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鰯６章関係性とオリニソテーシコンの場 R１

にオリエントさせ，ユニゾソ（Lmison）（"u"）関係をホールドしている．この

３人はしたがってフェース・トゥ・フェース・イソヴォルヴメソトにおいて“ｖ,’

関係をホールドしている．両端の人も“v"関係にある．内側のペアはそれぞれ

の体を，ユニゾソ，．・アクショナルまたは“u，'関係にホールドしている．

それぞれの関係のユニットは，コネクシ甑ソで椛成されている．

たとえば，ここに描かれた関

係のユニットは，体の部分の相

亙共通なオリエンテーションと，

手と手，視線と視線，話すこと

と聴くことという三つのリンク

で形成されている．

関係のユニットがホールドされている間に，リンクのコンブイギュレーシヨ
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８２第１部オリエンテーションのテリトリー

ソはシフトしたり変化したりするかもしれない．

だから，上に描かれた関係の

ユニットは，一瞬の後にはこの

ようになる．

触党的タイは形成されていぁ

が，視線と話のリンクは断たれ

てしまっている．

関係のユニットもまた，一つのグループのメソバー間の，多くの同様な関係
●

の一つにすぎな',､．
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だから，上の寧真で，変化す

るコネクションをホールドして

いた人たちは，また同時に他の

関係もホールドしているのであ

る．

そしてこのような関係もまた，

時間を追ってシフトし，変化す

為だろう．

そういうわけで，上の関係の

コンフィギュレーションは，一

瞬の後にはこのようになる．



鰯６章関係性とオリエソテーショソの場 鵬

したがって，一つのグループの人☆の間に存在する関係の合計が，その人狗

の関係性を作っているといえよう．簡単にいえば，一つの関係性は襖数の同時

発生的な，シクエンシャルな関係から成るということである．

ある一定の種類の習慣的関係について，サプユニットの順序がどうであるか

を知っていれば，その関係がいつ始まりいつ終わるかがわかる．だが通常は，こ
のことを確かめねばならない．

ある場合にはそれは怖単なことである．正確にIiilじ瞬間に，参加者全員が向

きを変え，ある体の部域を互いに向けてオリエン卜させ，コネクションを形成

し始めるような場合である．しかし別の場合には，．･ポジション(co-position）
あるいは相互的ポジシ劃ソの確立は同時的ではない．

ここでは１人が向きを変え，

視線をホールドし，待ちながら，

注意をひくべくシグナルを送っ

ている．

するともう一人は向きを変え

てそれを了解し，リンクをシェ

ア する

ポジショナル・ユニットは，最初の体の部域がオリエンテーションをとる時



8４ 鍬Ｉ部オリエンテーシ唾ソのテリトリー

に始まり，そのコンフイギユレーシ量ンの股後のオリエンテーションがシフト

し，中止された時に終わるということができよう・・

関係性も同様の方法でフレームされる．参加者たちはいくつかのオリエンテ

ーションのコンフィギュレーションをホールドしながら，別会の関係を同時に，

シクエンシャルに変えてゆくかもしれない．しかしあるポイントで自分たちの

オリエンテーション，リンク，タイ関係をすべて急にやめてしまう．
●●●●●●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●●●●由白●●●●●●

