察するにあたり，膨大

な事例を相手に現地でのサーベイを行なう前に，郊外団

地の公共空間をどのように捉えることが可能なのかを整

理する必要がある。そこで，本研究では，団地が舞台と

なっている映画に注目をすることとした。映画というフ

ィルターを通すことで，団地の社会的なイメージの一端

を把握することが可能になると思われたし，団地での生

活が始まった頃から現代に至るまでの，通時的な変化に

ついても分析が可能になると考えた。

同種のメディアとしては，団地が舞台のマンガや小説

などを題材とすることも考えられるが，サンプルが膨大

となること，映画に限定しても分析的に検討するのに十

分な事例があること，アクティヴィティに注目するのに

もっとも直接的なメディアであることなどから，ここで

は映画に限って考察をする。

1. 4 使い方の提案

既に確認したように，ここでの目的は，郊外団地を舞

台として，屋外公共空間の特性と，そこで行なわれる具

体的なアクティヴィティとの関係を把握し，場所の使い

方に関する新しいアイデアを構想することである。最終

的には，分析の結果をふまえ，具体的な団地の活用のア

イデアをまとめることを目指す。また，アイデアの表現

方法についても，表現の内容にもっとも適した方法を試

みる。

2. 団地映画

2. 1 団地映画の概観

公団の団地が登場した直後である 1960年代の前半か

ら，団地はたくさんの映画の舞台になってきた。団地が，

その時代その時代の象徴的な風景を作り出しているとみ

なされていたからか，団地が舞台となっている映画の作

品数は少なくない。特に，都市部の一般集合住宅に混ざ

って建っているものよりも，郊外の自然の中につくられ

た割合と大きな規模の団地，つまり典型的な郊外型大規

模開発団地が舞台として用いられることが多い。

今回，分析の対象としたのは，表 2-1の全 27作品で

ある。対象となる作品の選定においては，（ 1 ）日本の，

基本的には首都圏の団地を舞台とした映画であること

（それ以外のものは，団地の社会的な位置づけが違うこ

とから，同列に並べて検討するには不向きであると考え

た） ' ( 2) ドラマなどは含まない（場所とアクティグィ

ティの関係について，映画程強く意識されていないよう

に思われた。また，必要以上にサンプノレが増える）' ( 3) 

「につかっロマンポルノ J系の映画は含まない（後述す

るが， ある特別なイ メージをもって，特定の時期に大量

の「につかっロマンポルノ J系映画が作られている） の

3点を条件とした。

2. 2 団地映画の変遷

団地映画には，はっきりとした時代毎の変遷がある。

およそ 10年毎に，団地の描かれ方，つまり団地の社会

的な位置づけは大きく変化している。（表 2ー1)

［繁明期］日本団地映画の察明期と もいえる 1960年代
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の作品では，ほとんどの場合，団地が新しいライフスタ

