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エリアのレペル

ベースのレベル

コンパウンドまたはコンプレックスのレベル

－複数のディヴィジ強ンのレベル

’

鉱15章プロパティー



1８２

第１６章

ラージ・テリトリー

（LargeTerritories）

プロパティーの間やＭりには，大衆一般に使われるすきまのようなトランジ

ット・プレースがある．それに加えて，土地の大規模な区画は政体の所有であ

るかもしれない．アメリカ合衆国では，そのように伝統的なレベルの四つのレ

ベルを区別することができる．それらについてこの歳で述べる．

またその他に，蝿界はどちらかというとはっきりせず，その{I:征は法律によ

って許されているとは限らず，大衆に知られてさえいないかもしれないような，

大きなテリトリーのディヴィジョンがある．それらのうちには，工業団地や，
ｴｽﾆﾂｸ･グループ

民族集団のテリトリー，職業的，知的運動のテリトリーなど力：ある．

’



第１６章ラージ・テリトリー 1鯛

パブリックなインタースティシヤル・プレース

（PublicandlnterstitialPlaces）

プ戸パティーをシティー・ブロックや土地のセクションにクラスターさせる

ことがよくある‐

ビルディングとビルディング

の間には狭い通路がある．ブロ

ックとブロックの間には歩道と

街路がある．これらもまた，ピ

ルト・プレースであり，トラン

ジットやコングリゲーション

(ＣＱ血夢亡呂ation)のための場所で

ある．
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これらのトランジットは，公共のルールに従う者にとってはオープンである．