関係性のユニットはこのようにして参ｶﾛ者たちの体と，その人々が関係のそ
●●●●●●由白● ●●●｡●由●●●●●｡●●●●●●

のシークエ:ノスを形成し中止することとによって構成される．

次に示すのは，この空間的・時間的にもつと大きな，関係性のユニットを表

わす図式である．

関係性Ａ

関係１関係２関係３

その中でいろいろなコネクションと体の関係とのある特定のコンフィギュレ

ーションが発生しうるこのような時間のユニットを，特定することができる．

形成され，しばらくの間ホールドされるコネクシヨンのどんなセットも，そ

のイヴェントの中の一つのステップをなしているといえよう．そして，形成さ

れ，しばらくの間ホールドされる，体の部域の関係は，そのアクティヴィティ

ーあるいはイヴェントの中の一つのフェーズをなす．後に第II部で，人灼があ

る特定のポジションをホールドし，動き回ったり，違うポジションをとったり

するまでのステージについて述べよう．

また，進行中のイヴェントにおける空間のサブユニットも区別することがで

きる．

・ケソドンとマクミラン（Kendon＆McMillanl973)．



鮒６厳関係性とオリエンテーションの場

同時発生的関係のコンフィギ

ュレーション全体の''１の一つの

ニッチ（niche）においては，あ

る一つのユニットがホールドさ

れている．別のユニットは別の

ニッチで進行しているのである．

オリエンテーションの場（OrientationalFields）

綿

要約すると，一つのイヴェントはさらにいくつかのエレメントに分訓するこ

とができる．すなわち，ポジショナル・ユニットのシフト，またはそのイヴェ

ントの「ステップ(steps)｣，そのようなシフトのシークエンス，またはそのイ

ヴェントの「フェーズ(phases)｣，そしてそのイヴェントの「ステージ(stages)」
である．同じフォーメーション（formation）にホールドされた（第II部参照）
そのイヴェントのフヱーズの数は，いくつでもよい．

しかしすべてのイヴェントは，イヴェントのより大きなスケジュールのillIi朋
内で発生する．このスケジュールは，ある場所で，ある特定の日に何が起こっ
たかによって範囲が定められる．次に，すべてのサイトでのすべてのイヴェン

トは，ある特定の俄例の中で発生する．そしてその慣例やその他すべてのこと
｡●●｡●●●

は，一つの社会の中で発生する，というJくうなく．あいである．そこでの蛾も大
●●●●●●e●白●●●｡eG■●｡●●■●●●●｡●●●●0●｡●

きなイヴェントは，その中で発生するすべてのイヴェントのコンテクストを形
成する．

別の言い方をすれば，関係性のユニットは，（１）その構成成分，（２）その空
間的．時間的な全体のケシュクルト，（３）その’より大きなコンテクストのシ

ステムの中で占めるスロット，によって範囲が定められる．これに基づいて，あ
る関係性が認識され，窓味を付され，判断される．

オリエンテーションの空間的・時間的ユニットは人含のクラスクーの中で発



8６ 鮒Ｉ部オリエソテーシａソのテリトリー

生することが多い．そうして，人女の輪が一時形成され，そしてこのクラスタ

ーによって範囲が定められるスペースの内部で，複数のオリエンテーションの

関係および行動のユニットが発生する．

しかし時には，オリエンテーションのスペースが，アセンブルした人為の領

域を越えていることがあり，また時にはオリエンテーションがアセンブルした

グループに浸透することもある．アセンブルしたグループのスペースについて

は第II部で述べる．注意すべきことは，オリエンテーショナル･スペースと，ア

センブリー・スペースは関係はあるが同じではない，ということである．

さてここで，オリエンテーションの場の話に入ろう．オリエンテーションの

場とは，その人間のアクティヴィティーまたはイヴェントを櫛成しているすべ

ての関係性の中で発生し，同時発生的かつシークエンシャルなオリエンテーシ

ョンの関係のすべてから成る，空間的・時間的に相互依存的なコンフィギュレ

ーションのことである．

オリエンテーションの場は，何か特別なイヴェントのために発明されるので

もなければ，スペースとシークエンシヤルな変化のランダム・パターンでもな

い．そうではなくて，オリエンテーシヨンによって範囲づけられるスペースは,
●●●

■●●

その特別な文化的伝統の中の，その種の関係性の中の，その種のアクティヴイ
●●●●

ティーにおける，人々 の間で使われるスタンダード・パターンに合致する．し

たがって，同じ場が，ある特定の社会の中で，時間や世代や場所を次為に変え
て形成される．その伝統と社会のメンバーは，これらのパターンとプログラム

を学習し，必要な場合にはそれに従い，例としてそれを伝え，そして死ぬ時に

それから去る．

したがって，オリエンテーションの場はある程度は天文学的場に似ている．赤

い巨人（赤色巨星）がその中に「生まれ」落ち，死に絶えて白い小人（白色綴

星）になる．しかしたとえその参加者が変わっても，空間的・時間的構造は残

る．オリエンテーションの場は人間に，銀河系あるいは太陽系よりもずっと広
い範囲のヴァリエーションとマニピュレーションとを許すが，それぞれの柵合
で順序は維持されているのである．
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第ＩＩ部

