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１．はじめに

筆者はこれまで，「心理的距離」（正確には，対人心理的距離感）という対人関係の本質的玖
象を探るため，心理的距離を通俗的理解のままに操作的に定義して尺度化するという方向をと
らず，そもそも「心理的距離とはいかなる体験か」という問いを改めてたて，その現象の体聯
構造をモデル化し，さらに現象学的・存在論的方向に問いを深化させていった。それによって
得た認識は，心理的距離は自己と他者との間の「存在の間隙」の体験という存在論的次元の玖
象である（すなわち，表面的な尺度での測定はできない）ということ。ただしその“間隙" li
自他間の存在の“隔絶性”（質的相違）ではなく，遠近性（量的相違）という変動をする（胴｜
定は不可能ではない)，というものであった。
そこで次になすべきことは，“心理的距離”概念の厳密化である。“心理的”という形容がご

けられた距離は，距離としてどのような性質をもっているのか。この問いを探求するために，
距離の一般概念といえる数学的距離と照合することによって，数学的厳密‘性の観点から,し､理離
距離というものを逆照射してみたい。これは心理的距離を数学的距離に還元することではな
く，むしろ心理的距離固有の‘性質をできるだけ厳密に記述することを目的とする。それによっ
て心理的距離概念や心理的距離モデルにひそむ論理的暖昧さや通俗的了解のまま自明視されて
いる部分があぶり出されることを期待する。
なお，本稿で言及される「心理的距離モデル」および「他者の面識度水準」などについては，

既知のものとして論を進める（山根1987. 1995, 2005)。

２．数学的距離

まずは数学の世界で規定されている距離を概観する。距離の一般的概念は「位相空間論」に
属しており，当然ながらわれわれが日常使用しているユークリッド距離に限定されるものでば
ない。ここでの概観は，もちろん位相空間論全体ではなく，心理的距離と照合すべき部分にPI
定する。

*心理学科教授
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2.1．距離の公理
位相空Ill]において，距離は下記の３つの公理を満たすものと定義されている。ちなみに，集

合Ｘの要素ｘとｙの間の距離をd(x,y)とする。
①非負性（正定値性): d (x,y)Ｚ0     x = y=>d(x,y)=0距離は０以上の値をと
るということ。

②対称性: d (x, y) =d (y. x)      2点のどちらからとっても距離は同じということ。
③三角不等式: d (x, y) + d (y, z)≧d (x. z)経路を通ると距離は長くなるという
こと。

また，距離の公理に続いて，以下も追加されることもある。
④非退化性（同一性) : x = y od (x, z) = 0同値であれば距離は０ということ。
非退化性が仮定されない擬距離空間では，異なる２点の擬距離が０になることがある。

2.2．距離の数学的意味
かつて目にした数学書に，距離とは「関係の定量化」であると記してあった（出典不明)。

対人関係の本質としての心理的距離の定義にしたい表現である。この表現は，問題とされる関
係の種類が異なれば距離もまた異なることを示唆する。すなわち，特定の関係性において特定
の距離か決まる。距離を確定するその関係性は「空間」とみなせる。
位相空間論において空間とは，構造のある集合のことをいう。空間内の２つの要素（集合の

元）間の距離は，空間上の差異を示す。言い換えれば，距離が０ということは無差異すなわち
同値を意味する。数学的に同値とは，反射律(x = x).対称律(x = y =>y = x ),推移律
(x = y,    y = z=>x = z)の３法則を満たす場合である。反射律により，集合内のI'i]-要素
であれば同仙であるから距離は０である。関係の定量化としての距離は，その関係における近
さ. I.１-性の程度，より正確には，その逆数の関数である。すなわち距離とは類似度の逆数す
なわち｢非類似度｣である。実際，クラスター分析で使われるさまざまな距離はこの定義によっ
ている。

2.3．距離関数・ノルム・距離空間
距離の値を定義する関数を距離関数という。たとえば｢直線距離」は距離関数の１つである。

距離とは距離関数の値である。距離関数が0,   1の２値（離散距離）をとるなら，同一と非同
一の２値を意味する。これを心理的距離に当てはめれば，自・他の定性的隔絶性に相当する。
通常の距離空間は，離散的ではなく，連続的(微分可能）とみなされる。心理的距離も他者間，
そして同一他者に対しても微妙に変動しうることから，離散的ではなく，いちおう連続的とみ
なせる（微分可能かは不明)。連続的距離関数として次のユークリッド距離が代表的である。
ユークリッド距離: d =
これは次元内差の２乗和の平方根を意味し，直角三角形の斜辺に相当する。これ以外に，ク

ラスター分析や判別分析で耳にする次のような距離関数がある。
市街（マンハッタン）距離: d = I x,- x, I + I yi-72 I
これは直角三角形の縦辺十横辺であり,  1次元ユークリツド距離に相当する。
ミンコフスキー距離：市街．ユークリッド距離を一般化した距離であり，、乗根で表される。
マハラノビスの距離：重心から標本点までの距離をその方向における楕円のmで割ったもの

