
館１８章サイト・オケージヨン 201

劇の場所として，あるいは，毛皮屋の工房や，電気製品，宝石の販売などのた

めにピル卜され，使われることがある．

もしある場所がある単一のアクティヴィティーのために使われているなら，そ

のアクティヴィティーは，伝統的保護のある特定のシステムの中でその場所に

伝統的なサイトとプログラムを持つことになるだろう．この保護は制度的，地

域的，そして文化的なものであろう．ある場所が，複数の，多岐にわたるサイ

ト・イヴェントにスペースを与える時，それらのサイト・イヴェントの各々は

違った保護を持っているかもしれない．共同許容（co-allowance）と共存（co

-existence)の特別の慣習が発達してそのようなことが可能になったのである．
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第19噺

保有権と管１塔権

(HoldingsandJurisdictions）

ある人女がテリトリーのあるポーションを，ある期間占有してコントロール

することがある．この占有の権利は，その人女がオケージョンと保護のルール

に適合しているかどうかと，オーガニゼーションのより高いレベルの管轄権を

持つ人之に受け入れられるかどうかとによって決まる．

あるオケージョンのための保有権（HoldingsforanOccasion）

あるアクティヴィティーのいくつかのフェーズの間に，参加渚たちは自分の

所宥物，手，月を何らかのスポットに世いておくことができる．しかしこれら

のスポットは，フェーズによって変化するかもしれない．同様に，あるアクテ

ィヴィティーの参加者は，あるフェーズにおいて，特定のオリエンテーション

をとる怖利を持つ．その人倉はある特定の場所を指定し，時にはそこへ声をプ

ロジェクトすることもある．

あるロケーションの保有権はまた，あるサイト・イヴェントのある特定のス

テージに特異的であることもある．したがってキャンディデートは，ある特定

の課題がディスカッションされている時にだけミーテ‘イングに参加することを

認められるかもしれない．子供は，家族遠足のあるステージでだけ大人に加わ

ることができる．同嫌に，あるフォーメーシ翼ソはそのイヴェントの一つのス

テージで現われ，他のステージでは解体されあかもしれない．ケームではたと

えば，競争者たちはステーショナリ一・フォーメーションにライン・アップし，
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プレイを行ない，そしてまたライン・アップするだろう．

したがって参加者たちは，あ為インターバルの間，あるフォーメーションの

あるロケーションを占めることを期待され認められるだろう．参加者たちばま

た，あるセット・アップの中である特定のモデュールに拘束されるかもしれな

い一つのフプクション（factiOn）のメンバーたちは，たとえばテーブルの片

側につくことを要求されるかもしれない．その'二，一定の役割とステータスを

与えられた人盈は，一つのエリアのＩｌｌのある特定のゾーンに拘束さｊＬるかもし

れない．そして一定の部段は，あるオケージョソのためにしかレソトまたはロ

ーンされないかもしれないので，メンバーたちは，ある特定の期間だけその部

屋またはビルディングについての桶利を持つことになる．

保有梅という考え方は，テリトリー・オーガニゼーションのより商いレベル

へも一般化することができる．あるエスニック・グループのメンバーは，ある

ネイバーフードに数十年ほどとどまり，それから移動するかもしれない．

とどまるための持続的な権利（MoreLastingRightstoRemain）

空間のあるエリアを要求する椛利や，あるオケージョンのためにそれを使用

する権利ば，比較的に持続時間の短い権利である．しかし，もしテナントの椛

利またはオーナーシップの椛利を持っていれば，ある場所にもっと長時間とど

まることができる．

法人や機関で働く人々は適当な例であお・これらの人為は自分専用のワーク

ベンチまたはデスクを持ち，そこに雁用されている限りウオッシュルームやカ

フェテリアへの権利を持っていあ．このような権利は，その人点が就業日１日

間だけに使うという限りにおいてはオケージ劃ナルなものであるが，何ヵ月も

何年もの間，週に５日間行使できるという点においてそれはテナソシーの椛利

である．

レジデンシャル・プロパティーにおいては，テナンシーの権利はオーナーか

らその子供たち，ペット，親戚たちに与えられるだろう．都会のアパートメン

トでは，かわいそうな子供は，クローゼットの一部，１台のベッド，ダイニン

グ・エリアの一つの椅子のテナソシーの権利しか持たず，またリヴィング・ル

ームの一つの椅子に対するオケージョナルな権利しか持たないだろう．一方，家
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族の全体が，業者またはオーナーによって与えられたテナンシーの権利によっ