イルを象徴する器として描かれている。その新しさに対

してのスタンスは映画によって異なるが，それまでにな

かった「文化的なJ生活イメージを表現するのに，団地が

舞台として利用されていると考えられる。

※代表的な作品：『私は二歳』『団地・七つの大罪』

など。

［低迷期］それにつづく 1970年代は低迷期といえる。

実はこの時期は，「につかっロマンポノレノJ系映画の『団

地妻シリーズj がもっとも活発だ、った時代であった。団

地妻シリーズが作り上げた独特のイメージによる社会的

な位置づけに影響されたからか，団地妻シリーズ以外で

団地が舞台になっている映画は，見つけられなかった。

※代表的な作品・テレビドラマには『なぞの転校生』

一部の『ウルトラセブン』などがある。

［悲観期］ 1980年代は悲観期である。80年代の頭に団

地妻シリーズの製作はほぼ終わったものの，香里明期にあ

ったような新しいライフスタイノレを代表するような存在

として扱われることはなくなった。この時期，団地に向

けられているまなざしは，総じてネガティブである。団

地のような画一的な空間が，社会問題（事件）を起こす

表 2-1 分析対象映画作品リスト

No 映画タイトル 監督 制作年 備考

1 駅前団地 久松静児 1961年

2 団地への招待 1962年 宣伝用.. ~・

3 キングコング対ゴジラ 本多猪四郎 1962年

4 しとやかな獣 川島雄三 1962年

5 団地・七つの大罪 千葉泰樹他 1964年

6 大市民 和田勉 1966年 TVドラマ

7 私はニ般 市川島 1968年

8 ウルトラマンタロウ第21路 深沢清澄 1974年 TVドラマ
東京ニュータウン沈没

9 なぞの転校生 吉田治夫 1975年 TVドラマ

10 震える舌 野村芳太郎 1980年

11 ねらわれた学園 大林宣彦 1981年

12 遺書 根岸吉太郎 1982年

13 家族ゲーム 森田芳光 1983年

14 ゴンドラ 伊藤智生 1986年

15 無能の人 竹中直人 1991年

16 トカレフ 坂本順治 1994年

17 平成狸合戦ぽんぽこ iii畑’h 1994年

18 毎日が夏休み 金子修介 1994年

19 耳をすませば 近歳暮文 1995年

20 デジモンアドベンチャー 細田守 1999年

21 踊る大捜査線 本広克行 1999年

22 どこまでもいこう 塩田明彦 1999年

23 張り込み 篠原哲雄 2001年

24 灰暗い水のlitから 中国秀夫 2002年

25 ピ力安ンチ 堤幸彦 2002年

26 FRONTIER 宮崎淳 2003年

27 ピ力安食ンチ t是幸彦 2004年

という図式で描かれる場合が多い。

※代表的な作品：『家族ゲーム』『震える舌』など。

［懐古期］ 1990年以降から最近にかけては，割と牧歌的

な，思い出の場所として団地が描かれる。 s3 0ブーム

（昭和 30年代のムードを懐古するような流行）に代表

されるように，この時代のものに対する再評価が積極的

に行なわれるようになっていたこととも連動し，団地は

そういったムードの舞台として取り扱われる。理想的な

生活像ではないにしても，少なくともネガティブなイメ

ージで措かれることは少なくなって行く。

※代表的な作品：『耳をすませば』『ピカカンチ』な

ど。

こういった，映画での団地の描かれ方の流れからも，

商業映画としづ表現分野において，団地が，紋切り型的

に時代のムードを伝えるための舞台として活用されてい

ることは明白である。描かれ方においては，その時代の

ムードの影響を色濃く反映し，判りやすい形で，団地独

特のアクティヴィティが描かれていることが予想できる。

2. 3 公共空間の描写

団地映画での公共空間の描かれかたについて，具体的

に確認を行った。まず，対象とした全 27作品について，

図2ー1のような調査表を用いて，公共空間の描かれ方を

ピックアップしていった。ここでは，調査内容の全体を

紹介することは難しいので，一部を全体の概要とともに

紹介する。次章以降は映画一作品単位ではなく，一つ一

つの場面単位での公共空間でのアクティヴィティに注目

することになる。

一『団地・七つの大罪』：繁明期の代表的な作品である。

『団地』という新しい生活の器の特徴を，その特徴故

に起こってしまう七つの事件を題材にして紹介してい

る。（画一的で区別のつかない住戸，他人の家が覗きや

すい配置計画，機械＝エレベーターの故障で生活に支

障がでることなど。）

一『私は二歳』：市川昆監督の，団地映画というと必ず出

てくる作品である。新しい団地を舞台とした若い夫婦

の生活を， 2歳の子供の視点で描いている。特に，階

段室が地域コミュニティのための場として，あるいは

住宅のアクティヴィティがしみ出す場として活用され

ている様子が印象的である。

一『ウノレトラセブン』．ウルトラマン，ウルトラセブンシ

リーズでは，団地が舞台となることが少なくない。 21

話「あなたはだあれJでは，画一的で個性が表出しに

くいという団地的な性格を利用した，団地を主題とし

た作品である。

一『家族ゲーム』：団地での生活が，家族のコミュニケー

ションを壊す，あるいは団地という空間構成の特質故

に恐ろしい事件に巻き込まれる，といった物語の構造

可
』
ム

円ノ山】 住宅総合研究財団研究論文集No.32,2005年版



サンプルno 07 

映像世イトル 「私は二歳」

監督 市川昆

制作 。大映

制作年月日 1962年

該当団地

［肉容］

都内の団地に住むサラリーマン小川玉

郎と千代の問に一人の息子が生まれた。

子供の名前は太郎．

団地での子育ての日々が始まり、 4革k

な出来事を過して、太郎はすくすくと

r≪ってゆく．

やがて、一家は組母とともに一軒家に

移り住む． 家は太郎の病気怪我 ・

いたずらにふりまわされ、神経が休ま

る同盟もない毎日が繰り広げる．

サンプル no 。19

映像.yイトル 『耳をすませl;f.J

監督 近議喜文

制作 東宝配給

制作年月日 1995年

該当団地 !Ii!宕団地

［肉容］

明るく説書好きの少女、月島雫は両鋭・

姉とともに団地に暮らす中学3年生．

函都錦町貸出カードで度々名前を見か

けていた天沢聖司という少年と出会い、

次第に心ひかれてゆく．

しかし、中学を卒業したらイタリアへ

渡ってずァイオリン職人の修行をする

という聖司に、雫は自らの進路や将来

に伴、りを姐；える．

図2ー1 映画調査表サンプル

il 

05' 56” 騒ぎをききつけるとす〈’向かいの人が心配

して出てくる、つまり．何か問題が起きた

られて泣く太郎の戸をllllきっ ときは互いに気遣っている．部外者までも

けて向かいの奥さんと新1111屋 一知になって心配してしまう、なにか不思

が駆け寄る． 1甚な組組j憾の生じるll}.

