
第１３魔ファーニッシングとセット・アップ１６］

一つのセクションに見える．

小さなギャザリソグもまた一つのセット・アップによってアコモデートされ

ることがある．

もし，組象合わせ式ソファー

が使われると，それは対角線状

のう垂一ス・フォーメーショソ

か二つのエレメントかのどちら

かを提供する．この部屋のもう

一つの角には別のクラスクーが

アレンジされて，テレビを見た

り会話がなされたりしている．

そうして二つの別z《なフェー

ス・トゥ・フ柔一ス・モデニＬ－

ルが提供されるが，そのクラス

ターはまた一つのシングル・フ

垂一ス・フォーメーシヨンに使

われることもある．

（写其はエドワード･ポールの

隈瞳による.）

レストランでは，より大きな

ギ.1,ザリソグがアコモデートさ

れる．各テーブルはそれぞれ一

つの小さなフーース・フオーメ

ーショソによって占められるこ

とになっている．

ﾘｰジ副ンには，さまざまな

用途のサーフニスがあり，時に

よっては．小さなサイド･パイ。
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サイド・エレメントをアコモデ

ートするテーブルもある．

セット・アップはまた，すべての度合いの複雑さのハブもアコモデートする．

部分的なハブは，核の外側のゾーンにデスクまたはカウンターをプレースす

ることによってアコモデートされる．このデスクやカウンターは，そのリージ

ョンの中の‘Mj川譜のためのスペースまたはシードにI、していあ．

‐ ､ ､Ｌ、地色ｎＬＬｎｑ裸L，､恥、、虹、迅虹ｎＬｎ，企ＬＬＬ，心、巳■巳粘、

眼

§

言

一方の端にステージまたは演壇が，もう一方の端に観零席がある公会堂には，

もっと大きなハブが確立されるかもしれない．あるいは，光全に発達したハブ

がセット・アップされること！)あぉ．
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識

これまでセット・アップについて述べてきたことをふり返ってみると，オー

プンではあるがビルトされた場所のコンポジションについて，ある結論に達す
ることができよう．

●● ● ● G e ● ● ●●●●●ＣＯ●●q①b●●●● ● ● ● ● ● ● ●

まず第一に，いずれのコンポーネントも一つだけで現われることはない．

１人の人は，ただ一つのロケーショ

ンをセット・アップすることができる

だ けである

あるいは，いくつかのロケーション

がクラスタ－されて，一つのエレメン

トを形成することもある．そのエレメ

ントのサイズはいろいろである．

Ｖ-形のフェース・トゥ・フェース・

セット・アップあるいはＬ‐形のセット・

アップが碓立されることがああ．ある

いは，３辺，４辺，または多辺の核がセ

ット・アップされることもある．

八

八●八
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1６４１ 露川部ピルト・テリトリー
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そのような複数の核はインターセク

ションとともに，あるいはインターセ

クションなしにセット・アップされう

る．

一つの核は，一つのリージ副ナル・

エレメントの中で，またはそれに面し

てセット・アップされうる．そして人

は一つのハブの一つのセクション，半

分のハブ，完全なハブ，ああいは円形

のハブ戎アレンジすあことができ為．

八八ｎｎ

ｎｎｎｎ
ｎ八

q､。

/~）これらの外側のゾーンはセクシヨン
ｎされ，サービス，パーキングなどを提

一、供するためのモデユールや核で雛えら
１れる．

■

ザ～こ
つ

Ｌ
－〆

第二に，次第にエレメントをセクションやゾーンに加え入れ為単純なフォー

ミュラによって，あらゆるセット・アップのコンポジションを表わすことがで

きる．

つまり，ｘ佃のロケーションは単純なエレメソトを形成し，ｘ個のそのよう

なエレメソトは一つのモデュールの中のコンパウソド･エレメソトを形成する．

ｘ個の弧または辺は一つの核の，iii純なフェース・トゥ・フェース．フォー

メーシ罰ソを形成する．

ｘ個のエレメントおよび核枇，一つのギ･ヤザリングの核を形成する．

ｘ個のエレメントは２番目の，ああいはリージョナルなゾーンにブセソブル

され，ｘ個のエレメントはこのゾーンを越えて観客のためのサラウソドに現わ

れる‐
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したがって一つのセット・アップは，単純でも，きわめて複雑でもありうる．