て，１戸の家またはアパートメントにとどまることもできる．

ある機関のメンバーたちも，その機関によって保有の権利を与えられるだろ

う．したがって，精神病患者は１台のベッドサイド・テーブルと，夜間にベッ

ドを使い，昼間にデイルームチェアを使うオケージヨナルな権利を与えられる．

しかし，あるメンバーには，その機関の中のオフィスやリヴィング・クオータ

ーに対するテナンシーの梅利が与えられる．

同様にして，ある人はネイバーフードやダウンに対するテナンシーの樋利を

与えられるかもしれないが，そのような権利は正式な許可というようなものな

しに手に入ることも多い．

条件によっては，人々は時間的に無限にある場所を占めて使う樋利を与えら

れる．その人為はこれらの梅利を無償で与えられるかまたは買うことによって

手に入れる．一度そのような権利を得てしまえば，所有者はテナンシーを他の

人々に与えることができる．しかし，所有者といえども公共の領域にはテリト

リーを譲らなければならず，プロパテイーが全部，公共の利益のために収用さ

れることもある．オーナーシップはまた，すべてのレベルで何らかの獲得行為

によって譲り渡されることもある．

まとめると，次のように五つのレベルの占有権を区別することができる．
●●●●

クレームは，あるテリトリーの支配楢を得るために使われる行動である．
●●●｡●甲●● ●G

オケージョナル・ユースは，ある特定の役割をメンバーシップの人をiこ，１

ステージまたはイヴェントの持続時間中，与えられる．
● ｡｡ ｡●

テナンシーは，ある特定の人'々がある特定のサービスを供給したり，料金を

払ったり，使い方のルールに従ったりするならば，より長い時間にわたっ

てその人尚に与えられる．
｡●●●●■●

オーナーシップは，ある場所を剛入またはピル卜する人々に与えられる。
●●●●●●●●

痩得と収用の権利は，しかしながら，より高1,､オーガニゼーションのレベル

で実施されうる．

注意したいことは，いろいろなスペースというのは，本書で述べてきたよう

なテリトリーのオーガニゼーシ理ンのそれぞれのレベル，すなわちスポットの

レベルからステート（州）のレベルで手に入れられ，ホールドされ，コントロ

ールされうるということである．そしてそれぞれのホールディングは，クレー
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ムから獲得へという時間的コントロールの，何らかのレベルで発生する．