07' 43’ 太郎が家の外へiJIないIllに玄 戸地ての庇のように、日附大工ができる空

2 1os・ 35“ l自に柵をつくる． 日iiは玄関先にしかない．外の広い共有底に

,,. 18 出て作業はしない．

一家族が玄関の前の踊り場、階段さえも所

有している．

25' 58" ｜棟のまわり ｜問の赤 何かあればす一ぐに飛び出す隣人たち（野次

3 126’36" 歩道 ちたところを牛乳座が抱きと 馬）．直線的に世立く歩道からはどんなに隙

めて耶舶きを得る．騒ぎを聞 れたところからもJが群れる保子はわか

きつけた住人が駆け集まる． る．

26' 58" 団地内の 上記の紘下事刊を、千代が子 日常的に近所の人に子供をf.llけている．緊

4 127' 56" 砂場 ｛院を見てもらっていた友人に 忽時でもすぐ駆けつけられる、つまり子供

ベンチ 告げに行く。 を il1ばせるlj~所も明師lに知らされた上で預

けている．屋外の公共l圏．

5 131 41" 麻悲のワクチンの効県がある 団地内公共サービスにおける、子供を持つ

齢療所 内に1昨訟を移してもらった方 家核独特のコミュエケーション．

がよい、との医師の古諜に、

麻務にかかった子供を太郎

に近づける

幽
1'45" IBI地入り口｜ コンビエ姉りに団地に住んで ｜時間ごとに使用する人の年代が変わり、い

階段繍 ，，、る友だちに会う．手を挙げ ｜つも<IIかがたむろしている場となってい

ペンチ ｜てあいさつ． ｜る．また、ベンチ下には掲示板があり、昼

夜、団地生活者のためのいろいろなh拘置が
交わされているのではないだろうか．

2 11 ・ 5 9" ｜団地共用階 ｜雫 fこんばんはJ

段 ｜おばさん『暑いわねえJ

雫はコンビニの袋を、近所の人はざるにト

マトを．お互いのプライベートが外にしみ

出している．団地内に住んでいることで、

運命共同体としての近所付き合いが哉され

ている．

3 12’3 1" ｜月島家

書斎と

雫‘帰宅．
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チ l lる．

84・52"1駐蛤場 ｜自転車を収納． 駐輪場はたいてい、屋般がかかっているだ

けのところだが、この駐輪場は線こそ引か

れていないが、自分の自転車 or自分の家

の領域、場所がある．

101s4’s s・ 1団地共用陪 ｜父 Iあ、こんばんはJ

段 ｜おばさん『おかえりなさい

すいませんねJ
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意外とコミュニケー・ノョンのとれるお而．

面と向かつては古いづらい吉報も自然と口に

でき、直接コ ミュニケーションがとれる ~1.

1219 9’3 3 .. I団地入り口｜ 雫が拠示板の前を泊る．

掲示板

fゴミ分別J Iフリーマーケシ卜」などなど

はり集まって住むだけあり．ゴミの分担，，

Ii、共通の耳I要事項．
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が，悲観期の映画の典型である。舞台となっているの