実際，あるものは複数のギャザリングやハブから成る．そしてラインから間仕

切りに至るまでどんなバリヤーやバリヤーのコンビネーションもそのセット・

アップのロケーションとモデュールを，セクションを，そしてゾーンを分離す

ることができる．しかし簡単のために，あるセット・アップの複雑さについて

四つのレベルだけを考えて染ることにしよう．

レベルＡ（エリアーarea）は，ロケーション・サイズから小さな核のサイズ

までの大きさの一つのセット・アップであって，人によって占められてい

ないリージョンである．

レベルＢ（ペースーbase）は，一つの核または１セットの核のためのロケー

ションを提供する一つのマルチ・エリア・セット・アップで，リージョナ

ル・アソシエートを提供する一つのリージョンである．

レベルＣ（コンパウンドーcompound）は，一つの核，人食の一つのリージョ

ン，そして観客の一つのゾーンを提供する．

レベルＤは，インターセクションによって分離されている複数のギャザリン

グまたはハブのための，より複雑な一つのセット・アップである．
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鰯１４軍

ビルト・エリアまたは部屋

（BuiltAreasorRooms）

スペースはまた，ライン，カーブ，フェンス，壁，その他の物理的柵造物に

よってもマーク・オフされる．これらのスペースの範囲内で，セット・アップ

がロケートされる．

より低いレベルのオーガニゼーシヨソでは，ピルト・ロケーション，ビルト・

モデュール，ピルト・エリアを見ることができる．これらはしばしば部屋であ
スーツ

る．しかし，一連になった部屋（suite）やレジデンス（residence）では，複数

のエリアが一緒にビルトされてベース（base）を形成している．そして複雑な

ビルディングでは，エリアやベースのコンビネーションが一緒にクラスタ－さ

れてい為．ビルディングはまた，外側のボーダーまたは周辺地帯を持っていあ．

櫛造全体が一つのプロパティー（propcrty）である．



観客のエリア，ウェイティング・ライン，いろいろなロケーションへの通路

は，ラインやバリヤーによって区別されるだろう．

1６７

マーク・オフされたスペース（Marked-offSpaces）

さまざまなレベルのスペースはしばしばマークされているが，それらのスペ

ースは壁によって隔離されてはいない．これらのスペースはピルト・スペース

のより大きなコンフィギュレーションのポーションをなす．

プレイング・フィールド（playingfield）では，たとえば，ロケーションま

たはモデュールがマーク・オフされていることがある．そして，コート（court）

やブレイング・フィールドそれ自体が，ラインでマーク・オフされる．

訳
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ファーニチュアのパーツやクラスターもバリヤーとして役立つ．

椅子の肘かけは一つの例である．

そしてソファーの肘かけや背もたれ

もそうである．

円形に並んだ椅子の宵，あるいは方形に置か

れたソファーは．核をマークする．

諒簿毎
国画一－－一夕凸角ﾀｰや、■

■

｢

､望目角

昂

、

観客が使うサラウンドに並ん

だ，列になった椅子の背もそう

である．
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そのようなスペース，バリヤー，セット・アップのコンビネーションによっ

て，モデュール，ゾーンあるいはそのｌｌｉｊ方が確立される．

ここでは，セット・アップは

一つのモデュールである．

ここではゾーンをなしている．

ここではモデュール状で

あり，かつゾーン状でもあ

る‐

§

咽裡ｈ

§

！

iNNNNSNNNt…

w灘i謹慈蕊

睡曲函鱗
3F..』.、山Ｊ１柵

ＮＩ帥ﾅ．



魁

第III部ピルト・テリトリー

壁と部屋のディヴィジョン（WallsandtheDivisionofRooms）

ここまではオープン・スペースについて記述してきたことに注意しよう．こ

れらのスペースは，人☆に相互作用をさせ，ラインやバリヤーを横切って見る
●●｡●ﾛ●●●●●● ｡●●●●●■｡｡●

ことを許すものである．しかし，一つの-ヒット・アップがオーーガニゼーション
●●p●●●●●●●●●●●●●●●Ｇ●■●●

のあらゆるレベルで分離され仕切られることがある．

一つのロケーションが仕切られることがある．

あるいはいくつかのモデュールのクラスターが仕・切られることもある．

雲 主た 一つの小さなモデュールや｡…．,

■ｑ
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1７１

一つの核または小さなリージョンが仕切られて，一つの部屋のサイズのエリ

アを形成することがある．

『q,

rnq

一I▽

'･蝿

大きなコートもそうである．
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第１‘1章ピルト・ニリア室たは部脆