これらのトランジットに沿っ

て，田舎の，レジデンシャルな

ネイバーフードにあるプライヴ

ェート・プロパティーのヤード

(またはサラウンド)が現われる．

しかし，コマーシャルな区域や

1.『庁街では，街路や歩道に沿っ

てプロパﾃｨｰのｻﾗｳﾝドが

作られる．これらは半公共的な

場所で，カスタマーや観客など

の人きがそのオーナーの期待に

沿った行動をすることを示すな

ら，入ることのできるような場

所である．
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1８４ 露Ⅲ罰ピルト・テリトリー

ランド・ディヴィジョン（LandDivisions〕

プロパテイーはより大きなランド・デイヴイジヨンの中にある．このような

ディヴィジョンを「レベル11のテリトリー｣，すなわちランド･ディヴィジョン

のレベルと脂定しよう．ここでもサプレペルをアイデンティフプイし，弔前を

つけ，記憾のためのコード化をすることができ為．アメリカでは，土地のレベ

ルは次のようにオーガナイズされている．

公匝

レベル１１．Ａ．

ネイパーフードまたは
セクション
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レベルIＩ．Ｃ・

カウンティーおよび
ラージ・シティー
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レベルⅡ．Ｂ・

タウンザタウソシップ，
バラー，スモール・シティー

レベルＩＬＤ・

州，国，および他の
ラージ・ディヴィジョン

／
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－Ｌ~‐



漣１６童ラージ・テリトリー １８５

植民地時代のアメリカや南北戦争時代の北部連邦諸州では，これらのランド・

ディヴィジ副ソは個人やグループに寄剛されたり売却されたりした．

農民は６‘10エーカー，すなわち１平方マイルから成る土地の１セクションを

売り渡されることが多かった．アメリカの歴史の他の時代には，そのような(土

地の）海剛は，１/４セクションか1/１６セクシ罰ソ（４０エーカー）であることさ

えあった（それにラバ１頭)．

股近では，一つのセクションは，あるシティーの中の一つのネイバーフード

(neighborhood)を含んでいることが多い．ワード，選挙区，保健所などは，独

立した行政機関というよりはむしろタウンまたはシティーの機関のサブ・ディ

ヴィジョンであるが，一つのセクションは独自のワードや選挙区や保健所など

を持っている．したがって，セクシ劃ソとそのネイバーフードば，あるエリア

のロケーション，そしてあるプロパティーの中のエリアにいくぶん似ている．

植民地時代のアメリカでは，ダウンとタウンシップは，特権を持った個人ま
グ舜一プ

たは団体のｌＬＩ稲渚に対し，面積20～４０平方マイルの小区画，すなわち20～４０セ

クシ罰ソとして与えられた．その人為はこれらの小区画をゾーンに配侭した．村

の共右草地またはスクェア（square）は，このレベルで一つの“o”スペースを

なしていた．このオープン・スペースはパブリック・ビルディングのスクェア

でとり囲まれ，あるエリアの“p､，ゾーンによく似ている．リージョンはドゥエ

リソグ(dwelliI1g)と屋外の樹木の茂った土地または股地というサラウンドから

成っていた．今日では，これらのユニットは都市自治体であることが多い．都

市化されていれば，サラウソドはイソグストリアルであったりパークランドで

あったり，荒地であったりする．

大きなランド・デイウベジ罰ンもまた，今ではふつうある程度，カウンテイ

ーや州によって幡理されている．

他の大きなテリトリアル・ディヴィジョン

（OtherLargeTerritorialDivisions）

インステイテューショナル・ドメーン（InstitutionalDomains）

時によってば，宗教機関が土地のあるディヴィジ副ソの中で，プ戸パティー

の実際のホールデボングをはるかに越えて力や影響力をホールドすることがあ



１８６ 第III部ピルト・テリＩ、リー

る．労働組合やギルドは大きなヴイシニティーでのサービスをコントロールす

るかもしれない．モブや犯罪シンジケートもそういうことがある．そしてもっ

と販要なのは，大規棋なコーポレーションやコングロマリットによってコント

ロールされているドメーン（domain）である．これらのオーガニゼーシ副ソは

大規模な持ち地所を所有しているだけでなく，これらのドメーンの中での経済

的，政治的事業をコントロールしている．このようなドメーンの範朋は今や周

際的である．

エスニック・ドメーン（EthnicDomains）

ある特定のエスニック・グループが，シティーのセクションまたはネイパー

フード，あるいはそれらのブロックをコントロールするようになることがある．

また，ある特定のエスニック・グループが，カウンティー，州，国，あるいは

国のブ戸ツクをコントロールすることもある．そのような場合には，これらの

人,々の習慣と価値が，そのドメーンでの勢力をホールドするだろう．

思想と価値のテリトリー（TerritoriGs（)fldeasandValues）

特定の思想，信仰，価値がインステイテューショナルおよびエスニックなラ

インを越えて広がり，ある場所やランド・デベヴィジョンで支配的になること

がある．このようなイデオロギーのシステムは，そこを通ったりそこに住んだ