は，都心の高層型の団地であるが，湾岸の新たに開発

されたエリアで，後述の『ピカ食ンチ』とともに，郊

外団地的な性格を備えていると考えた。映画全体の中

では外部空聞が描かれている部分は多くはないが，住

戸外の夫婦のプライベートな密室空間として駐車場の

マイカーが用いられていることが印象的である。

－ 『耳をすませば』：聖蹟桜ケ丘の団地が舞台となってい

る。実写を元にして原画が作られていることもあり，

舞台設定の現実感は強い。悲観期までの映画が，映画

としてのフィクション性が強いのに対し，懐古期の団

地映画では，日常の一風景として団地が描かれる傾向

が強い。階段室を舞台としてコミュニケーションスペ

ースが展開している映画は少なくないが，ここでは，

階段の踊り場が住戸の拡張した部分として活用されて

いるのが印象深い。階段室の踊り場は，住戸の扉から

半層分の移動だけで得られるテラス状の場所とみなせ

ることに気づかされる。

一『ピカカンチ』：舞台は品川の八潮団地（映画では八塩

団地）。『家族ゲーム』と同様，都心に立地しているが，

六千世帯を有する巨大団地であり，郊外団地と同様，

外部空間でのアクティヴィティが密度高く描かれるこ

とが期待できた。子供たちが生活している世界が，団

地のエリアと一対ーで対応しているようにとらえられ

ている。

2.4 映画を通して得られる見方

前述した通り，本論考では団地映画を通して機能名で

は説明することのできない多様なアクティヴィテイへの

注目を目指している。ここで紹介したのはその一部だが，

さまざまな場所の使い方がピックアップできた。ある場

所の使い方に注目するとき，その場所が，ほかのどのよ

うな場所と関係を持っているのかどうかということが，

その場所の使い方の可能性を規定する。映画を通してみ

ることで，抽象化することなく，実際の人間のアクテイ

ヴィティを通して，いろいろな場所がどのように位置づ

けられているのかを確認することができた。

また，例えば階段室のように，時代を横断して，さま

ざまな異なる種類のコミュニケーションのスペースとし

て活用されている場が存在していることは，機能で場所

を規定することの困難さを象徴している。つまり，その

時の時代背景や，隣接している場所など環境条件の違い

が，あらかじめ規定された機能よりも，大きな影響をも

っていることが，映画を通してみることで，特に明確に

なったといえる。

3. 映画に見る団地公共空間

3. 1 団地公共空間の類型

2章で例として取りあげたような外部空間での活用方

法を，映画の内容や時代背景を考慮せずに，横断的に並

べ，映画を通して得られた公共空間の特性と，そこで行

なわれる具体的なアクティヴィティとの関係を整理した。

まず公共空間に関して 1）空間的分類， 2）概念的分類の

2つのカテゴリーに分類した。前者の空間的分類では，

廊下，道路など物理的な空間の中で，アクティヴィティ

のおきている空間について分析した。また概念的分類で

は，団地の公共空間を，住人同士の人間関係でつくられ

る概念的空間として細かなスケールに分けて分析した。

3. 2 空間的分類

空間的分類は，団地の建物内部の公共空間と，団地の

ランドスケープの公共空間との大きく 2つにわけること

ができる。またこの公共空間に関して，住人のアクティ

グィティを抽象化し図 3ー1のように接近，遭遇，拡張，

加入，征服（視線），疎通（視線）の 6つに分けた。

はじめに，団地内部の公共空間を取りあげる。まず映

画に登場する公共空間は，廊下や階段などの，動線空間

が多い。基本的にこれらの動線空間は，使う人がある程

度固定的であり，お互いが知人同士である。特に階段室

型の団地の階段室は，親密性が高く，階段ですれ違い，

挨拶を交わすシーンが映画全体を通して多くみられた。

また『大市民』では，多くの主婦が階段室に集まり， ト

イレットペーパーの受け渡しをしている。明らかに空間

的に人の密度が高いが，それ故エネノレギーのこもった空

間演出になっていた。そして階段室のアクティヴィティ

は空間の狭さ故か，スケーノレが身体的であり親密性が高

し、。

その他，階段室が個人空間のしみだしとして使われて

いる例もあった。例えば，お互いの玄関扉を開放して踊

り場空間を共有したり，同じく踊り場を日曜大工の作業

場として使うといったシーンである。

廊下では，会いたい人聞に高い確率で会うことができ

るため，待合せ，待伏せの空間として登場する。『キング

コングvsゴジラ』では，船で遭難したと思われていた

男に男の友人である女が，偶然廊下で出会う。住戸が密

室的で何をしているかわからない団地において，廊下は

都市で偶然知人に出会うような偶然性も兼ね備えていた。

階段や，廊下などの動線空間でのアクティグィティに

は，「接近」「遭遇Jのような動線空間であることを利用

した使い方や，個人空間のしみ出しのように空間の「拡

張Jがおきている場合もあった。この「拡張Jのように，

階段や廊下は，半個人的な空間としても使えるため，私

有化したアクティヴィティがおとることもある。

ヴェランダは，視線によるコミュニケーションの空間

である。団地のヴェランダは，人間にとって新たな視線

を獲得することとなった。ヴェランダでのアクティヴィ
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図3ー1 アクティヴィティ・ダイアグラム