フォーメーションとサイト

（FormationsandSites）

これまでは，オリエソテーショナル・スペースおよび関係のスペースという

ものが，あたかも，体の部分または部域しか持たない人友の間の空中をただよ

っているかのようにiIFいてきた．しかしすぐわかるように，これらのスペース

は床や地面の上の‘フケーシ劃ソ(locatioI,)を占める人とによって形成されてい

る．突際，人＊のクラス謀リングそれ自体が，オリエンテーションによって境

界をマーク・オフされるスペースとはフォームもサイズも違う種類の要求また

はテリトリーを，マーク・オフしているのである．

人女が形成するクラスクーを記述するために，ケソドン（Kendon)の「フォ

ーメーション(formations)」という語を使おう．このようなフォーメーション

は，ソロ・ロケーシヨソ（sololocation)，枇列，縦列，円，四角その他の幾何

学的な形から成る．そしてこれらは「サイト(site)」と呼ぶスペースを占め，回

りに境界線を引く．このスペースに面して，あるいはその回りや，中で，ある

砿の人間のアクティヴィティーが起こる．参加者のオリエンテーションほこの

サイトの中で，あるいはそれを横切ったり越えたりして動く．

ここでは比較的オープンな場所，すなわち砿やファーニッシングによってオ

ーガナイズされていない場所でのフォーメーショソとサイトとを重点的に記述

することによって，どの.l:うに人友が体をポジショニングし，スペーシソグし

て，テリトリーを形成するのかを見て象よう．その後，第III部で，ファーニッ

シングや壁あるいはその他のバリヤーによる空間的アレンジメントは，人凌が

オープンなスペースで使うフォーメーションをどのようにコピーしているかを
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見てみたい．

跡II部フォーメーシ皿ソとサイト

●
0
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餅;７章

ソロ・サイトまたはソロ・ロケーション

（SoloSitesorLocations）

ある人が１人だったり，他の人をごく少数しか含まないあるグループ．アク

ティヴィティーに参加している時，その人は時間的にどの瞬間にも，地面また

は床のスペースの約１平方メートルまたは１平方ヤードを占めている．このよ

うなソロ，または単独のアクティヴィティーのサイトを｢ロケーション(locations)~
と呼ぼう．

ロケーションをデフアインする（DefiningaLocation）

k-スペース（Thek-Space）

比較的じっとしている時，成人１人の体は(体の各部域をそれぞれ１８×18×

１８インチとして）およそ４立方キューピットを使う．したがってこのスペース

は約1.5×１．５×6.0フィート，あるいは約０，５×0.5×２ヤードである．このス

ペースには一般名がなく，またこのスペースは一つの定数なので，これを「k‐

スペース（k-space)」と名付けた．
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露11部フォーメーションノーサィ）

非常に密に混鍬合った中では，１人

の人が大きなスペースを要求したり使

ったりすあこと紘できないかもしれな

い．その人は体の前に腕を曲げたまま

でいなければならない．腕や脚を広げ

ることはできず，比較的じっとしたま

までいなければならない．

ふつう，1人の人は，かなり密な混

み､合いの''1でも，肘の空間，脚の空|Ｈ１，

そしてジェスティキュレートしたりポ

スチュアを変えたりしうるだけのスペ

ースを持っている．通常，少なくとも

24インチのｷｭｰピｯﾄ･ｽぺｰｽが

利用できる．

蕊;蕊慧 撫

ミ
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ロケーション・スペース（LocationSpace）