一つの小さなコートが仕・切られて，一つの部陵を形成することがある
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．
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繰評
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一つのギャザリング・スペースとそのリージョソが仕切られて，一つのベー

スのサイズと復雑さをもつ部屋を形成することがある．

同様にしてコンパウンド・ハブも，シアターやスタジアムを形成することが

できる．

したがってわれわれはサブ･ルームおよびレベルＡ（エリア)，レベルＢ（ベ

ース)，レベルＣ（コンパウソド）の部屋と，そしてまれにレベルＤの部屋につ

いて話すことができる．工秘は一つの例である．

ビルト・スペースには．ふつうは二つがコンビネーションで現われるが，２

随類の一般的クラスがあることに注意しよう．



鯉Ｍ童ピルト・ニリァ室たは部屋

その一つでは，モデニールと

エリアはラインや低いバリヤー

で分離されており，人為ばその

ラインやバリヤーを欄切って見

たり聞いたりすることができる.

これらのピルト・スペースはサ

ービスを提供したり，パフォー

マンスを上演したりするために

催われる．

もう一つの棚類では，別人の

エリアやペースが仕切られてい

る．したがって人とは互いに見

ることができない．その人との

スペースはプライヴ鰹一トなも

のである．この場合，その別な

のエリアやベースは特定の専門

化したファンクションを持って

いる．この写真はそのようなア

レソジメソトを建設していると

ころである．

1７３

‐マーク・オフされているスペースの種類を見直して承れば．これらのアレン

ジメントを思い浮かべる助けになろう．

核のスペース（NuclearSpaces）

部屋の中心には，“o，，スペースがフェース・フォーメーションを提供して１，，

る．このスペースに人とは視線や声をはめ込む．オープン・ペースやコソパウ

ンドでは，核全体が一つのステージまたはコートである．

中心の参加者は，．‘p'，スペースが規定している．フェース・フォーメーショ

ン・スペースでは，これらの参加者は中心に向いている．ワーク・エリアやサ



１７４ 砿川部ピル１，．テリトリー

一ビス・エリアでは，人盈はリージョンに向いているかもしれない．パフォー

マンスの場所では，中心の参加将たちは，どんな風にも向いたり，あるいは核

全体の中を動き回ったりするかもしれない．

ﾌｪｰｽ･トゥ･ﾌｪｰｽのセット･アップのコーナーでは,"ｑ，，ｽベｰｽ

が見られる．これらのスペースはまた，一つの核の中のシートの背にも現われ

るので，人凌は自分の椅子を後ろへ動かして会話をしたり，核に出入りするこ

とができる．

リージョナル・スペース（ReRionalSpaces）

あX>部屋では，“r"ゾーンはマーク･オフされ，仕布，トイレット設備，睡眠，

ストーレジ，通過のための物とスペースの四つのモデュールをホールドする．オ

ープン・ペースおよびコソパウンドでは，リージョンは，パフォーマンスをサ

ポートする人為のためにマーク・オブされる．仕切られたベースやコンプレッ

クスでは，リージョンは居住者のための部屋やアパートメントを含んでいる．

“s，,ゾーンは，カスタマーのためのサービスや観審のためのパフォーマンスの

オープン･プレースを占めている．仕切られたペースやコンプレックスでは，“s”