りするすべての人の行動に影響するだろう．



１８７

第'V部

テリトリーのフォームの使い方

(TheUseofTerritorialForms）

本,I}では人間が，テリトリーの伝統的フォームを，文化的辿雌として世代か

ら世代へと伝えることによって発達させてきたということを主張してきた．人

間は，そうしたフォームを，自分たちが集まる時にはいつでも使い，そして何

度も何度もくり返し使って，ビルディングを建設したり，土地のトラク1．(tract

ofland）をオーガナイズしている．その結果，人間は今やこの惑星の表而の大

部分を，地球の水のいくらかを，そして月の表面までもマーク・オフしてしま

った．

そのような現象を記述するのに，場ああいはシステムというアプローチを再

び強洲しなければならないテリトリーの使い〃は，どのレベルをとって‘蝋て

も常に，椛利，管鞘，後援といった一般的なシステムの下にあるので，どのよ

うな使い方を記述しても，それは複数のレベルにおけるコンテクストのシステ

ムの中に含まれてしまう．

以後の軍で，どのように人間がこれらのテリトリーのフォームを使うかを述

べてJk,ｋう・手始めにまずルーティン，または通術の使い方に無点をしぼろう．

われわれのコメントは，必然的に，非附に一般的な，ただアウトラインだけを

示すものとな為だろうから，読者の経験がギャップを満たすことになろう．



１８９

；常１７章

ビルト・スペースのオーガニゼーション

（TheOrganizationofBuiltSpace）

どのようにいろいろな場所が使われるかということについて一般化する前に，

どのようにいろいろな場所がオーガナイズされるかということについて，いく

つかのより広い一般化を行わなければならない．それをするために，どんなレ

ベルのどんな揃煩の場所にも適用できるテリトリアリティーの棟相を抽出しよ

う．それから，何かある共迦のヴァリエーションに気がつけば，一般的なテリ

トリーのオーガニゼーションについて，１つのパラダイムを柵築することがで

きる．

各レベルでのサブ・プレース（Sub-PlacesatEachLevel）

単一のロケーション，モデュール，または核は仕切られることがあり，それ

によって，それ自体として一つのテリトリーと象なされうるということをいっ

てきた．しかし多くの場合，いくつかのロケーシ副ソ，モデュール，核はコン

バインされ，、厘いにオープンなままで，一つのリージヨソが削りｗiてられる．こ

のような場合にば，これらのエリアはあるテリトリーのポーショソ，あるいは

より大きな場所の中のサブ・プレースにしかすぎないレジデンシャル・プロ

パティーにおいては．たとえば一つの部屋は約３０のロケーシ望ンを含んでいる．

これらのロケーションはいくつかのモデュールにオーガナイズされ，そのうち

のいくつかはエリア全体の中心にある．しかしある家の部屋は，それら自体が，

全体としてのドゥエリソグの中のロケーションである．那実，われわれは，テ



１ ９０鋪IV部テリトリーのうす一ムの使い 方

●●●●■●●●● ● ● ● ｡ ● ● P ● p ● ● ● ●●●●●●●■

リトリーのオーガニゼーショソのすべてのレベルで，ロケーション，
●◆■●●OＢ●●●●●●●0●

ル，ｊ核，リージョソを見ることができ為．

一つのエリアの中のロケーション（LocaLionsinaI1Area）

▽▼句◆

モデュー．

この一般化のための基礎を敷くために，一つのエリアまたは部屋の中のロケ

ーションについて述べたことを，もう一度考えて象よう．鮒II部で，各参加者

は一つのアーヒンプリーの''1で小さなスペースをアロケートされぁと考えた．そ

れから第III部では，‘』ケーションのあるものはシートや他の家共としてピル卜

され，またあるものは中心や，コーナーや，あるエリアまたは部屋の外側の回

りにオープンなまま残されている･．

他のレベルのロケーション（LocationatOtherLevels）

テリトリーのオーガニゼーショソのその他のレベルにおける物理的スペース

の典素ユニットを記述するのに，「ロケーション」の語を使うことができる．

Ｉ．Ｂ、ああギ･I,ザリソグのサブ・グループおよびあるベースのエリアや部

屋は，そのペースのロケーションであると考えることができる．

Ｉ．Ｃ、このレベルでは，スタジアムのようなコンパウンド，またはアパー

トメント・ハウスやオフィスのコンポーネント・ベースならびにエリアは，

ロケーションと吟えることができる．

１．，．シ』ツピング・モール，ハ‘ンジング・プロジ星クト，ロウ・ハウス・

ディヴェロップメント（軒続きの家)，あるいはインダストリアル･プラン

トのさまざまなビルディングやコンプレックスは，そのデイヴイジヨンの

ロケーションであると考えることができる．

ロケーシ罰ソというアイディアは，より大きなユニットの行政的およびイソ

スティテューシ副ナルななわばりについても，次のように一般化することがで

きる．

１１．Ａ．あるシティーまたはサバーブのブロックは，ネイバーフードのBい

のロケーションを椛成する．

画k~スペースは約・1平方↓ヤューピッI､のサイズだということはすでに述べた．イギリ然系アメリ沈

人の伝統では，このサイズは約（１８×l8x18)×’1インチであった．今では約（24×24×24)×４イ

ンチである．一つの画ケーシヨンは約36×36×７２インチ堂たはｌ×４立方ヤードであることが多い．
セッティングによっては‘そしてまた他の文化においては．このサイズはもっと小さい．



