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るいは，そうした人々は，自分とは別の性あるいは別の年齢グループの人為に

ふつうは割り当てられているロケーションと役割につくのである．

同様に，リージョンまたは観客のロケーションを占めるべきだと考えられる

入念であるにも拘らず，あらゆるアクテイヴイティーの核に押し入ろうとする

人々がいる．その人々がそうする時，非常に近寄って坐ったり立ったりするの

で，その文化の中のそのイヴェントにおけるその関係を支配するすべての基地

を侵害することになる．一方，他の人々は，核の役割を果たすことを期待され

ているのに，いつもリージョンやサラウンドにいる．この点はすべてのレベル

に一般化することができる．たとえば，部屋やプロパティーの周辺のゾーンに

とどまる人々がいるのとちょうど同じように，中心からはずれたゾーン，すな

わちネイバーフード，ダウン，シティーの間隙で生涯を送る人為もいる．

異様なモビリテイー行動ある人々は，一目の会釈のために立ち止まること

さえせずに，他の人とのテリトリーの敷居を歩いて横切る．また他の人々は，横

切ることを期待されている敷居で尻ご桑する．ここでもまた，テリトリーの敷

居に対するこの考え方を，すべてのレベルで一般化することができる．ある人々

はその楢利を持たずに部屋に踏染込むばかりでなく，すべてのレベルでプライ

ヴェート・プロパテイーに踏染込む．そしてある人合は，ネイパーフード，シ

ティー，国への侵入をリードする．

同様に，自分がすべての梅利を持っているトランジット・ゾーンをこそこそ

と通り抜ける人々がいるかと思うと，他の人々のサイトおよびプロパティーや

エソクレイヴをふんぞり返って通り抜ける人をもいる．

習慣的でない，逸脱したテリトリー行動は，システマティックな方法で検肘

することができる一定のコンテクストのシステムにおける一定の種類のスペ

ースについての標準は，直接の観察によって推測することができる．そして，伝

統的でない使い方をテリトリーのオーガニゼーションのすべてのレベルで検討

することができる．しかし，どんな一つのレベルでの習慣的でない使用法も，そ

の説明や判断ができるためにはハイアラーキー全体のコンテクストの中で鯛く

られなければならない．
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第２３章

場jiIfのひずみ

(DistortionsofPlace）

テリトリーの習俄的でないフォームについての説明を求めてわれわれの回り

をさぐってみるなら，まず目につくのは場所であろう．事実，場所のひず承は，

見悩れない，分裂したテリトリー行動の股も‘〕:く知られた例である．そして，密

度の増加と混.攻合いは，その最もありふれた例である．それで，この唯で混み

合いについて述べるわけであるが，混象合い味それ自体で一つの復雑な関係で

あり，それは場所のひず象の一つのフォームにしかすぎないことがわかるだろ

う‐

生活スペースの減少（Decl･easingLivin宮Space）

歴史を通じて，貧しい人交と都市に住む人点には，富裕な入会や郊外の人為

にアロケートされるより少ないスペースが与えられてきた．エジプトの都会で

は，奴隷たちのクオーターのベッドルームは而就が４×６災フィートにすぎず，

今日のゲットーのブパートメントは総而祇が約２平方ロッド（約540平方フィ

ート)*である．しかし，富裕な古代人のヴイラ（villa）は巨人な'm馴であった

し，また現代アメリカの郊外に住むミドル・クラスの人々は８平方ロッドのリ

ヴイソグ・スペース，少なくともその２倍のストーレジ・スペース，そしてフ

ットボールをすぁヤード・スペースをもっている．

さまざまな階級とヴィシニティーの人査に利用できるリヴィソグ・スペース

、シェフレンとアシェクラブI、（Schenell＆AshCraftl975)‘
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は，古代からつい最近に至るまで，驚くほど一定していた．アマルナやテーペ