ゾーソはストーレジまたはオープン・グラウンドのために使われる．

トランジット・スペース（TransitSpaces）

これまで述べた参加者たちのスペースは，静的なそれである．スペースはま

た，人,tが動き回れるように提供される．

核の“o”スペースを横切るトランジットは，リヴィング･ルームのようなセ

ツ1,．アップに現われるかもしれない．“q”スペースは，人凌が“o”スペース

またはコートにはいれあように，エレメントの間に現われ為．テーブルの回り

のセッティングでは，“(l”スペース妹椅子の後ろに現われるので，核の参加者

たちはテーブルの前の椅子を占めたり，去ったりすることができる．
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トランジット・スペースはまた，核とサラウンドの間にも現われることがあ

る．そして“t御スペースはリージョンとサラウンドのエレメントをインターセ

クトすることがある．“t"スペースはサラウンドの外側にあり，観窓がかたまり

(congregate)，サービスを利用したり，所持品を置いたり，観客のゾーンに入

ったり去ったりすることのできるようにしている．
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第15章

プロノマティー

（Properties）

プロパティーとは，１人の個人，パートナーシップ(partnership)，またはオ

ーガニゼーショソによって作りあげられ，マーク・オフされ，所有される土地

の１区画（parcel）である．

一つのプロパティーの中には，一つ以上の部屋が核としてピルトされる．リ

ージョンも作られるだろう．ペースの中では，サラウンドは一つのヤード(yard)，

またはグラウンドのセットであるが，都会のプロパティーでは消失する．コン

パウンドも同様に作られ，空間の第３のゾーンを提供する．

ここでは，このようなビルト・スペースを単にスケッチするだけにしよう．こ

れらの鮮細は別の著醤に述べてある・．

．シエフレンとアシニクラフト（Schenen＆Ashcraftl975)．



魂１５歳プ戸パティー

エリアのレベルでのビルト・プロパティー

(BuiltPropel･tiesoftheLevelofArea）

1７７

農家のコテージ，一部屋しかない学校や教会などは，核の中に単一のメイン・

エリアだけがピルトされているプロパティーである．このメイン・エリアの回

りに，一つのリージョンがフェンスで仕切られ，．動物や機械のために，あるい

は学校の場合にはプレーのために使われる．農地，樹木の茂った土地，その他

のオープン・スペースのサラウンドは周辺に現われる．そして全体の周辺地帯

は伝統的に，フェンス，生垣の低木，イi鞭，その他の目に見える柵遺物でマー

ク・オフされている

ベースであるプロパティー（PropertiesthatareBases）

現代のレジデンスはペースのレベルのブロパティーである．

ふつう，二つの核となる部屋と，北ヨーロッパの住居では核にセントラル・

ホールがあ為が，セントラル･ホールは２０世紀のアメリカでは淵失しようとし

ている．アメリカでは，セントラル･ホールはフォワイエ（foyel･＝ロビー）と

して名残りをとどめるが，リヴィング・ルームとダイニング・ルームにとって

かわられ，今ではこれらの部屋が存を迎え，相互作用をホールドするのに使わ

れている．

それ以外の部屋は，そのベースのリージョンに現れる．レジデンシャル・ベ

ースではキッチンとベッド・ルームがその例である．他のリージョナル・ルー

ムとしては，パントリー，ポーチ，ランドリーなどのスペースがああ．コマー

シ･1．ル・ベースでは，リージＩナル・ルームはオフィス，ストーレジ，フフ･イ

リング・ルーム，洗面所などとして現われ為．

ベースの核およびリージ罰ンはポラリティー，すなわち，オフィシャルなオ

リエンテーションの方向がある．
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qもn△』

■4

古代エジプト，ギリシア，ロ

ーマ，シリア，中岡の家屋の核

は，セントラルなオープン・コ

ートであった．このアレンジメ

ントは，今日でも温暖な気候の

土地ではそのま童残っている．他

の部屋はこの核に向かって中心

に向いている．

北ヨーロッパの家屋や，寒冷

な気候の地方にある現代の家屋

は，一階にカバーされた核を持

ち，窓は，これらの部屋が外向