篭１７帝．ピルト・スペースのオーガニゼーシヨン １９］

ＩＩＢ・シティーのネイバーフード，小規模なサバーブのミュニシパリティ，

そして田舎のヴィレッジは，クウソシップまた怖小シティー内のロケーシ

’ソである．

ＩＬＣ・タウン，タウンシップそして小さなシティーは，あるカウソティの

中のロケーションを形成している．

同嫌に，分かれているプラント，鉱山，その他の保狗物は，一つのロケーシ

ョソをなしている．ユニオンやプロフェッショナル・ソサエティのブランチは，

それぞれのロケーションである，というようなぐあいである．

あらゆるレベルのモデュールI(ModulesatAnyLevel）

鰯II部では，グイァディックなプロポーションの小さなエレメソトまたはフ

ェース・フォーメーションによって使われる，１列のIユケーショソを示すのに

｢モデュール」という語を使った．それから第Ⅲ部で，ソファーやワーク・カウ

ンターのようなピルト・モデュールについて述べた．そのようにして，一つの

エリアは一つ以上のモデュールで･ヒット・アップされる．「モデュール」の語ば，

すべてのレベルで使うことができる．



192 館Ⅳ部テリトリーのフォームの使い方

街路

歩道

芝生

低木の植込み(生垣）
またはステップ(階段）

ポーチ

リヴィング・ルーム

ダイニング・ルーム

キ ッ チ ン

バック・ポーチ

またはバック・ヤード

アリーウェイ(狭い通路）

ペースはしばしばモデュールのフォ

ームをしている．アメリカ東部の軒脱

きの家は一つの例である．各ロットは

前面と後面のロケーションを，街路や

狭い通路のための公有地のために失っ

てしまっているが，六つのロケーショ

ンは残っている・・これらはモデュール

のフォームを持ち，街路から裏側への

フォームの勾配を持っている．この構

造は，左の図に見られるように図式化

することができる．

コンプレックス・ハウジング・ビルディングや，コンパウンド・シアター。

アンド・ショップは，モデュールの構造を持っていることが多い．そしてスト

アーやハウスのモデュールは，サバープあるいはシティーの街路を横切って，互

いに向き合っている．

モデニールになったブロック，ネイパーフード，ダウンは，時には鉄道線路，

河川，河岸に沿って見られることもあるが，そのモデュールはラージ･ランド・

ディヴィジョンのふつうのフォームではない．

・イギリス系アメリカ人の伝統では，ロケーシ画ソの各々は従来．１平方(英)回ツド(．すなわち15×

１８フィート）である．したがって，モデュールのロットは一つが８ロッド，すなわち２英チェーン
の長さである．



第１７章ピルト・スペースの洲･一ガニゼーショソ 1９３

各レベルでの核のフォーム（NuclearFormsatEachLevel)』

節II部で，フ謹一ス･フォーメーシ罰ソの中の，あるいはハブの中心での，画

ケーションやモデュールの核のクラスクーについて述べた．それから第111部で，

ダイニング・ルームやミーティング・ルームのテーブルと椅子から成る核，な

らびに，リヴィソグ・ルームのような会話をする部屋や，キッチソのようなワ

ーク・ルームのオープン・コートの核について述べた．ここでは，核のフォー

メーションは，テリトリーのオーガニゼーシ罰ソのどのレベルでも発生すると

主張することができる．

１．Ｂ・ベースのレベルでも･似たような核を見つけることができる．伝統的

な地中海地方，中国，西アフリカの家では，核は一つのオープン・コート

だった．伝統的な北ヨーロッパの家では，それは大きなホールであったし，

もっと般近では相互作用と娯楽のための二つの部屋と一つのセントラル・

ホールである．

また，多くのネイパーフードでも核をアイデンティフアイすることができる．

古代には，それはアゴラあるいは市場の広場であった．股近では，それは小さ

なスクェアであることが多い．モニュメントあるいはオープン･スペースが，“o､，

ゾーンとして中心にある．このゾーンはパブリック・ビルディングやストアー

の“p”様ゾーンに取り囲まれている．ダウンやシティーも似たような核を示

す．カウソティーがカウソティー・シートを持っているというようなぐあいで

ある．

トータル・ユニットのパラダイム（TheParadigmofaTotalUnit）

複数核とリージョン（Multi-NucleiandRegions）

オーガニゼーションのすべてのレベルにおいて，一つのテリトリーのユニッ

トが複数の核を持ち，そうしてギャザリソグをアコモデートすることはきわめ

てふつうのことである．このアレンジメント砿オープン・スペース，ならびに

ある狐の部雌で見られる．ベースとコンプレックスは，ホールとロビー，そし

ていくつかのスペースを持っていることが多い．ネイバーフード，ダウン，シ

ティーも，ショッピング，商業，娯楽，政治などのための複数の核を持って１，、



19』 塊ＩＶ部テリトリーのフォームの僻い方

る．

そして什左のサイトとピルト・テリトリーは，くり返し述べてきたように，一