管轄権（Jurisdiction）

あるテリトリーを何らかのレベルで占める人☆は，その空間的・時間的ユニ

ットでのある管轄梅を持っている．それらの人とは，たとえばより持統時間の

短い椛利を与えられた人脅をコント'塑一ルすることができる．オーナーはテナ

ントの立退きを強制す:ることができ，テナントは訪問者に出て行くよう訴える

ことができる．そして，ある場所に対するオケージョナルな権利を持っている

人は誰でも，他の人のクレームをリジェクトすることができる．

ある場所で管轄椎を持つ人去はまた，何らかの淡任を持っている．その人'4《

は，自分の管轄権の範囲内にいあ人なのテリトリーの権利を侵害することはで

きない．したがって，政府は市民のプライヴェート・プ戸パティーを侵害して

はならない．オーナーは，緊急時以外は，テナントのアパートメントに入って

はならない．両親はテイーソエージの娘のベッドルームに，娘をしつける時と

部屋を掃除する時以外は入ってはならない，というぐあいである．その上，ス

ペースをホールドしている人変は，伝統的な保謹のハイアラーキーに対する義

務を負っている．もしその人会が，習仙と伝統のこれらのルールに従って，ア

ロケートされたスペースを使わない場合は，彼らは追い出されるだろう．

しかし各符柵椛ほそれ'‘1体，Ｊ:り大きな杵帖椛の卜．にある．したがって，し
侭１１１

ジデントはミュニシパリテイカ､らｌＩｉｌまでの複数のレベルの行政の糟:職下にああ．

そして，政府は，多国籍国際機継の管轄下にある．だから管轄権はふつう，テ

リトリーのオーガニゼーシ副ソのますます高いレベルで投資されるようになる．

それはちょうど，符轄権がふつうますます災い保有期間のレペルで投賓される

のと同じである．
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第２０章

アクセスとモビリテイー

（AccessandMobility）

人'4《はある一定の時間の間，スペースの中で行動し，スペースを占める権利

を持っていることをこれまで述べてきた．それに対応して，人夫は固定したテ

リトリーの中への，そしてそれを通り抜けるアクセスとモビリティーの権利と

いったものを狩ってい為．ちょうどその人凌の動作すあ椛利やとどまる椛利が，

オーガニゼーショソのよりI断いレベルで拘束されるのと同じように，動きlulる

権利もかなり制限されている．

関係'性に対する権利（RightstoRelationship〕

規則は人之が他の人衣や，他の人穴が確立したサイトにアクセスする権利を

支配している．これらの権利を，第１部で述べたような記憶符号のセットを使

ってコード化することができる．

Ｘ権利（XrigIhts）公共の場所にいる人衣は，そこにﾉ‘』;合わせる椎利を持つ

が，それらの人之の間では，特別な必要性を示す，あるいは共通のメソバ

ーシップまたはブフィリエーショソを要求するというようなことができる

場合以外は，互いに対する権利をほとんど，あるいは全く持っていない．つ

まり，その人盈ば‘.Ｘ'・タイプの関係性をとっているのである．

Ｕ権利（UriRhts）共通にオリニソ卜している入会は共同動作する権利をも

つが〆何か共通の設定ができるという場合以外は，その人為は相互的なイ

ンヴォルヴメソトの権利を持たない．
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Ｖ権利（Ｖrights）しかしあるアクティヴイテベーにおいて，あるゾーン，

あるアクエインタソスシッブあるいはあるメソバーシップをシェアしてい

る人穴は，互いにインヴォルヴされ，それによって一つのフェース・フォ

ーメーションとサイトを確立することができる．

Ｗ権利（Ｗrights）すでにインヴォルヴされている人会は，容認された持続
ソーシャル

的な社会的関係性を確立することがあz６．そうするとその人,《《は一緒にい

る椛利，一緒に行動する揃利を持つことになる．

Ｙ権利（Ｙrights）あるサイトまたはプレースのリージョンにいることを認

められている人之は，核にいる人女を支持する，あるいは核にいる人衣の

オブザーバーとしての樋利を持つことがある．

Ｚ権利（Ｚrights）しかしあるテリトリーの外にいる人盈は，あらかじめ内

側の人をとのアフィリエーションがｲf在しない限り，また，外側の人食が

認容を要求する正当な理由を持っているのでない限り，内側の人穴に対す

る権利を持たない

ゾーンの範囲内でのモビリティー（MobilityWithinaZone）

ある人☆が，あるエリアの中の画ケーションを占める要求をしそれを与えら

れる時，その人はスペースの許す施開でその面ケーショソの中で動き回為こと

ができる．しかしこれはその人☆が､11然のこととして，他のロケーシ認ソや隣

り合ったロケーシ鼠ソをのぞきこんだり，そこへ入りこんだりする権利を持つ

ことを意味しない．その人はそのサイトまたはセット・アップの“o”スペース

はのぞきこんでもよく，実際，パフォーマンスの間はそうすることが期待され

る．そしてその人は，ｎ分がインヴォルヴまたはアフィリエートされている人女

のロケーションをのぞきこんでもよい．しかし，誰彼かまわず見つめてよいと

いうわけではない．

同様に，あるエリアにあるロケーションに対する権利は，それ自体でそのエ

リア全体を動き回る権利を与え為もので(:kない．たとえば，サイド・ロケーシ

ョンを占めることは認められるかもしれないが，ヘッド・ロケーションは認め

られない．そして訪問者や客が，あるエリアのリージョンのストーレジ・ロケ

ーションに入りこむ権利を持つことは稀である．それに加えて，あるエリアに
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Iま，オーナー以外は立ち入り禁止という何らかのロケーションがある場合もあ
白■｡●