混み､合いの度合いが低い条件では，１人の人は自分の体自体に必要なスペー

スよりもかなり大きなスペースを要求することができ，ふつうそれが許される．

オープン・スペースでのギャザリン

グ（gatherin底）では，1人の人の両側

にラテラル・スペースができる．この

スペースがおそらくｋ-スペースの大き

さであろう．この写真で注意してほし

いのは，人と人との間に約１ヤードの

スペースがあるが，各人がこのスペー

スをシ誤アしていることである．各人

はまた，自分の前後にもそれぞれ少な

くともｌキュービットのスペースを持

)i綱&》k，蕊蕊

卯

ｇ
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鮒７軍ソロ・サイト室たばソ戸・ロケーション

っている．

ロケーシ劃ソはｋ－スペースの少なくとも４倍の大きさであることが多く，そ

の人は隣りの人のロケーションに立ち入ることなくどの方向にも足を踏承出し

たり体をのり出したりできる空間的余裕を持っている．

プライベートな場所でのシー

トでも，同じだけのスペースが

利用できる．椅子の肘かけやソ

ファーの両端のＰケーションが

その例である．

いうまでもなく，戸ケーショ

ンもまた，時間的にどの瞬間に

おいても，いくつかのオリエン

テーションのマグニチュード，デ

ィプロイメソ１，，そしてシステ

ムを持っている．

、サマー《Sommerl969).

ある場所におけるスペース（SpaceinaPlace）

しかしここでは，上記のような見方でボディー・スペースを見ようとしてい

i蕊雲蕊‘
L

１
．
１
’

、
ｑ
ｑ
ｂ

ロケーションについて検討する際，二つの枠組承を難地にすることができる．

もし１人の個人に焦点をしぼり，そしてその人がどこへ行くか，どのように生

活しているかということを中心に考えるならば，その人がいつも一つのボディ・

スペースを持っていることがわかる．その人は死んだ後でさえそのようなスペ

ースをホールドしている．４乱きているうちは，その人はポータブル・テリトリ

ーを持ち歩いているということができる．このような兄方から「パーソナル・

スペース」とか「スペース･バブル」（体を包む泡空間の恋）というような言葉

が出てきたのである*．

蝋
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ロケーションとパーソナル･スペース(LocationsandPersonalSpace）



躯 第Ⅲ部フォーメーシ:ガンとサイ｝

るのではない．まず第一の関心は，ソーシャル･スペースの関係と場である．記

述しようとしているのは，１人の人がああ特定の場所でのああ緋定のギ.',ザリ

ングに使うスペースである．このスペースはその場所にあるべきものである．も

しある人がその場所を去るならば，その人はそのロケーションを持ち去ること

はできない．そのスペースは，その人が立ち去る時に消滅するかまたは誰か別

の人に引継がれ』るかのどちらかである．もちろん，その人がしばらくして戻っ

てきて，再びそのスペースを占めることもある．

したがって，ここでの使い方では，一つのロケーションとは，いわば空間的
●●●●●●●O

な一つの「ホール」（穴）である．それは１人の人が使うことのできる，童たは

使ってもよい空間の分け前である．そうすると，ロケーションというものは，そ

れがどのようにデフプインされる（範囲づけられる）かによって決まるものだ

ということになる．

ロケーションはどのようにマークされるか(HowaLocationisMarked〕

ロケーションをマークする一つの方法は，それを占めることであり，そうす

ることによってそれを一つの社会的に意味のあるユニットとすることである．

密度が低い時には，あるグループ・アフェアの参加者たちは，ポジションを

シフトしたり，持ち物や赤ん坊をホールドしたり，腕を動かしたりするのに十

分な空間のエリアを，各人が持てるように，互いにスペースをとり合う．

鰻 N

、門生，'nmP冒配1ＩＦいふ

$、

Ｋ

蝿
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この写真は，会話をしている

入念のクラスターでのスペーシ

ソグを示している．各参加者間

のスペースはある程度シェアさ

れていあが，肌文化されてはい

ないルールが，グループのメン

バーを拘束して，彼らの間にあ

る，目に見えない一つのライン

を横切らないようにしている．ア

フィリエーションが密接な場合

や，その場所のコンディション



魂７歳ソロ・サイト雲たはソロ・ロケーション 鵬

あるロケーションは時によっては空

のスペースであることもある．なぜな

らそれは，ふつう習仙的にある特定の

人に使われたり，ああ特定の役目のた

めに使われたりするからである．そし

てロケーションはまた，何か個人の持

ち物でマークされることによって，リ

ザーブされうる．

によって，例外も生じうるだろ

う．

血
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ロケーションのいくつかの様相（SomeFeaturesofaLocation）