つのリージ:'ソを持っている．このリージ国ンは，申しわけ程度のスペースか

ら．複数の部屋，スーツ，ハウス，ブロック，ネイバーフードのある場所まで

どんなものでもありうる．そして三つのサブ･ゾーン，すなわちリージョン，サ

ラウンド，トランジット・ゾーンを持つようである．

凹 恐シ

共通のパラダイム（TlleCommonParadi質、）

そうすると，オーガニゼーションのどのレベルにおいても，シニーマとして

図式化できる六つのゾーンの搬造があることになる．

ー、

ｑ

ｐ

Ｃｌ_ノ

メジャ

主要なヴァリアント（MaiorVariaI1ts）

Ｎ

このシ巽一マのああ樋のメジ１．－．ヴプリアソトは，人,4:のアセンブリーや，

そのピルト・スペースのオーガニゼーションにくり返し乳われる．

１．時によっては，ただ一つのロケーション，ただ一つのモデュール，ある

いは六つ以下のゾーンが壁で仕・切られ，それ自身として一つのプロパティ

ーまたはランド・ディヴィジョンとして現われる．

２．テリトリーのユニット全体のポヲリティーは求心的かもしれないし遠心

的かもしれない．それゆえに．ステークスの闘い人＊が中心を占め，ステ

ータスの尚い方から低い方への勾配が外側へ向かってゾーンごとに生じる．
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あるいは正反対のアレンジメントが発生するかもしれない．もし単一のモ

デュールがピルトされるなら，勾配は，先頭になった方がフォーム全体の

核を表わすかのように一方の端から他方の端へ向かって生じる，その上，そ
のユニットのポラリティーと勾配は，高くなったエリアや階を利用するこ

とによって，３次元的に発生するかもしれない．

３．スペースはオープンに残されるか，または瞳で仕切られて，プライヴェ

ートな特殊化された川途に使われる．

４．あらゆるゾーンにあるいかなるロケーションやモデュールも，何度もく

り返されて，似たようなステータスとファンクションを持つ複数のユニッ

トを形成する．したがって，たくさんのベッドルーム，たくさんのアパー

トメント，たくさんのレジデンシャル・プ画ツクなどが存在することにな
る．

このオーガニゼーションは，フォームを変えながらすべての文化に現われる

ので，現代の人間にとっては稲特異的なものと承なすことができる．このこと

は，このパラダイムが過伝したり，辿伝子によって伝えられていくということ
を意味しているのではない．

保護（AeRis〕

一一-ﾏﾏ■写守p●●●●●●●b●

ここにすべてのポイントがある．固定されたテリトリーのこれらのディヴィ
●●＄e●○●●＆●●◆●●●●｡■

ジヨンは，入子箱のJ馬うに互いの中にある．そしてそのそれぞれは，ある種の
流畿，習慣，規則，法律，そしてそれらの施行濃関の所在地である．なぜなら，
ランド・ディヴィジョンは政体の保有物だからである．一・つ一・つのイヴェント

は，あるく--．スの中にあり，そのベースはあるネイバーフードの【'１にあり，そ
のネイバーフードはバラーーまたはダウンの中にあり，というぐあいである．こ
れらのレベルのそれぞれに，法律，流儀，経済的規則，そしてサブ･カルチュ

●●●●p◆①

ラルな伝統のような，レギュレ･-．シ副ンのシステムがある．したがって，あら
●●●●ゆ＄●●●｡ ●●ひ●●｡●●令DＣ●●●●｡●

ゆる人間のイヴ翠ン卜は,速統的により大きなシステムの保漉(ae屑is)と影響
●｡●●■

の下にある.このlHj題をつきつめていくと，どのロケ･-．シ副ンにおけるどの動
作もある程陛，そのエリアの中の行動と事物のオーガニゼーシヨンに影響され
ることになる．あるエリアにおけるアクティヴィティーとスペースのオーガニ
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ゼーシヨソは，今度はベースのオーガニゼーションに依存している，というぐ

あいである．

レベルの相互依存性はまた，もう一つの方向にも拡張する．どのレベルでの

行動も，コンポーネント・スペースのコンポーネント・アクションに影靭され

る．

したがって，あらゆるスペース，またはイヴェントのコンテクストは，プロ

パティーとランド・デイヴィジヨンの連続的なレベルにおける行動のオーガニ

ゼーションである．しかし，コソテクストの問題はこれよりもつと複雑である．

これから見なければならないが，テリトリー行動には他のデイヴィジョンがあ

る．たとえば，エスニック集団はたくさんのランド・ディヴィジョンを通って

移動してきたので，その人々 の習慣は，どのプロパテイーやネイバーブードに

も現われる可能性がある．なぜなら，そのような習憤は，それぞれの文化の中
で育った人全によってそこへ運ばれるからである．したがってコンテクストと

いうものは，われわれ自身の中に表わされているのである．
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節ｌ８ｌＶｉ