る．稲話を使ってもよいかどうか許しを得なければならない，というような場

所である．

このようなルールは，テリトリーのフォーメーションのすべてのレベルで適

用される．たとえば，観客はサラウンドのシート，サラウンドにつくりつけら

れたトイレや飲食コーナー，そして，蜜t"ゾーンのパーキング設備は使ってもよ

いが，そのシアターあるいはスタジアムの一つのシートから他のシートへ移動

することはできない．異文化や異なるクラスに属する人々は，ある種のショッ

プやオフィスや官庁のビルディングに入ることを思いとどまるだろう．

あるゾーンのロケーシヨンとモデユールに対する樋利を記述するのに，それ

ぞれ“L”と“Ｍ'，というコード文字を使ってもよかったかもしれない．ゾーン

用のコード文字は，以下のような，ゾーンの梅利を記述するのに使う．

Ｔ権利（Ｔrights）参加者以外の人々も，あるテリトリーを通ったり，時に

は通り抜けたりする梅利がある．ただし，その人々がある特定のやり方で

行動し，そこへ入ることを強要しないというのが条件である．

Ｓ樋利（Ｓrights）周辺の参加者たちは，何かのパーフォーマンスを見たり，

何かを買うためにそのゾーンに入る権利や，何かのサービスを利用したり

する権利を持つ．

Ｒ権利（Ｒrights）あるアクティヴイテイーにおいて，支持的な，または調

整的な役割を果たすであろう人,とは，核の回りのリージョンに入ることが

でき，セット・アップによっては核に入ることさえできる．

Ｐ権利（Ｐrights）メインなあるいはセントラルな参加者のいる核の中にと

どまっている人為以外でも，リージョナルな人右や時には参加者でない人を

さえ，核を通り抜けることができる．

Ｏ樋利（Ｏrights）動的なアクティヴイテイーにおいては，メインな参加者

たちは"o漁ゾーンに入ることができる．静的アクティヴィティーにおいて

は，メインな参加者たちはこのスペースをオリエンテーションとインヴォ

ルヴメントに使うことができる．

覚えておかなければならないのは，アクセスとモピリティーのすべての樋利

は相対的だということである．それらの権利は役割とアクティヴィティー，現

存する関係性，機関のメンバーシップなどと関係があり，また，階級，地方，民
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族的伝統とも関係がある‘