の労働家族は，１階に１ロッドの部屋が４室ある家に住んでいたが，それはち

ょうど，北東部アメリカのシティーで労働者が軒綴きの家に住んでいるのと同

じである．ギリシャのヴィラのサイズは，今日の郊外のミドル・クラスの家と

同じくらいである．１９世紀後半に，裕福な人会のためにマンハッタンに建てら

れたアパートメントは，１ロッド･ルーム６室から成っていた・．しかし，１９００

年頃からアメリカ北東部では，裕福な人々，貧しい人々，そして都会人，郊外

人についても同様に，リヴィング･スペースのアロケーションは減っている．こ

のプロセスは今も続いている．今の平均リヴィング･スペースは1950年代より

も少ない｡.、

リヴィング・スペースのある程度の減少は，アメリカの平均家族櫛成が今日

では1900年代初頭よりも小さいという事実と一致している．しかし，今日，ア

メリカ東部のシティーに住む若干のマイノリティー･グループの家族構成は，小

さくなってはいない．したがって，アメリカ合衆国のある地方では，リヴィン

グ・スペースは住民数の減少を伴うことなしに減少していることになる．

ペースのサイズのこの減少は，いくつかの建築工法によってもたらされたも

のである．まず，サラウソドは，レジデンスを列に並べることによって，そし

てその後，アパートメント・ユニットをコンパウンドにすることによって，な

くなってしまっている．軒続きの家では，サイド・サラウンドがなくなってい

る．アパートメント・ハウスでは，（１戸，１戸については）すべてのヤードと

グラウンドは消失し，屋根裏とベースメントのエリアもなくなっている．その

他，リージョンの一部は，密集してくっつきあったハウジングの機牲になって

いる．スペアのペッドルーム，そしてワークショップ，ランドリー・エリアも

消失している．しかし，注目すべきことに，このような施行方法は古代テーベ，

アテネ，ローマにも現われていたもので，現代に特徴的なものというわけでは

ない．

リヴィング･スペースを減少させる２番目のテクニックは，核の凝縮である．

たとえば，キッチンとダイニング・エリアを，あるいはリヴィング・ルームと

ダイニング・ルームをコンバインして一つの部屋にし，セントラル・ホールを

・シエフレンとアシユクラフト（Scheflen＆Ashcraftl975)．

｡、同上．
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省くことば特徴的である．

結局，残っているエリアの各女のサイズそれ自体が減っている．棟割長屋を

別にすれば，ハウスやアパートメントの伝統的なメイン･ルームは1920年頃の

イギリス系アメリカ人のハウジング･ユニットでは１平方ロッドの面積だった．

これらのエリアは，今ではほぼ核のサイズ，すなわち約９×12英フィート，あ

るいはそれ』:り少し大きいくらいである．

混み合い（CrowdinR）

現代のシティーでは，別の施工方式によって，しばしば違法ではあるが密度

が瑚加するという結果を生じている．1930年･代の伝統的なアパートメントは約
■●p■●●●●●■●●●● ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ■ ●