サイト・オケージョン

（Site-Occasions）

ピルト・テリトリーの中で，人灸は１人で，あるいはグループで，アクティ

ヴィティーを行なう．そうしながら人点は，アクティヴイテイーの伝統的なプ

ログラムとスケジュールに基づいて，テリトリーのサイトを確立し，しばらく
の間そのサイトをホールドす為．

サイト・フォームのプログラミング

(TheProgrammingofSiteForms）

どんなアクティヴィティーにおいても，参加新たちは，第１部で述べたよう

に，何らかの一連のポイント，スポット，リンクを使う．たとえば物理的な仕

1ｆの場合，参加者たちは物や道具を吹盈に持ちかえ，ホールドするだろう．会
話のタイプのアクティヴィティーでは，参加者たちはこちらを見たりあちらを
見たりしながら，その特定のフォーム・アクティヴィティーのステップとフェ

ーズに韮づいて，触覚的なリンクやその他のリンクを形成したりこわしたりす
るだろう．

オリエンテーションと関係とについても同じ一般化をすることができ為．物

叩的な仕訴に参加している人凌は，一つの操作から次の拠作へと移っていくだ

ろうし・ミーティングの時は，参加者たちは一緒に１人の話し手に向き，また

次の話し手のほうを向くだろう．そうしながら，そのグループのあるメンバー
たちは共同動作をし，その間他のメンバーたちはインヴォルヴまたはアフィリ
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エートされており，また他の人女はただ眺めていたりする．それからこのパタ

ーンのアリージェソスとイソヴォ･ルヴメントは，そのイヴェントのアジェソダ

に基づいてシフトするかもしれない．そして同様にしてそのアセンブリーのフ

ォーメーショソは，参加者たちがそのシーンを一斉に去るまで，ステージから

ステージへと変化してゆくだろう．

ある特定のオケージョソでは，ある特定の狐類の場所が，ある特定の祇類の

アクティヴィティーのために使われる．その場所のレイアウトとデコール(decor）

は，そこで何が起こりそうかを表わしている．その場所のロケーショソおよび

オケージョソも同じである．しかし，その場所の本質的性格も，何が起こりう
●●●●●●｡●凸●●●●●●●▽●●

るかを限定し，拘束するだろう．場所の本質８９性格，すなわちセッティングと，
●●●■●●●●■●●丹●●●●●●●●●●●丹■■●合●

そこで何が起こりうるかということとの間に砿，１１t要なUM係がある．’'1槻に，ロ

ーカルなコンディションも，イヴェントのサイトと進行に影響するだろう．し

たがって，密度，温度，ノイズレペル，その他の条件が一つのサイト・イヴニ

ントの形を与える．

スケジュールとオケージヨナル・イヴェント

（SchedulesandOccasionalEvents）

ある習俄的なアクティヴィティーのプログラムがそのフェーズとステージの

形を決め為のと．ちょうど同じJ:うに，場所のスケジューリングがその場所の使
い方を支配する．最も単純な例では，あるきまった;砿類の場所が，ああ特定の
アクティヴィティーのためにビルトされ，セット・アップされている．このよ

うな場所は，特別なオケージョンにしか使われない．ストーヴ，ダイニング・
ルーム，チャペル，スタジアム，タウン・パークはその例である．

しかし，オケージョソと特別の場所とのこの関係性は，フォーマルでオフィ

シャルなアクティヴィティーにしか適用されない．この次元の場所の使用では，

ビルト．テリトリーはある固定された伝統的なスケジュールに基づいて使われ

る．しかし，ふだんとは遮った，不意の出来ZlFが起こる時には，このような特
別な場所も使われる．ストーヴは，フォーマル厳食zli:を用意す為以外の目的に
も使われる．ダイニング・ルームは，トランプをしたり，所得税申告櫓を作っ
たりするのに使われるかもしれない．教会は，その全教会員にかかわる何かの
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危磯が発生した時の集会に使われるかもしれない．つまり，場所のスケジュー