トランジットの瓶路（PathsofTransit）

ベースまたはコンプレックスの部屋は，核の中，あるいは回りを通ることを

可能にし，そのような動きのための'1に見えるトランジットを提供する（"()'，

スペース・トラソジットおよび“(１，，ゾーン・トランジット)．そして，すべて

のプFiパティーとランド・ディヴィジｊソがその周辺にトランジット・ゾーン

をもっていることはすでに述べた．これらもまた，狭い通路，歩道，街路，ハ

イウェイとして作られている．

それに加えて，ラソド・ディヴィジ副ソは公共の交通機関によってトラソセ

クトされていることが多い．鉄道線路，パス路線，地下鉄線路などがその例で

ある．今日では，プロパティーやランド・ディヴィジョンの上の空中にもトラ

ンジットのレーンがある．

オーガニゼーションの－．つのレベルで核のトランジットになっているものは，

もう一つ上のレベルでは周辺の（peripheraI）ゾーン，すなわち“t',ゾーンで

あることに注意しよう．たとえば，あるネイバーフードまたはクウソの中心を

通るトランジットは，そのネイバーフードのブロックとプ毎ツクの間の“t”ゾ

ーンであり，あるブロックを通為狭い通路は，そのブロックにある各戸の家ま

たはビルディングの周辺の“t”スペースでああ．したがって，あるトランジッ

トはテリトリーのオーガニゼーシ罰ソのレベルに関連して指定される．その結

果，あるネイバーフードのオープン・ストリートを通行している人は，ある値

人またはコーポレーションのプライヴェート・プロパティーを通過しているこ

とになる．あるビルディングのオーブン・コリドフ．（共同通路）を通行して１，，

る人は，そのテナントの別とのオフィス・スーツを通過していることになる．こ
●ｐｅ●●●●●●O●●●●●●●●●ＧＢ●●●｡●●●●e●●

のように，人とはいくつかの通行のルールIこ同時に従わなければならない．
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第２１帝

テリトリアル・レギュレーシヨン

（TerritorialRegulation）

テリトリーのフォームの安全性を維持し規制する行動には，さまざまなフォ

ームがある．これらには，サイン，キュー，モニター，ディシプリナリ－，ア

クション，‘・ケーティング”・メカニズム，テリトリアル・ディフェンスなどが

ある．しかし，ある文化に属する１人１人のメンバーは，テリトリーのフォー

ムの鮒識的イメージをホールドし，それによっていろいろなフォームを習慣的

なやり方で使い，それらを幾座も繰り返すのである．このような方法で，習俄

的フォームとハイアラーキーが維持される．このような行動を使って，テリト

リーのフ･ナームをモディファイし，変化させることもできる．

テリトリーのフォームを維持する行動

(BehaviorsthatMaintainTerritorialForm）

くり返し述べてきたが，ああテリトリーのフォームというものは，ある伝統

の継験を磯んだメンバーたちが穂撤することのでき為，一つのゲシュタルトを

成している．それだから彼らば，どこへ行くべきか，そこで何をするべきかが

すぐにわかるのである．

キューとサイン（CucsandSigns）

TjWifがどうもよくわからないというような場合，旅行者は指示を求めたり，あ

るいは何かのプログラムやガイドブックに従ったりすることができる．また，色
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やデザインで表わしたサインやシンボル・コードは，場所の種類やそれを通り

抜けるトランジットを示している．

モニターとデイシプリナリィー・アクション

(MonitorsandDisciplinaryActions）

もし誰かがある場所のテリ１，リーのルールを犯したとすると，その人は，不

快，概蔑，不服，しかめIIliなどといった，進反したことを示す動作学的モニタ

ーを解発するだろう．もしその人がこのような予備的な警告のシグナルを受け

入れなかったら，その人は!.】頭でどなりつけられ，小言を言われ，警告され，あ

るいは指図されるだろう．もちろん，テリトリー侵害に対する罰としては，も

っと過激な形のものもある．そして何度もルールを犯す人は，もう一度，社会

のルールを教え込まれることになるだろう．

シンクロニー（Synchrony）

人きがある共通の経験，サイト，プレース，あるいはオケージコンをシェア

している時，その人之は脚然にI‘りじ時間的リズムで歩いたり，動いたり，ホー

ルドしたり，その他の行動をする．そのような場合，各参加者の行動は自分以

外の人々の行動を維持し，規制している．

ゲーティング（Gating）

隣合ったロケーションやモデュールの侵害，そしてあるオープン・サイトの

中のゾーンの横断を制限する償習がある．どんな文化においてもこのような鯛

習は社会化されたメンバーにはよく知られたものであり，すでにアセンブルし

た人'4『の行動によって実施される．しかめ面，不’快な顔，非難，挑戦などが，そ

のような慣習を実施する手段である．

ビルト・プレースでは，ロケーション，モデュール，テリトリーのディヴイ

ジョソは，たとえばう星ソスや壁でマーク・オフされている．したがってロケ

ーシ副ソやモデュールやゾーンには特定の出入ｎでしか出入することができな

い．このような通ｆＪのポイントは，ゲートやドアのような物理的メカニズム，お

よび通行の慣習によってプ画テクトされている．

人交がエントリーの椛利を持っている時，その人,々は，監視の役目を負って
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いる人灸に自分の権利を何らかの方法でディスプレーしなければならない．メ