オープン・スペースのロケーションの境界は，テリトリーを聯砿するという

習慨と，そこを占めている人がその場所です為動きとによっての承範囲づけら

れる．しかしながら，後に見るように，ビルト・スペース（第III部参照）では，

ロケーションは物理的な境界によってマークされている．

ロケーシ閏ソがああ人または何かのファーニチュアで占められている時，オ

リエンテーションがどうなるかはロケーシ副ソによってきまるだろう．
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秘ＩＩ部フォーメーションムサ･イト

;蕊

一つのロケーションで，もしそれを

占める人が自分の体の部域を違った方

法でオリエン卜させれば（第４章，第

５章参照)，複数の同時発生的なオリエ

ンテーションが発生するかもしれない
蕊

1

躯

識１，

ある１重ケーショソには，時間的にどの瞬間にも，一つのデイプドュイメントが

ある．

第３章で，どのようにして1人の人が一つのロケーションで違ったポジショ

ンをとることができるかを記述し，体のいろいろな部域は，立ったり，すわっ

たり，枇になったりする時に遮ったぐあいにディプロイされることを指摘した．

実際これらの違いを図式化したので，読者はいつでもその図式に戻って染るこ

とができよう．しかし．デイプロイメントについて語る時には，それ以上のこ

１
１

h品

あるいはまた，第６瀬で述べたよう

に,一つの両ケーションにはjli-のオリ

エンテーションしかないかもしれない．

この写真では，一つのロケーション

が椅子と人の両方で占められている．そ

のそれぞれが単独の，かつ似たような

オリエンテーションをしている．
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とを戒べているつもりである‘

ああ人が自分に割り当てられたロケ

ーションで一歩前に踏染出ると，向か

いの人友にもっと近寄ることになる．こ

れは度合いの糊いｲｿヴｵﾙグﾒﾝﾄ

の間に起きろ．

あるいはまた，ある人がn分のロケ

ーシＩンの一ﾉの側へ体を傾け，それ

によって,その側にいる人のほうに，そ

の逆側にいる人に対してより近寄るこ

とがある．このデイプロイメントはア

フィリエーシ翌ンで使われる．

NＳ

9局
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煎店紳凹
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①Ｇ●●●●●●●旬ee●●