リングにおいては，ルーティンで習憤的なオケージ劃ンと，緊急時や不噸の出

来１Fのオケージョンとを区別することができ為．

そのほか，どんな場所も，メンテナンス・アクティヴィティーのためのオケ

ージョソとオケージョンの間に使われる．かなり特別の場所でさえ，澗掃され，

修繕され，ピル卜し直されているはずである．そして，あらゆる社会的グルー

プの綴理者メンバーは，会合を持って，方針を決定し，規律を符理し，賞金堀

加のキャンペーンを企画したりするだろう．その上すべての場所は，さまざま

な種類のくだらない行為のために使われる．そうすると，全体として見て，股

も特別なオケージ副ナルな場所でも，インター・オケージョナルな使われ方を

するということを認めなければならない．

マルチ・サイト・プレースの使用

(TheUseofMultiple-SitePlaces）

ある場所は，ある特定の麺類のアクテイヴィティーのためにピルトされ使わ

れるが，それらの場所が，違う人凌によってさまざまなオケージョンのために

シークエンシャルに使われることもある．この一般化もまた，テリトリーのオ

ーガニゼーシ罰ソの各レベルで行なうことができる．

たとえば，ある人の体にあるスポットは，あるアクテイヴィティーに仙われ，
触覚的

また他のフェーズではディスフ°レーに使ｵつれ，また他のう壁一ズではタクティ

ルなコンタクトに使われるかもしれない．そしてそのディスプレーを見ること

を認められた人をも，エチケットとアフィリエーションのルールによって，そ

のボディー・スポットに触れることは許されないだろう．同様に，一つのロケ

ーションは坐るために使われることがあるが，それは次女に別の人によって使

われるかもしれない．

ある人はこのロケーションでうたた寝するかもしれないが，別の人はこのロ

ケーションを統欺物をするのに使い，また他の人はそのロケーションを占めな

がらもう１人の人と会話するかもしれない．キッチンは，母親によって食リドを

用意するのに使われ，それから何人かの家族のメンバーによってそれを食べる

ために使われるだろう．もっと後には，この同じエリアは会話をしたり，飲ん
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だりするのに使われる．そして，大きな部屋またはペースは，ウェディングや

バルミツバー･のために次,2rと使われるかもしれない．実際，トランジット・プ

レースは，吹'４rと違うグループによって連続的に休象なく使われるだろう．朝

にはトランジット・プレースは仕事に行く途中の人右によって使われる．もう

少し後には商人や買物客によって使われる，というぐあいである．

もう一度，ルーティンな用途と偶発的な用途との関係性に注意しなければな

らない．ある一定の場所は，オプイシヤルに，また習慣的に，ある種のサイト，

そして次はまた別の種類のサイトのために，日常的なイヴェントの経過の中で

使われるであろうが，その場所はまた，理由は何かわからないが，危機的状況，

騒乱状態あるいは秘密保持の必要といった特別な悩況で使われることもある．

これらのような場所は，ある習悩的なスケジューリングに従って，一つのサ

イト・イヴェントから別のサイト・イヴェントへと次なに使われる．しかしま
●●●●●

た，通常は複数の同時発生的なサイト・イヴェントに使われる場所もある．リ

ヴィング・ルームはその一つの例である．リヴィング・ルームは一つのオケー

ジョンではホームワークに使われ，別のオケージョンではテレビを見るのに便
●●0

われ，また別のオケージョンでは娯楽のために使われる．しかし，シティーに
●●●●●

ある混承合った，勤労者階級のアパートメントで特徴的なように，リヴィング・
●$■■巳●●●●■■■由●●●●●●●●●甲①●●●●●●｡$｡●●

ルームは上記のようなアクティヴィティーのすべてを一時iこしかも同時に行な
■由●●●●●●●●●○○

うために使われることがある．一つの場所をそのように使うためには，別なの

サイトのギャザリソグが，ファーニチュアの別とのセット・アップあるいはオ

リエンテーションの別会のシステムによって，違ったモデュールや核の中に確

立される．

場所の，複数の同時発生的な使用は，テリトリーのオーガニゼーションのす

べてのレベルでアイデンティフアイすることができる．ちょうど，あるエリア

のロケーションが違った使い方をされうるのと同様に，１人の人の体のいろい

ろなスポット，そしてテーブルの上のいくつかのスポットも，いろいろなぐあ

いに使われうる．そしてもう一方の極では，一つのビルディングの中のロケー

ション，一つのネイバーフードまたはシティーの中のロケーションが，非常に

異なる種類のサイト・イヴェントに同時に使われうるということを見ることが

できる．ニューヨーク・シティーでは，たとえば，ネイバーフードの全体が，観

obarmitzvah：ユダヤ教の成人式．