ンバーと慌視人は，紹搬のシグナルを交わしたり，メソバーシップのバッヂや

服裟をディスプレーしたり，了解のうなずきによってエントリーを交渉する．

同じ理屈で，たいていの人は，自分たちがただ通り過ぎるだけであることを

示す方法を知っているので，ほとんどの場所ではケーテイソグにチャレンジす
鼻仁り

るようなことにはならない．ある稲の身形で，ノ、前での行動のある菰のルール

に従う．つまり目を伏せ，頭を軽く下げ，肩を丸め，両手を体の前面に寄せて

歩く，というような行動をするのである．

テリトリアリティーの心理学（ThePsychologyofTerritoriality）

認識的イメージ!(Cognitivelmages）

共通の文化を持つすべてのメンバーは，見慣れたテリトリーの形の認識的イ

メージを持っているはずである．この現象は，その人灸が慣れた場所では予想

した通りに動き回るのを兇れぱわかる．

すべての人女は，体の動作を使ったり，絵に柵いて見せたり，’1でIi､って示

したり，というような方法で，スペース・レイアウトをある程度は少なくとも

表わすことができる．そしてあるメンバーたちは，見慣れた空間の種類の繰り

返しとなっているテリトリアルなレイアウトのプループリソトを描く．実際，あ

る文化のメンバーは，習仙的なフォームを世紀から世紀へ，州や国や大陸を越

えて繰返している．画ツド・サイズの部屋は古代エジプトや前アステカ文ﾘlに

さかのぼることができるし，災チェーン(66英フィート）は，今日と同様に，古

代文明において測危手段として使われていた*．

概念と感情（ConcepUollsandAffects）

大部分の人為は，必ずしもテリトリーに関する事柄を意識していない．しか

し人友は，自分のテリトリーが侵害されると不安を感じ，ひどく腹を立てるこ

とも多い．実際，敵意というのは，テリトリーがおびやかされる結果出てくる

ものだと言うことができる.｜‘il様に，人,4《は肖分の意撤にああテリトリーの舛

撤のギ.1,ツプを，あらゆあ、瀬の考えや神話で埋めようとするだろう．これら

Ｐロワ ドは可変的准度最iii位として使われてきた．伝統的な英ロッドば16.5フィートである
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Iま学者や政治家によって助長されることが多い（第24章参照)．