ティは，一つは覗きであり，一つは視線による交流であ

った。まず覗きに関しては，数多くの映画で部屋を覗く

シーンがみられた。つまり覗きは，人間の強い欲望なの

であろう。覗きのようなうしろめたさはないが，野菜売

りのトラックが来たことに気づき，ヴェランダから見下

ろしてみたり，救急車やノ号トカーが来たときにヴェラン

ダから様子をうかがうといったようなアクティヴィティ

は，ヴェランダ特有のものである。また『どこまでもい

こう』では，覗きというよりは，子供たちの異性に対す

る興味から，自分の部屋の窓から向いの棟の部屋を見つ

めるというアクティヴィティがおこる。この映画では，

偶然，向いの部屋の異性が出てきて，目があったりする

のであるが，このような「疎通」ともいえる関係も団地

ヴェランダ特有のコミュニケーションである。このよう

にヴェランダでのアクティヴィティには，視線による「覗

き」「疎通」といったものがみられた。

続いて，団地のランドスケープ的な公共空間を取りあ

げる。ランドスケープは，空間的に広がりがあるため，

空間を大きく使うものもいくつかが見られた。

団地内の道路は，『団地・七つの大罪Jなどのシーンで

あったように，道路を閉鎖することでイベントをおこな

う広場となる。この場合，道路が舞台であり，団地のヴ

ェランダが客席という構成となる。道路＋団地＋ヴェラ

ンダの団地の空間が一体となって，お祭りを盛上げてい

る。

『家族ゲーム』では，普通なら道路空間の延長で考え

られる駐車場を，住戸の延長として使えることが示され

ていた。狭い団地の住戸の中では大事な話ができないこ

ともあって，駐車場に駐車している車を個室空間として

使用していたのだ。駐車場の私有地化，つまりアクティ

ヴィティの拡張が，ここでもおこっている。

『どこまでもいこう』では，団地のヴェランダ下の空

間を活用している。子供たちは，そこに彼等のための公

共闘をつくりだしていた。ヴェランダ下の空間には，ち

いさな体しか入れない。そこでは，子供たちの場所の「拡

張j がアクティヴィティによっておきていた。

『耳をすませば』では，団地の入口がコミュニケーシ

ョンの場となっている。この入口の周辺には，ベンチや

掲示板が配置されており，ベンチや階段の段に子供たち

が集まり，団地を訪問する人々を確認し声をかける。団

地全体に対してのチェック機構をになう場になっている。

ここは団地内部と同様の「接近」とでもいうようなアク

ティヴィティが起きている。

3. 3 概念的分類

は，

『団地への招待』で繰り返し発せられる

この時代に新しく登場したものでない。

「共同生活j

日本には長

屋における生活や「ムラ社会J的な意味での共同生活の

習慣があった。団地における「共同生活」の新しい点は，

上下左右に住居があり他者が住んでいるという点である。

圧倒的な数の人々が集中して同じ場所に住み顔をあわせ

ることは，日本人にとって新しい経験であり，このこと

は，生産をともなわない「トシ社会jの始まりであった。

そしてこの「トシ社会」的な「共同生活」という考え方

によって，個人空間，近隣空間，社会空間のそれぞれの

境界が暖昧になっていったのではないだろうか。

個人空間とは，団地の住戸を指す空間概念である。閉

じような住戸がくりかえして配置されるという空間配置

が，他者との差異化を難しくしている。近隣空間は，団

地敷地内の住棟同土の関係を指す空間概念である。そし

て社会空間とは，団地に対して社会がもっているイメー

ジを指す空間概念である。

まず個人空間に関しては，『団地・七つの大罪』におけ

る「O棟O号室の奥さんj という台詞が示す匿名性が象

徴的である。団地において，名を持たない個が存在して

いることを示している。人間関係が，個人でなく住戸の

位置によって表現されているのである。格子状で区切ら

れた箱の集合体である団地では，自分で自分の位置すら

空間的に認識することもままならず，お互いを記号で呼

び合うことで自分の位置を確認しているようだ。

近隣空間は，住む人々の微妙な関係で成立している。

『トカレフ』で，それまでは子供たちとともに仲良くし

ていた近隣の母親たちは，タカシの死後急に，タカシの

母親に対してよそよそしい態度をとる。この場合，母親

同士を引き寄せあっていた唯一のコネクシヨンは同じ歳

の子供をもっていることあり，それを喪失してしまった

瞬間に彼女たちの関係もなくなるのだ。その結果，タカ

シの母親の近隣空間での公共性が成立しなくなっていっ

た。
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表 3-1 映画シーン解説

団地・七つの大罪

ふたりの住人を乗せたエレ

ベーターが、 故障で三階と四

階の間でス トップ。尿意に冷

や汗を流す当事者逮をよそ

に、密室に閉 じ込められたふ

たりのあらぬ噂は、団地中に

広がり大騒ぎに。

私は二歳

目を降した隙に階段を登っ

てしまった幼い息子、太郎を

捕まえる千代。

火がついたように泣き出 し

た太郎の声を聞きつけて、隣

室の主婦 と新聞配達が駆け

つける。

家族ゲーム

高校受験を控えた次男の進

路について、駐車場にと めた

車の中で話し合う沼田夫妻。

狭い団地住まいでプライパ

シーの保てない沼田家では、

子供の前でできない話題は

車の中でされる。

耳をすませば

帰宅した雫の父親が、階段を

降りてきた住人に道を綴る。

狭いが故の譲り合いの社会。

「おかえりなさいjとい う挨

拶が団地での生活の共同体

のあいさつを示している。

踊る大捜査線

警視庁副総監誘拐犯が潜伏

する団地にパトカーがつめ

かける。日常の風景が瞬時に

騒然とした現場に変わり、住

人達が何事かと外に出てき

て、パトカーを取り囲み状況

を見守る。

どこまでもいこう
郊外7 ンモス団地に住む小

学校 5年生の悪ガキコンビ、

アキラと光一。盗んだヤクノレ

トを手に ヴェランダの下に

潜り込む。ヴェランダ下の空

間は大人の目から逃れ られ

る格好の遊び場。

張り込み

団地に暮らす主婦 ・スミレ

は、夫の出張中に訪ねてきた

刑事 ・吉岡に張り込みのため

部屋を提供する。

ヴェ ラン ダに椅子を出して

座りこみ、向かいの部屋双眼

鏡で見張る吉岡。

社会空間は，社会が団地に対して持っている印象に支

配される空間である。団地の印象は時代によって異なっ

ているのだが，例えば『大市民』で押売の格好をした左

幸子が 「（押売のような）パカな格好はやめなさし、」とい

われる台詞には，団地に住まうことに対するプライドが

示されている。団地がいつの時代においても，社会的に

特別な意味をもった空間であり 3 そのことが，団地内で

のコミュニケーションの形に大きく関わっていることが

予想できる。

3.4 空間利用の可能性の展開

団地公共空間の活用方法を横断的に考察してきた。空

間的分類では，公共空間を，アクティヴィティを切り口

にして観察し，概念的分類では，団地に対する社会的概

念から分析した。空間的分類では，人々のアクティヴィ

ティが団地のどのような場所や条件なら発生するのかと

いう ことを考察した。そして概念的分類では，さまざま

な空間のスケーノレにおいて，団地に対する社会的な印象

などについて考えた。

空間的分類では，空間のスケーノレあるいは親密性が空

間活用の面で大きく影響していることが確認できた。人

が集まっている空間には割と狭いところが多く，計画的

に用意した広場や公園に人が集まるようなシーンは，今

回分析対象とした映画にはほとんど出てこなかった。空

間的に開放的な道路や公園にはアクティヴィティは見ら

れず，むしろやや閉鎖的で人々の親密性が高まるような

場所の方が，人々が集まる場所として描かれやすい。道

路空間や広場などでは，普段は人々がおらず閑散として

いるのだが，一旦パトカーが来たり事件が起きたりする

と，その広い場所に人だかりができる。広場や公園のよ

うなスケールの大きな空間は，日常的に活用されるよう

な場になりにくく ，何らかのきっかけを元に，ちょっと

したイベントスペース的に活用されるようになるようだ。

概念的分類では，個人空間，近隣空間，社会空間の 3

つのスケールで考察を進めたが，それぞれの規模に応じ

た住人同士のコ ミュニティが確認できた。

4. 団地再生のアイデア

4. 1 アクティヴィティへの注目

映画を通して郊外団地の公共空間内での活動に注目す

ることで，既存の公共空間の空間的な特性が，豊かなア

クティヴィティを誘発する可能性をもっていることが確

認できた。そこで，映画を通して確認することができた

公共空間の特性と，それ故に実現するアクティヴィティ

との関係を利用して，これまで考えられてきていないよ

うなアクティヴィティ空間を具体的にデザインしていく

こととした。

同じ場所をデザインする場合においても，機能名称、に
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翻訳をした上で，その名称のために必要十分な状況を整