６室あったが，今ではさらに分割されて二つある1,,は三つもの小さなアパート

メント・ユニットを形成している．これらの多くは，約２部屋分の面積しかな

いアパートメント・ハウスあたりのユニット数の瑚加はまた，シティー・ブ

ロックあたりの人'1梢度を期加させている．

ユニットをくっつけ幣災させてアパートメント・ハウスや,I.{i胴ピルを造り上

げる施工方式はまた，リヴィング・スペースを減らし，シティーのネイバーフ

ードやセクションのレベルでの人口密度を増加させる一因となっている．１９世

紀のオープン・サラウソドは格子状のレジデソシーI･ル・ブロックやインダスト

リアル・コソパウソドに匠き換えられ，そのネイバーブードのリージヨンにあ

る大規模なアパートメソト・ビルディングは，シティー・ブロックあたりずっ

と多くの家族を収容している．１９世紀には東海岸のシティーのアーパン・レジ

デソシキル・ブロックは，シティー・ブロックあたり約128世帯の住居を供給

していた．（升『?シ卜は，街路を除いて約８画ツドをカバーしていた.）５００世柵

もの分割されたアパートメント･ハウスを持つ現代の抑側及屋と尚脳挫築は，こ

の数字を幾何級数的に噌加させるだろう．

まとめると，ブロックあたりのハウジング・ユニットの増加と，ネイバーフ

ードのすべてのゾーンにハウジングをピルドすあ傾向が，部屋またはロッドあ

たりの，ペースまたはチェーンあたりの，プロパティーあたりの，ブロックあ

たりの，そしてセクションあたりの人口密度を増加させている．（アーバン･プ

ランナーたちは，遅かれ早かれ、アーバン・ランドはエーカーでは測定できな
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いということをはっきりと認識しなければならない．それはロッド，チェーン，

ブロック，セクションで測定されることになろう.）

不完全な場所（IncompletePlaces）

ある場所がさらに分劉されてしまっている時，その場所はたぶん通常の成分

のいくつかを欠いているだろう．この場合，残っているスペースは混象合うよ

うになるか，あるいは習慣的には別の場所で行われるべきアクテイヴイティー

のために使われねばならないかもしれない．そのために，その場所は重なり合

ったアクティヴィティーと多すぎる人で混承合うだろう．事実，混み合いの最

終的な基地となあのば‘通術のタスクとファンクションを実行する機会がある

かどうかであり，ただ単にオキュパソトの数ではないはずである．

場所についての似たような問題は，ある場所が不完全に(購築されている時に

も起こる．その通常のロケーションのいくつかが，たとえば金を節約するため

に省かれることがああ．あるいば，プランナーがその特別の伝統のIlIでのその

棚のイヴェントを理解していなかったことが原因で，ある特別な献顛のアクテ

ィヴィティーにとって妹核のサイズやサプデｆヴィジョンが不十分なこともあ

る．また，スペースを節約するためにリージョンやサラウンドが廃止されるこ

ともあ弱．フィラデルフィアのある悪端商いビルディングでは，建築家と建設

菜特は階段を含め為のを忘れたようである．そのような場所では，そこで行な

われるべきアクテイヴィティーは放棄されるか，他のアクテ‘ｆヴィティーとコ

ンバインされざるを得ないことになる．

非テリトリー的な場所（UnterritorialPlaces）

ある場所は，テリトリーのオーガニゼーションなどということとは全く別の

考応に蕪づいて計画され，建設される．そのような場所は，たとえば神を表わ

したり，あるいは人間の体に関する何らかの美学的認識に合うように作られる．

場所の機能的吹元は無視されている．そのような場所を，相対的な意味で「非

テリトリー的」と呼ぶことができる．それらは伝統的なテリトリーのフォーム

には従わないが，それでもその中でテリトリー行動が起こるはずであり，現に
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起こる．ペンタゴンは一つの例である．また放射状の八角形の教会もそうであ