テリトリーのフォームを意織的に知ることと，複数のテリトリーのフォーム

について一般化する傾向とは，“メタ･テリトリアルな',アクティヴィティーと

柔なすことができよう．そのような知識によってわれわれはテリトリーのフォ

ームを記述し，モデイファイし，マニピュレートすることができるし，それら

のフォームを使い，あるいは悪用することができる．



珊昌

第Ｖ部

テリトリーの乱れ

(TerritorialDisturbance）

第IV部では，テリトリーのフォームのルーティソな使いﾉjのいくつかを描い

た．このようなルーテベンな使用法は，セッティングが伝統的なサイズとフォ

ームを持ち，しかもそれほど混み合っていない時，そして，あるイヴェントの

符帖と保謹がオーガニゼーションのすべてのレベルにおいて明瞭な時に，活き

るのである．このような，復雑ではないケースは，人,4《が似たj:うなバックグ

ラウンドを持っている田舎や郊外のエリアにしばしば見られる．

混象合った，不均質な場所のテリトリアリテボーは，それほど噸純ではない．

たとえば，シティーでは人口が増加しているので，いろいろな場所が小さくな

っている．金を節約し，異質の集団や貧しい集団の侵入に対して多数派の人公

のなわばりを維持するために，ある人女のテリトリーのフォームがありとあら

ゆる無思慮な扱われ方をしてきた．１人の人がピル卜した場所は別の人によっ

ても使われ，たくさんの伝統がおなじプ戸パティーとネイバーブードをシェア

しようと試・取る．結果として，場所とサイトの料俄的テリトリアリティーは乱

れてくる．
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習慣的でないテリトリーのフォーム

（UncustomaryTerritorialForms）

われわれは〆何か場違いだというようなシチュエーションに自分がいると思

うことがよくある．するとわれわれは，問題は何かを確認しそれを税明しよう

として，考えをめぐらし回りを見回す．そういう時には皆それぞれF1分の好み

の稲賦の脱明をするものである．ある人たちは心理学的説明を好むし，他の人

たちは社会的あるいは経済学的説明を好む．

空間的・時間的な一つの準拠枠を持っていれば，観察しているテリトリアル

な行動が伝統的あるいは習慣的なものではない時には，それを認識できるだろ
詮斯的

う．しかし単に別のグイアグノステイックな言葉をわれわれの意味論的概念の

リストに加えて患てもほとんど意味がないだろう．われわれの検討に十分他す

るような複雑な種類の，習慣的でない行動があるからである．

見慣れないフォーム（UnfamiliarForms）

ある個人またはあるグループの人☆は，空間のある甑の使いかたを，ただ単
●●●● ● ● ● G ● ●●■■｡●申●●●

にそれが見憤れないものであるという理由だけで，おかしいとか逸脱して1,､る

と熟なすことがある．

たとえば，都会人はソーシャル･ディスタソス（社会距離）といったもの，ま

た混難合った公共の場所では相互に避け合うという仙脅で身を処する傾向があ

る．川舎に住むアメリカ人にとっては，このような行動は人間としての関心歌

と査任感に計り知れない欠落があるというよう挺思える．逆に，都会人は田舎
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のアメリカ人たちが互いに他人の活動領域を知り合い，互いに他人の子供につ

いても責任を持つという小実を疑いの目で見るものである．

下層階級の人左は災い間，中流階級のレジデソシヤル・スペースは度を越し

た消費であると承なし，その一方で，中流階級のアメリカ人たちは，貧しい都

会の人禽の住勝とネイバーフードの混承合い方を，覇気と品位の欠如からくる

ある種の不道徳であると考えている．

ラテン人および東欧ユダヤ人は，イギリス人およびイ雫リス系アメリカ人が

大きなロケーションをホールドし，プライバシーの厳しい恢習を維持する傾向

を，冷たさや無関心のサインであるとみ､なす．一方，中流階級のアメリカ人は，

プエルト・リコ人の家族メンバーが一緒に群れ集まり，何時間もぶつ通しで互

いになで合うのを見る時，嫉妬で青ざめるか，何かひどい近親相姦的な，ある

いはエディプス的な問題を仮定してしまうようである．

異なる地域，階級，民族を比較できるようなテリトリアルな経談によって，行

動が違うということは別に病的なことではないと気づくことがある．そういう

場合には赤っ首保守主義者やにせ兜容な自由主義者にならなくてすむ．そうで

はなく，テリトリー行動のゴンテクストを検討するということができるように

なる．

テリトリアル・アコモデーション（TerritorialAccommodation）

あるテリトリーのハイアラーキーの中で種炎のひずゑに合わせてアコモデー

トしなければならないために．スペースの使いかたが習慣的でなくなることが

ある．

ある場所は，それがアコモデートすべきアクティヴィティーにとって，そし

て使用者とオキュパントの数にとっては小さすぎるかもしれないし，その場所

は勾配またはゾーヅーリティがひずぶをうけるような具合にさらに分釧されてし

まっているかもしれない．そうすると，人為は，いくらかはそのシチュエーシ

ョンにアコモデートしていることが多いとしても，どうやってその場所を使う

べきかがわからなくなる．巨大で奇妙な形をした椅子というようｵ便ものから，万

角形や円形のビルディング，そして，鉄道線路，尚架鉄道，河川，間速道路な

どによって実際｡切り刻まれたネイバーフードに至るまで，テリトリーのハイア
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ラーキーのすべてのレベルについて，異様な場所の例を記述することができる．