きにリージヨンに向かって開き，

そのプロバティーの周辺の，あ

るいはそのボーダーを越えたあ

らゆるオープン・スペースの展

望を与えるように作られている．

ベースのレベルのプロパティーは，互いに壁で分離されているゾーンを含ん

でいる．サラウンドは，その正面がパブリックなディスプレーのために整えら

れていても，バッファーとして，そしてストーレジの場所となっている．人女

は･ﾘ･ラウンドを使うが，｛別『や他む||的のために使うのではない．外側のプロ

パテベー・ラインはサラウソドの周辺の回りにある．

ペース全体は一つのゾーナリティ（zonality)を持っている．１階建てのベー

スは２次元でゾーナルであり，数階建てのベースは３次元でゾーナルである．

‐一つの完全なベースでは，サラウソドまたはヤードはすべてのサイドに現わ

れる．凝縮された場合や軒統きの家の場合は，サイドのサラウンドは消失して

いる．したがってベースは部瞳の一つのモデュールである．



蛎１５章プ声パティー 1７９

プロパティーは，少なくとも理論的には，まだ別のゾーンを持っている．そ
●●申●●p●●●むむ●●●●｡●■●G①●●｡●●●●●●aeO●

の雌も外側の周辺地'111;には，リL知らぬ人女が通るためのゾーンまたは-･対のト
●●●●丹 ■● ●

ランジットがある．しかしこの“t”は，所有者にJ:って公有地としてりjけ渡さ

れ，プロパティーの後ろの狭い通路や，プ戸パティーの前の歩道や街路になる．

複雑なコンパウンド・プロパティー

(ComplexandCompoundProperties）

サラウンドが，観審や，カスタマーや，使用人や，動物などのためのクォー

ターを提供するために作りｌそげられている場合，プロパティーはベースよりも
腹雑である．

古い城や，ヨーロッパの大邸宅やシャトーはレジデンシャルな例である．核

は入り道，謁見の間または大ホールから成っていた．リージョンは，王室の個
室とプライヴェート・スペースを含承，サラウンドは奴隷，動物，貯蔵物のた
めのクォーターを提供していた．似ているがしかしオープンな例はスタジブム

で，これも古い椛造物である．このような１階建てのハブ様のプロパティーを
コンパウンド（compound）と呼ぼう．

同じような祷造物が古代ギリシアや戸一マにも現われてはいるが，モテルや

ホテルは複雑なプ戸パティーの現代の例である．核は，ミーティング･ルーム，
ダンス室，そしてたぶん充店の加わったロビーでああ．リージョンは，客やレ

ー温腫なった郁歴

ジデンツのための復数の部屋，スーツ，またはアパートメントからできて
いる．サラウンドは，ストーレジ・エリア，メンテナンスおよび管理のスペー

ス，そしてふつう，土地とパーキング設備を含んでいる．ホテルやモテルでは，
リージョナル･スペースはエリアである．アパートメソト・ハウスの場合妹，各た
が・つのベースである．

コンパウンドは，カレッジの方庭を囲んだ建物や中庭のあるパレスの場合の

ように中心を向くことがあり，あるいば，セントラル・スペースは閉まれてい

て，アパートメント・ハウスの場合のようにトラソジットの場所に他われあこ

ともある．これらの柵進物には，プライヴァシーの勾配があって，パブリック・

ルームは前面の街路に近いところにあり，プライヴェート・ルームは後ろ側に
あるというようになっている．



１８Ｃ 認Ⅲ部ピルト・テリトリー

マルチ・ビルディング・デイヴイジヨン（Multi-BuildingDivisions）

これまで述べてきた三つのレベルのそれぞれにおいて，核，リージョン，サ

ラウンド（レベルＣ）は，単一のビルディング，あるいは何か直接に隣合った

サテライト・ビルディングのあ為メイン・ビルディングに組碓入れられている．
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しかし，プロパティーのあるものは，複数のメイン･ピノレデイングから成り，モ
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のそれぞれが独自のサラウンドとトランジットのゾーンを持っている．

ハウジング・プロジェクトと

ショッピング・センターは，適

当な例でああ．

カレッジ・キャンパスやイン

グストリアル・プラントもそう

である．

まとめると，すべてのプ戸パティーは，レベルＩと呼ぶテリトリーのオーガ

ニゼーションの一つのレベル，すなわちプロパテォーのレベルにあるというこ

とができる．そこで汝のような四つの･ﾘ･プレベルにまとめることができる．