る．

あいまいで防衛不能な場所（AmbiguousandlndefensiblePlaces）

場所のポーショソを措くことは，別のテリトリー的問題を生承出す．プライ

ヴ巽一卜・プレースの境界ははっきりしなくなり，防衛しにくくなるだろう・・

都市計画と建築において雄られる二つのことが，レジデンシャルななわばり

(turf)のまさに心臓部に部外帝を持ち込むことになった．その二つとは，サラ

ウンドの欠失と，そのコンプレックスの核にあるロビー，エレペーター，コリ

ドブのようなトランジットのロケーシ罰ソの欠落とである．、ﾘ･ラウソディング・

グラウンドを保持しているハウジング・プロジヱクトでさえ，もしそのプロジ

ェクトの資金に国の金が使われているなら，そこに一般大衆を近づけない（閉

ざす）ことは不法である．こうして，‘核でのプライヴァシーとプロテクション

がもっと電要だった同心円的ゾーンの，背からのパターンは消えてしまった．

そればかりではない．ニューマンが指摘しているように，プロパティーの外

側のゾーンの伝統はマーカーを省く傾向がある・・ビルディングのコリドアは，

名ばかりのフニンス，天蓋，ドアの外側のマーク・オフされたエリア，あるい

はパブリックななわばりからプライヴ星一トななわばりへ移行することを示す

何の指示すらなく，直接に街銘上に開く．シティーのより貧しいセクションで

は，ゲートにはもはやドァポーイや守術はいない．

ニューマン（Ｎｅｗman）は，このような７.ウター・ゾーンとマーカーの欠如，

そして監視の欠如に直接関連して暴力が驚災的に瑚加するということを圧倒的

に支持するような統計的i;|拠を示している．この（無力の）瑚加は階級や人棚

とは関係なしに起こっているので，階住地１４における那市暴力を住民の人種や

社会階級のせいにすることはもはやできない．

■一

一二一マン（Ｎｅｗｍａｎｌ９７２)‐
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第24章

ハイアラーキーにおける不調和

（IncongruitiesintheHierarchy）

このように，スペースと時間の使用におけるある棚のひず‘歌を，アクティヴ

ィティーがホールドされている場所のせいにすることができる．しかし，この

問題にはそれ以上のことがある．場所というものは，従来の感覚ではまったく
伝統的にきまっていて何の不足もないものに忠われ為かもしれないが，イヴェ

ントの笹帖と保謹に関してはあるあいまいさを持つ可能性がある．このあいま
いさは，その場所を不均質な人凌の集団が使っているという班突，そしてテリ

トリアリティーの一つのレベルにおける権利と拘束が，他のレベルでの権利と
拘束に合致していないという事実からくるものであろう．

現実には，このミックスされた不調和な関係は，ある習慣的に仙れた場所で
のテリトリーの乱れを説関できるばかりでなく，その場所それ自体のひず承を
も説明するだろう．

ユーザー間の不均質性（Heterogeneityam()､質Users）

人之が共通の伝統をシェアしている時，その人＊はゾーンやモデュールのマ

ーカー，ダイレクションやゲーティングの-ﾘ･インを理解していぁ．しかし，い

ろいろなバックグラウンドの人点が同じ場所を使うⅡ､f，その人とは必ずしも荒
いのテリトリーのコードを理解してはいない．

この稲のﾃﾘﾄﾘー のあいまいさと誤解の例は,ﾃﾘﾄﾘｱﾙ･オーガニゼ

ーションのすべてのレベルにおいて見ることができる．東欧のユダヤ人あるし、
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はプエルトリコの文化では当り前の梅利と考えられている人にさわるという行