また，ある場所はサイズやレイアウトについては|･分兇仙れたものであるが，

災槻なノイズ，照明，｜吸房，混象合いたどがしばらくの間そこを支配し，仕蛎

やコミュニケーション，オーナーシップとコントロール，あるいはモピリティ

ーとレギュレーショソに干渉することもあるだろう．

ある場所とその環境条件は淡定していて習俄的なものであるが，それにも拘

らず，その場所に櫛帖または保誰上の間胆で混乱やひず説が起きたときは，困

難が生ずる．たとえば，ある見慣れた場所がそれまでとはちがう人盈と管轄権

にテークオーバーされると，そこでどんなアクティヴィティーが，どんな流儀，

習慣，ルールの下で行われるのか，よくわからなくなってしまうということも

あるだろう．変わらないのは，勝者が敗者を拘束することであろう．もとから

の住人たちは，その人公のいつものポジションをとることを許されず，名ばか

りの管轄権を維持するだけである．彼らは自分たちの古いスペースに出入りす

あことができない．ケットーはなじ象の例である．

テリトリアル・マニピュレーション（TerritorialManipulation）

資源が不足しているスペースに過密に混象合っている動物たちは，動いたり．

移動する傾向がある．人間たちは他の人なのロケーションを侵害し，隣合った

ブロパティー，ネイバーフード，シティー，カントリーに侵入する．テリトリ

ー侵害の搬牲者たちは，侵入者を単に野蛮で原始的だとして非難するかもしれ

ないが，人口密度，そして食物その他の盗源の貯蓄もまた，小規模あるいは大

規模な移住や侵入の原因となっている．さらに，同様に考慮すべき問題がある．

たとえば，テリトリーのオーナーシップはステータスとパワーの印なので，人

はそれに坐づいてスペースの所ｲjをマニピュレートすることもあるかもしれな

い，という問題である．

そのようなぐあいに人間は，テリトリーをコントロールし獲得するための戦
プワン

略的方法を計両するので，フトーガニゼーシＩソのすべてのレベルでの上述した

ようなプランを使った戦術を観察すあことができる．股も小さな空間的・時間

的セグメントでは，ああ参加者が，１人１人の聴き手の方へ次点に向くことに

よって話す椛利を吹第に狸得していって，ついに一群の聴衆を盤得してしまう
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のを見ることができる．混承合ったグループの中ではかすかな肘の動きを見る

ことがあ為．それば気づかれて不平を言われる理由にはほとんどならないのだ

が，徐盈に大きなロケーションができる結果となる．プロパティー，ネイバー

フード，そして国などが，同様にして獲得されるのである．

逸脱したテリトリー行動（DeviantTeI･I･itorialBehavior）

自分たちの独自の地域的な，階級的な，あるいはエスニックなバックグラウ

ンドに基づいていても，またテリトリーのフォームの明らかな乱れがなくても，

かわった行動をする人食がいる．

われわれが逸脱していろと承なす人とは，‘附稗的に災嫌なポインティングお

よびオリエンテーション行動，異様なロケーショソ行動，または異様なモピリ

ティーとケーティングの行動を示す．これらの11:柄についてここで詳しく述べ

ることは紙数の制限があるのでできないが，オーガニゼーションの各レベルで

の例を提供することはできる．

異様なリンクおよびオリエンテーション行動ある人火は触覚的な権利を確

立していない人食に対して，常習的にその人*の体のスポットにさわる．この

同じ人煮は，コンタクトを認められている人凌に対しては，さわったり，見た

りすることを避けるのである．

ある人点は，自分がインヴォルヴされている人盈の後ろのスポットに目を合

わせる．その人々は，聴いている人灸の向こうへ声をプロジェクトし，そうで

なければ声を落とし床に向かって話す．彼らは自分のパートナーから離れてオ

リエントし，会話や求愛においてもそうする．実際，そのような人点は，一生

涯，自分の親族以外の人灸の誰ともアフィリエーシ副ソを持つことを拒むか，避

けるかするだろう．

ロケーションとゾーンの逸脱われわれが逸脱していあと考える行動の一部

は，！‘ケーシ劃ソとゾーンの異様な使いかたを含んでい為．ある人'4《は，自分

に削り当てられた宮ケーショソを避ける一方で，肌らかにオーナーシップまた

はオーソリティーのある人々に属するロケーシ罰ソに無理やり入ろうとする．あ