ロケーシ畠'ソのアロケーション（allocation)は，ステータスや役割といった

j:うなことに雌づいてきめられる．

■●

ａ

ａｎａ■ａ ａ Ｑ ａ

ＯＯＯＯＯロ

ロＯＯ
Ｏ

Ｃ）

このアレソジメントは儀式的なアク

ティヴィティーやパフォーマンス，ケ

ームなどの場合に，われわれに最も明

白に兄えるものでああ．フットボール

のフォーメーショソはその適当な例で

ある．このフォーメーションはワンセ

ットのフォーメーショソの一つである．

その中に，クイトエンド，クォーター

バックなどのためのセット・ロケーシ

ョン（setlocation）がある．

しかしこのようなオーダーはまた，イソフォーマルなグルーピングやアクテ

ィヴ.fティーにおいても，同じように広く見られるものである．

たとえば会話のためにアセンブルし

た人之の輪の中で，柵し手，そしてエ

キスパートやスペシ･1,リストの人☆に

は，特別のロケーションが割り当てら

れる．そのロケーションは他の人燕の

ものよりも大きい．それは前方に他の

人盈から少し距離があり，円の中央へ

向けて少し距離があり，というぐあい

である‐

空間的・時間的ユニットとしてのロケーション

（TheLocationasaSpace-timeUniO

オリエンテーションとディプロイメン1,,そしてロケーションのアクション



第７章ソ戸・サイトまたばソ牌・画ケーシヨン
醜

ﾄ説，有限な持続時間を持つものである．それらはそのアクティヴイテイーのス

テップやフェーズで開始され，終了される．

ロケーションもまた，ある持続時間を持っている．それはそのアクテイヴイ

ティーのあるステージに引継がれ，アロケート（allocate)される．そして放棄

される．

ﾛ

ある人がどのようにロケーションを使い，この中でどのように動き回るかを

観察し，また同様に他の人,きがどのように互いに相手のロケーションの外にと

どまっているかに注意すれば，ある特定のロケーションの大きさと持続時間と

を測ることができる．

そのような測定結果はフィート，ヤード，メートル，そして時計時で記録で

きるかもしれないが，ここではそのような正確な数字を扱うことはしない．そ

のかわりにロケーションのマグニチュードといういい方をしよう．ある人が１

人で，静的アクティヴィティーで動作をしている時に使うロケーションをマグ

ニチュード１とする．１人の人があるI』ケーシ罰ソで無造作に手足を伸ばして

いるような場合がマグニチュード２である．その人が動きＩＩ１１ると，もっとマグ

ニチュードが大きいということになる．

あるロケーションの様相のそれぞれは，コンテクストによって変わる．それ

らの槻相はコミットメントのその時の度合いによって変化すあ．
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その場所のコンディションもまた，あるロケーションの特徴を決める．そこ

が非徽にさわがしい場所ならば，人火は近僻り合うだろう．そして非常に混承

合うことになあ．

もっと大きなコソテクストもまた，あるグループ・アクティヴィティーにお

けるスペースのア戸ケーションを支配する．文化的伝統はその適当な例である．

密接なインヴォルヴメントのシチュ

エーションでは，オリエンテーション，

アクション，およびIコケーシコソのサ

イズはある特別のキャラクターを持つ

だろう．ここに示すような非常に密接

なインヴォルヴメソトにおいては，２

人の人が単一のマグニチュードのロケ

ーションをシェアしている．しかし，イ

ンヴォルヴメントの度合いの低いシチ

ュエーションでは，各人が一つずつロ

ケーションを使うだろうし，人女の間

にはｌまたは２ロケーション・サイズ

のスペースが保たれていあであろう．

L,

蝋
画IENNVm

、
！

L’

密接なアフィリエーションにある人,常

もまた，マグニチュードｌのロケーシ

ョンに一緒に寄り集まる（crowd

togGther)だろう．知らない人どうしは，

もしそうする空間的余榊があるならば，

ｎ分たちの間に，それぞれ少なくとも

ｌキューピット，また雑一つのロケーシ

ョン程度のサイズのスペースを置くだ

ろう．

9８

§

h



第７章 ソ ロ ・ サ イ ト ま た は ソ ロ ・ ロ ケ ー ション

イギリス人，イギリス系アメリカ人，

アメリカ黒人は，伝統的に比較的大き

なスペースを占める．この人六はかな

り親密な会話をしている時でさえも，

もし空間的余裕があれば３６インチ以上

離れて立つ．

しかし，地中海地方の人衣や東ヨー

戸シバの人造は，もっと近づいてグル

ープする傾向がある．それに伴って１

人１人のロケーションはいくぶん小さ

くなっていあ．

鵬
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そしてラテン・アメリカ人は，それよりももっと近い距薙に群がる（huddlG

together）傾向がある．

キューバ人の男は，隙かな，混皐合わない場所で話す時でも１８インチしか離

れないで立つようである．この距離では，グループの各メンバーのロケーショ

ンはもっと小さくなる．

どんな文化的伝統の範囲内でも，アクティヴイテイー，密度，ノイズ．レベ

ルなどに対して適応がなされるが，しかしそのようなヴァリエーションは，そ

の特定の伝統の文化的規範から，そしてその規範内で生じるものである．
申自●be●●●巳●●｡●●●●●●●●F由■■●●●g●■●●●

したがって，ある一定のロケーショ：/のフォームとサイズを記述しようとす
● ●●p●●●●● ●●●●●●｡■ゅ●●●●●巳母●■由●●●●●●

る際には，コンテクストのいろいろな1/ベルに関して記述しなければならない．

たとえば，もしあるＰケーシ副ソが

(1)．蹴っている１人の男性成人で占め

られていて，（２）親密なアブィリエー

シ」ソの人と一緒ではなく，（３）会摘

の中で発話していて，（４）そこが岬か

な，混象合っていない部屋で，（５）イ

ギリス系アメリカ人蓑たは黒人アメリ

カ人の伝統の中でのことであったら，

そのロケーションは約１ヤード平方の

広さで２ヤードの高さがあるというこ

とができる‐