えるようなやり方と，そこで起こってほしいアクティヴ

ィティを想定しながら，それを想起する，あるいは受け

入れることのできるような状況を作り上げようとするよ

うなやり方とでは，引き上げられる問題のタイプが大き

く異なる。どちらの方法がデザイン手法上有効であるの

かを考えることは，不毛である。いずれにしても，計画

した通りに，その場が活用されることはなし、からだ。し

かしながら，今日の建築家の職能が，（機能を全うするた

めの）「もの」をデザインするという水準を越えて，（そ

こでおこる）「こと jをデザインするような方向に向かっ

ていることを考えると，直接，アクティヴィティと空間

の特性の関係に注目をすることを通してデザインするこ

とを考えることが，建築の新しい可能性を広げていくこ

とが予想できる。

団地に限らず，多くの公共的な空間（建築）では，最

低限の機能を全うすることができていて，その上で特段

の問題が発生しないということが，その空間を評価する

上での基本的なスタンスとなる。その場の持つ豊かさ（こ

こでは，いろいろなアクティヴィティが誘発されるきっ

かけの豊富さ）がその建築の評価すべき内容として注目

されることはきわめて少ない。この論考では具体的なア

イデアを考えることによって，この問題の重要さを再確

認すると同時に，場の豊かさを評価軸とすれば，今日，

取り壊しを目前としている団地にも，ポジティブに評価

しうる側面が少なくないことを表明することが可能にな

ると考えた。

また，ここでは，公共空間の特性と，そこでおこるア

クティヴィティとの関係を，より明確に伝えることので

きるアイデアとすることを優先したため，改修として実

現可能なものもあれば，まったく荒唐無稽なものも含ま

れることとなっている。

4. 2 具体的な提案

アクティヴィティを発生させるきっかけとすることが

できるように，場の特性を極端化するようなアイデアと

なるよう検討を重ね，以下のカテゴリー別に整理し， 28

アイデアに絞り込んだ。（表 4ー1 28のアイデア参照）

A／ヴェランダ下：もっとも団地的な建築構成部位である。

特にヴェランダの下の空間は，ある種の余剰空間とし

て，たまたま生まれたものだが，独特のスケーノレ感や，

家の下という位置（しかも，上の家からは見えない）

から，さまざまな使用法の可能性が広がる。日常のち

ょっとだけ裏側にある秘密の場所のような，子供が親

近感を持ちやすい場の特性を備えている。スケーノレ感

的にも，不特定多数（今大人）の侵入を拒否できる。

A-1は「児童館」と名前をつけることで，場の意味を

変えるアイデアである。A-2A-3では，掲示板やロッ

カーを用意することで，実際に起こっているアクティ

ヴィティをデザイン的にフォローした。

B／広場：隣棟間隔を確保するためのスペースは，団地コ

ミュニティのイベントスペース的な活用法が可能とな

る。団地と団地に挟まれるという構成上の特徴から，

各住戸が観客席的な位置となるし（特にヴェランダ側），

同時に，建物への入口にも面していることから，イベ

ントスペースとしてのシンボリックさを得ることも可

能である。

B-1は，広場部にあらかじめステージ的な部分を用意

しておくアイデア， B-2は，特別な機能を，もった車

が来ることで，さまざまなイベントスペースに変貌す

ることを表している。

C／廊下 ：片廊下型の場合，廊下は住戸にとっての前面道

路的な場となる。当然，車が通る心配も無く，ある限

られた人たちだけの場所でもあるため，下町の路地空

間のような，コミュニティに聞かれた場としての特性

を備える。ちょ っとしたしつらえを追加したりスケー

ルを変えることで，無機質な動線空間が濃密なコミュ

ニケーションの場に変容しうる。

C-2では，路地的な場の居心地を向上させるための設

備（イスなど）をつくりつけ， C-3は，必要に応じて

幅をひろげられる廊下だ、ったらどうなるかを描いた。

D／階段 ；階段室型の団地では，階段を共有するのは，わ

ずかに 8～10戸の住戸である。階段室の入口に扉をつ

けるだけで，コレクティブ、ハウスのビルディングタイ

プとみなすことも可能なほどである。このような，プ

ライベートな家の延長と見なせる公共的な場の存在が，

郊外団地における公共圏の展開のきっかけとなってい

るのではないだろうか（例えば，住戸の拡張スペース

として用いられる踊り場部分など）。階段室型はバリア

フリー的にネガティブであるという側面が強調される

ことが少なくないが，アクティヴィティの可能性を広

げるという意味では，大変重要な場所でもある。

D・lでは，階段室の入口に扉をつけ，さらに階段踊り

場を拡張して部屋を追加することで，全体としてコレ

クティブ、ハウスに変えている。 D-2は，階段を舞台と

したコミュニケーションを残すため，団地解体後も，

階段室のみ残すというアイデアである。

E／玄関 ：今回のアイデアのカテゴリー中，唯一の住戸側

に所属するスペースである。団地においては，戸建の

住宅地などの場合とは異なり，玄関は，不特定な人た

ちが通行する場所に面していない。つまり，玄関に期

待されるバリアーが，相対的に低いものとしてとらえ

ることができる。そうなると，玄関や玄関前のスペー

スは，住戸にとって単に通過するための場所ではなく，

何らかの活動の場所として活用しやすくなる。

E・lでは，隣家と買い物などを分けやすくし， E-2で
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はさらにそういった活動をしやすくするため，玄関ス