為は，イギリス系アメリカ人および無人アメリカ人文化ではテリトリーの侵害

と黙なされる．スペイン系アメリカ人文化でふつうとされている個人間距離は，

黒人アメリカ人や北欧系アメリカ人の文化のように大きなスペースを使う文化

では，スペースの侵害である．アセンブルしたフニース・フォーメーショソを

じっとのぞきこむことは，イタリア系アメリカ人やドイツ人に特徴的なことで

あるが，これは他の文化では侮脈である．占いエスニック・ネイパーフードで

は，ある軒続きの家の住人は，自分が家の前の歩道とパーキソグ・スペースを

所有し，それに責任を持っていると僧じているが，この権利は他の人為からは

鯨覗されない．そして，街路を雌祝し犯罪を報告することにかつてば責任を感

じていた占いエスニック・ネイバーフードの住人は，今日何か那件があっても，

それが他のエスニック・バックグラウンドの人'4《に関するものらしいと思った

ら．カーテンをしめて，肩をすくめるだけである．

管轄権と保護の不調和性（IncongruityofJurisdictionandAegis）

テリトリーの秩序は，行動のある特別な伝統，すなわち，保護のシステムに

よってすべてのレベルで維持されている伝統，を遵守するかどうかによってき

まる．そしてこのシステム自体は，管総椛のハイアラーキーによって強制を受

けている．もし，いろいろなルールについてどの伝統的システムが通用してい

るか，ということについて混乱があったり，また，もし管轄権のシステムが入

り混じった，あるいは，相容れないものであったりする場合は，それにともな

って，テリトリーの秩序は混乱に陥り，崩壊す為だろう．

ここにその一つの例がある，ああ公此の勘所における通行のルールが調和よ

く使われるかどうかは，どの人＊がホストやオーナーであり，どの人盈が訪問

者や通りがかりの人であるかということについて，無言の了解があるかどうか
にかかっている．たとえば，もし，伝統的にイタリア系アメリカ人が優勢で，イ

タリア系アメリカ人商人の雛視下に置かれているあるネイバーフードが，スペ

イン系の人変の侵入を受けたら，その結果縫済的支配，オーナーシッフ．，その

他の鈴]について争いが起こるだろう．その瞬間には,路上や,店内や,また
ロケーシニンからネイバーフード・ゾーンといったすべてのレベルの敷居で，誰
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が誰に譲歩するかということがまったくはっきりしなくなる．

また，ある甑瀬の人'4《が，他の人凌のライフ・スタイルのためにピルトされ

た場所に住むかもしれない．事実，澗習と支配はそのハイアヲーキーのすべて

のレベルで異なるだろう．たとえば，あるスペイン人家族が，あるイギリス系

アメリカ人のシティーにある，主にアイルランド系とイタリア系カトリックの

リージョンの、イタリア系アメリカ人ネイバーフードにある，ユグー1,人がオー

ナーシップを持つアパートメント・コンプレックスに住んでいると仮定して象

よう．そうするとそれぞれのレベルで，習慣の不一致や，ミックスされた相反
する保護の問題が生じるだろうということがわかる

フォームとアイディアの不調和

(TheIncongruenceofFormandIdea）

人女がテリトリーのひずぷを経験する時，その人之はある程度それにアコモ

デートするかもしれない．また第２0歳で述べたよう次規制的行動をしたり，掛

合によっては，そこでの股も大きなコソテクストの中で問題を縦叩しようと拭
●b●e●●●●●Gｅ●●｡●｡●●●

･Z‘ることさえするかもしれない．しかし西洋人に特徴的なことは，習俄的でな
●●６●e●●●●●●●●●◆e●a●●｡●●●●●●●｡●●Ｐ●●

い行動を，その乱れをもたらしてし､る入会の本能とパーソナリティに帰する傾
向があることである．それゆえに，西洋人はデイスターパンスのそこでの股も

大きなコンテクストを見失い，広い範囲にわたるハイアラーキカルな問題を
"biologize"，すなわち極端に単純化した生物学的・心理学的説明に還元してし

まう．“psychologize.，と言ってもよい．

テリトリアリティーについてある種の心理学が発達した，というのもその一
●●■●

つの例である．この観点では，人凌がどのようにスペースと混.氷合いにつ1,,て

感じるか，ということにもっぱら強調点が置かれている．もし熊点が，テリト

リアリティーそのものでなくむしろスペースについてのフィーリングにしぼら

れうるなら，説得，プロパガンダ，心理療法，その他のアプローチを使って，人凌

に，実際にはそうではないのだが，自分には十分なスペースと｡'･分なテリトリ

ーのシステムがあjると感じさせあことが可能になる．また，レジデンシャル・

エリアがコマーシャル・ビルディングの犠牲にされていぁとか，冊速近路のた

めにネイバーフードが分断されたりケットーがさえぎられているというような
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時には，抗議者の注意を，自分がどう感じるかということに関心を持たせる方