ペースを広げている。 E-3は，上記とは性格が異なる

アイデアである。 ドアの個性化により，アクティヴィ

ティが活性化することを目指している。

F／場の共有：ある空間が住戸と住戸に挟まれているとい

う構成は，住む人たちに，その空間を自分たちのプラ

イベートな場として認識させる。隣棟間隔の上空も，

二つの住戸で挟まれた，二つの住戸のためのスペース

として見なしうる。またヴェランダは複数の住戸が面

する特別な場所で，もともと避難などでは複数の住戸

がシェアする ことを前提で計画されている。

F-1では，隣棟間隔部分は，その空間を挟む 2つの住

戸の専有部として活用している。また F-2では，ヴェ

ランダを皆で共有することで，スポーツのための広が

り（長さ）のある場として活用している。

G／駐車場：住戸単位で所有する場が，建物の外部に分散

的に存在している。駐車スペースが個室的な場として

活用されうることを考えると，分散配置的な住戸形式

（個室が散在している形式）と見なせる。ここにはさ

まざまなタイプの個室を追加することが可能であり，

住戸としての多様化が図れる。同時に，住戸と公共空

聞が極限まで近接した関係をとることとなり，公共空

間側にとっても，その場でのアクティヴィティが変容

するきっかけとなる。

G-1では，駐車場を個室化しやすくするための設備を

用意している。G-2,G-3は，周辺の車や人の視線から，

自分の車を守るためのアイデアである。G-4では，さ

らに多用途での活用を目指し，インフラを整備してい

る。

H／アプローチ：郊外団地においては，アプローチ周りの

スペースが，公共の空間でありながら，個の関わりを

許容する場所であり，そのことが，郊外団地の公共空

間の特徴を生んでいる。団地のもつ，無機質で均一な

空間感と対比的に，アプローチ側おいては，いろいろ

な場で，少しずつ個が表出しているのである。この表

出を計画することで，アプローチ空間のアクティヴィ

ティが格段と高められることが考えられる。

H-1は，公共エリアを住人たちで区分所有することで

多様で、楽しい屋外空間をつくりだすアイデア。 H-2で

は，道のみならずマンホールや植え込みの木々に個々

の名前をつけ，愛着の感じやすい場としている。

｜／エレベーター：エレベーターは日常的な移動で使用す

る場所でありながら，その中にいる時には，動かずに

じっとしている。目的の階に至るまでは，ある種の個

室性をもった場となるわけである。

I-1は，個室としての利用をしやすくすることで，エ

レベーターの意味を二重にしようとするものである。

J／その他：どのカテゴリーにも属さないもの，あるいは，

複数のカテゴリーに関わるものを「その他Jとしてい

る。「のぞき」という団地全体の区間構成が誘発する状

況も，その他とした。

J-1は，団地の平面形状が変わることで公共空間の空

間体験が大きく変わることをねらっている。 J-2は，

各住戸の立体的拡張。（覗きで所有している空間を目に

見えるかたちで所有） J’4は団地内の歩道橋を観客席

的に活用するというアイデアで，このような活用が可

能な場所は，他にも多い。

4.3 公共空間をデザインすること

公共空間でのアクティヴィティをデザインしようとす

ることは，その場でのアフオーダンスをデザインしよう

と試みることに近い。完全なアフオーダンスをデザイン

することはかなり難しいことだと思われるが，その「き

っかけ」をデザインすることは可能なのではないだろう

か。もともと郊外団地が備えているのは，公共空間とし

てのハードノレの低さにあると考えられる。このハードル

の低さ，つまりは，個が関わることを受け入れる寛容さ

を積極的に引き出すような「きっかけ」を作り出すこと

が，郊外団地がそなえている公共圏的に人々が積極的に

関わるような公共空間をデザインすることとなるのだと

考えた。

4.4 アイデアの表現方法

ここでは 28のアイデアに整理したが，案の数を限定

せざるを得なかった一番大きな理由は，アイデアを動画

的に表現しようとしたからである。直接のアクティヴィ

ティに注目したアイデアは，平面的な表現によって，そ

の内容全体を伝えることが難しい。平面的な図を言葉で

補足するようなことも考えられるが，ここでは，より直

感的に内容をとらえられるようにすることを目指し，フ

ラッ、ンュムービーを用いた，動画的な表現を試みている。

（表 4-1 C-2. 1～C-2.4 ローカフェ参照＝フラッシ

ュムービーの中から， 4コマを紹介している）

5. 分析

5. 1 機能の場所と実践の場所

映画の団地空間に注目することで，機能的な検討では

見出せないような公共空間の可能性を見つめてきた。そ

こで確認できたことを基準として，前章では空間におけ

るアクティヴィティをアイデア化することを試みた。こ

れらのアイデアでは，映画に出てきたアクティヴィティ

にー工夫加えて，場所の使われ方の新しい可能性を示そ

うとしている。

場の空間的な定義（何に使う場所であるかを機能で表

わすこと）ではなく，そこに関わるアクティヴィティに

注目して場を考えることを「実践の場所」と呼びたい。
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機能を全うするためのデザインの完成度が高いと，その

機能以外のアクティヴィティが生じることは期待しにく

い（「機能の場所」）。機能的な意味での完成度が低い，あ

るいは，時代遅れになってしまったことより機能的にズ

レてしまったような場が団地には多い。そういったある

種の元長性の高さが，多様なアクティヴィティを生む可

能性を広げる。

『団地への招待』では，団地内に用意されている機能

や施設などをうまく利用すれば機能的に不足のない未来

の生活，言ってみれば「近代的な暮らしj ができると説

いていた。しかし，いさ、使ってみるとそれらが使いにく

かったり，または時代にあわなくなり使えなくなってい

く。『団地への招待』の製作された 2年後に登場した『団

地・七つの大罪』では，団地生活の中で起こる事件（ア

クティヴィティ）をモチーフにして，きれいごとだけで

はすまされない近代的な暮らしを滑稽に描いている。『団

地・七つの大罪』では，基本的には団地での生活を社会

的な視点で批判しているため，空間についてというより

は，人間同士の関係について批判していた。しかしいく

つかのシーンでは，団地生活における「機能の場所」が

「実践の場所Jとして活用されている様子が見てとれた。

回想シーンではあったが，エレベーターの中の秘め事な

ども団地のエレベーターの密室性ゆえの「実践の場所」

といえる。．

『団地への招待』がつくられた頃の団地の計画では，

住民の生活が団地敷地内で完結できるように，さまざま

な機能的な場所を団地敷地内に配置している。例えば，

初期の団地では団地敷地内にスーパーが用意されていた。

しかし，近隣に別の大型店舗が増えたことなどによって，

スーパーの閉鎖が余儀なくなり，計画されていなかった

場所が残る。そうしたプロセスによって「実践の場所」

としての場が形成されるのである。

そうしたプロセス以外にも団地内の公共空間が実践の

場所として使われている例は少なくない。階段，廊下な

どの動線空間は人々が集まって話をする場として，機能

を越えた使われ方をしていることが確認することができ

た。住民の「機能の場所」（住戸など）と他の住民の「機

能の場所」（例えば，他の住人の住戸，スーパーなど）を

結ぶ団地の公共空間，廊下，階段，道路などが，「機能の

場所」以上の，あるアクティヴィティを実践する場所と

して映画では描かれていた。

またこれとは逆に，「機能の場所Jとしての公共空間に

人がいないこと（機能していないこと）を利用して，個

人的な空間をつくりだしている映画のシーンも見られた。

『家族ゲーム』の伊丹十三と松田優作や由紀さおりが大

事な話をする際に，駐車場にある車を居室として使って

いるシーンである。素直に考えると，これは，団地内の

居室が狭く大事な話ができず，それ故仕方なく駐車場の

車を利用してそこを個室化するということである。とこ

ろがこの空間の構造を見つめると，＜機能していない（＝

人のいなし、）公共空間にゆく＞→＜プライベート性を獲

得しやすい＞→＜一方，その場は（大概）団地から見ら

れる＞→＜シェノレ化して使用する＞と読み替えることが

できる。つまり，駐車場（＋車）は，団地の居室の一部

として扱われており，機能しなくなった場所を何らかの

アクティヴィティによって「実践の場所」とし，改めて

場を創出したのである。さらに，団地室内で、行っている

行為，例えば最もネガティブなアクティヴィティの一つ

である，覗きとしづ行為も，この非・機能の場所である

駐車場においても可能である。

5.2 公共固としての郊外団地

まず，団地における公共圏について考える前に，郊外

に住まうということについて考える。「郊外」は，いつで

も都市の周縁に位置しており，郊外に住まうということ

は，都市から遠いことと引き替えに，緑豊かな生活がで

きるという印象を与えてきた。そして団地は，ほとんど

の場合郊外に建てられるものとして計画され，緑豊かな

生活を実現するものであった。それ故郊外団地は，一つ

のあこがれの場であった。しかし時代を重ねることによ

って，そういった夢は遠のいた。郊外団地は，これらの

印象の変化の過程をもって成り立っているのである。

映画における公共圏は，時代の表象としてあらわれて

くる。 60年代は，団地はポジティブに捉えられ，主婦の

活躍がみられる映画が多かった。消費材などを共同購入

してみんなで、分け合ったり，保育所やクリーニング施設

の設置を要求したりするような，主婦によるコミュニケ

ーションの場として団地内のさまざまな場所が活用され

ていた。ところが 80年代に入ると，そういった主婦の

コミュニケーションが描かれることはほとんどなくなっ

た。むしろそれ以降の団地に住まう主婦に見られるのは，

近隣に無関心な，コミュニケーションのない関係である。

60年代に主婦が活躍していた団地の公共圏は，触れては

いけない問題であるかのように，全く扱われなくなった。

それとは対象的に，団地に住む子供同士の公共閣は， 90

年代になって団地映画で多く見られるようになった。実

際の団地に住む子供たちが団地内で活発に遊んでいるか

否かは別として，彼等は空間的にも，コミュニケーショ

ンにおいても，団地の中を縦横無尽に使っていた。

60年代にみられた主婦による公共圏は，時代に支えら

れていたといえる。「郊外」が夢の舞台だ、ったから，主婦

が意気揚々と団地内外で活躍していたのである。この時

の公共圏は，公民館や公園などコミュニケーションのた

めの機能の場で，主婦たちのアクティヴィティによりコ

ミュニケーションの場として機能していた。また主婦が，

団地内に引きこもることもせず活発に活動していたため，
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団地内に人的ネットワークが張り巡らされ，何か事件が

勃発すれば，すぐにウワサが団地内に駆け巡っていた。

主婦の活動を中心として，団地内に公共的な場が発生し

ていた，とみることができる。

子供は，団地内のいたるところを公共圏的に活用する。

子供は，大人が鴎躍するようなところにも入っていく。

独自のスケール感覚と常識にしばられない自由さによっ

て，場の新しい活用法を見いだすのだ。団地のヴェラン

ダ下での密談や，向かい合っている棟のヴェランダ同士

でのコミュニケーションを可能にする。団地の外に出れ

ば，緑豊富なランドスケープを走り回ったり，ちいさな

ベンチでおしゃべりをしたりして，彼等なりの公共圏を

つくりだしている。建物を計画する側の意図とは無関係

にその場の可能性を引き出し，意外な公共圏を創出して

いるのである。
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