向にそらすことができる．そして，自分たちは主張を持っている，そして自分

たちがその問題について資めを負うべきであるとさえ，思い込ませることがで

きる．

テリトリアリティーを轡biologize'，する人を，すなわち，テリトリアリティ

ーを遺伝学の言葉だけで説明する人々は，駆態をあべこべにしてしまう可能性

がある．そのような人々は，たとえば，征服者や支配者民族を合理化してしま

う可能性がある．どちらの場合も，新しい還元主義的説明，あるいは新しい聞

こえの良い論理的説明を造り出す学者は，貧しい人や老人からリヴイング．ス

ペースを奪ってオフィス・ビルディングその他のコマーシャル・プロパティー

を建てようとする人有にとって，きわめて有用である．

テリトリアリティーのメタ概念と，空間の現実のフォームとオーガニゼーシ

ョンとを混同するという才能から生ずる，別のやっかいな伝統がある．テリト

リーについて変わった認識を持ったある種の人之は，自分たちのスペースの使

い方を形而上学的あるいは美学的基礎の上に合理化しうる才能を持っている．こ

の場合，その人々 の逸脱した考えは，逸脱というよりはむしろ創造的才能とし

てわれわれを印象づけるものである．それでわれわれは，そのような人々に，た

とえば神の投影といったようなものに見えるスペースを構築するよう依頼する．

そういう時，そのようなスペースは使いものにならないこと，またそのスペー

スが関係性やソーシャル・グルーピングを分裂させてしまうということは見す

ごされている．ある建築家は，自分のアシスタントは美学的な天才で，人はた

だ「ピューティフルな場所」に慣れればよいだけであると語った．

しかし，開発と創造的改造との間の区別をつけることは，われわれの誰にと

ってもやさしいことではない．習佃的でないスペースを創造し栂築するような

人々 は，逆行的な傾向を持っているかもしれない，また新しい発展的発明を予

告しているのかもしれない．
｡●●●号●ＤＣ●Ｇ●●●●甲■●｡●●●●●由●0●■

したがって，習慣的でなし､テリトリアリティーについてのわれわれの考察を，
●●●●●●＄■●●●●●■●●●●｡●0●｡●●●●●①■由●●●

逸脱の議論で終わらせないことが肝要である．そのコンテクストにつし､て問わ
●●● ■●●●●●●由●

なければならなし､のである．
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テリトリー破壊の意味

(TheSignificanceofTerritorialDisruption）

2３１

人間以外の動物においてテリトリーが破壊され】ると，その結果，社会的組織

の破壊と暴力，逸脱した行動，そして内分泌障審蝋が起こるという,脈拠が発表さ

れている．｜,1棟の関辿性が人間の場合にも仮定されている．過度の混jk合いは

暴力の原因であるといわれ，またテリトリーに関する争いは犯罪と戦争の原因

であるといわれている．しかし現実にわれわれはまだ，テリトリーのオーガニ

ゼーション，社会問題，そして健康の間にある諸なの複雑な関係を理解しては

いない．

ポーターフィールド(PorterIield)率．は，暴力(犯罪，殺人，および自動車事

故で測定した）は，アメリカ合衆国のすべての州で，そして世界のすべての国
●●●●｡●●●●●●●●●●●b

で．文化の不均質性の綴度に直接比例して増加するとI‘､う統計的証拠を集めて

いる．岡じテリトリーをシ:､:アしている人女が，その中での製力について互い

に相手のせいに‐j-るということはよく知られている．アメリカ合衆脚では，マ

イノリティー・グループが,噺い暴力発生率の原因として責められている．しか

しなお，そのような不均質隆の高いエリアでも，混鍬合い，衝困，ミックスさ

れ混乱した椿輔桶と保謹が期す傾向にあるのである．ニューマン（Newman）

の数字は，挫力がテリトリーの境界の不明瞭さ，および人を自身による監視の

欠如に関係していることを示している．そして文化的に不均質なエリアでは，同

じバックグラウンドの人女の間で殺人率が高い．このようなエリアの住民は依
●●●● ■ ● ● 巴 ● ｡ ● ● ● ● ● ● ① ●｡●a岳ら●Ｐ●●●●

然として孟他のバックグラソIfを持つ人よりもむしろ，自分と同じバックグラ
●● ●●●●p●●●● Ｇ ｄ ●

ソドの人を殺してI‘,るのである．

簡単に言えば，もし暴刀，犯罪，逸脱行動，不健康を理解し，それと戦おう

とするのなら，復合的システムズ・リレーションを‘倹討しなければならないだ

ろう．

．ギャル＊ウソ（Calhounl966)．
唾ユ恭一クーフｆ－ルド（Ｐ()rtcrficldl965）
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