で，判別分析で使われる。
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心理的距離も数学的性質が不明である広義の距離関数の１つとみなせる。
また，２次元以上の空間における２点問の“長さ”をノルムといい，次のように表す。

ノルムはユークリッド距離に等しく，ノルムにも距離の公理に相当するものが当てはまる。
さらに，距離の要素の集合(X)と距離関数(d)を合せた(X, d)を「距離空間」という。

すなわち，特定の距離関数によって距離が定義されている要素の集合が距離空間である。距離
を問題にすべき空間は距離空間である。

３．心理的距離の公理としての特徴

以上の数学的距離に対して，心理的距離は同じ公理を満たしているのか。数学的距離の公理
と照合しながら検討していきたい。そうすることで，誰しもが体験的に了解済みである心理的
距離を改めて客観的論理の姐上に載せることができ，心理的距離の距離としての固有の'性質が
表現される。
これより，心理的距離の表記を，距離感を感じる主体をI.対象となる他者をＡとして，た
とえば主体Ｉから対象Ａまでの能動距離をd (I, A)と表記する。また,   AからＩに向けら
れたとＩが認知する受動距離をd (A, I)と表記する(AからＩに向けた能動距離ではない)。

3.1．非負性
距離の非負性は，他者に対して常に０でないある正の“距離”を感じることを意味する。心

理的距離においても，０より小さい，すなわち負の距離感を想定することは困難である（不可
能ではないことは後述する)oゆえに，心理的距離においても非負性は成立するといえる。む
しろ，この非負性こそが，あの体験を“距離”と直感的に了解できる根拠ですらあろう。
心理的距離においても最小値である０点は，単なる通過点ではなく，絶対原点である。この

非負’性によって心理的距離を尺度化するなら，それはinterval scaleではなく,   ratio scale (比
率尺度）となることがわかる(interval scaleは，時に「距離尺度」と訳されるが，距離の公
理との関係上，「間隔尺度」という名称が望ましい)。原点のある比率尺度は，０からｌという
原点から最初の整数までの幅に単位的な意味を付与することができる。そしてそれを基準とし
た倍数性を備えている。ここで，原点０からの距離= 1を，自他の心理的間隙の単位としたい。
また最小値である距離０という現象も可能であることから，その心理学的意味を確定したい。
この距離０やｌの意味は，非退化性の項で改めて問題にする。

3.2．対称性
自己から特定の他者への心理的距離（能動距離）と，その他者から受けた自己への心理的距

離（受動距離）とは，体験的にも値的にも同じではないという認識は，普通に社会関係を営む
数学者の間でも当然視されている。たとえば，ある数学者は“片思い”を例にあげて「心理的
な意味での距離というのは数学での距離にはなっていない」と述べている（一楽，2008)。す
なわち，心理的距離には距離の公理である対称性が成立しないという点で，数学的距離の定義
を満たさない（能動距離と受動距離の不一致である「ミゾ」を不快とみなす心理的距離モデル
において，対称性への感情的・社会的圧力は存在するが，完全な対称性は恒常的にはほとんど
実現しない)。
言い換えれば,心理的距離は数学的に定義される距離とは異なることを意味する。d(I, A)
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図２三角不等式の不成立図１３者関係における間関係

とd (A. I)が異なることは，距離は“向き”によって異なるということである。これによ
り，心理的距離は１次元の実数直線的というより，２次元以上のベクトル的性質があることを
示唆する。これを心理現象として言い直せば，心理的距離は，原点である“自我極”とは別に，
対象に対しても単なる“対象極”だけでなく，準原点としてのその対象に固有の（すなわち他
の対象と同じでない）“他我極”をも付与することを意味する。心理的距離空間は「多様体的」
というべきかもしれない。

3.3．三角不等式
距離の公理における三角不等式との照合は，２者関係を想定してきた心理的距離モデルを，
３者関係に拡張させる機会を与える。ここで心理的距離現象を，自己を含む３者間(I. A. B)
に拡張してみる。
３者間における３対の２者同士の心理的距離において. d (I, A) + d (A, B)>d (I. B)

という三角不等式，すなわち私(I)と他者Ａとの心理的距離と，私から見たＡと他者Ｂとの
心理的距離を合わせた距離は，私とＢとの心理的距離より常に“遠い”という原理は成立しな
い（成立する場合は偶然)。ここで.   d (A. B)はＡがＩとなったときの距離ではなく.  Iか
らみたA.   B間の距離，すなわち３者以上の事態になって初めて発生する“間関係”を意味す
る（図1)。もちろん上の式は,  Iのみを主体とせずに.   3者それぞれが原点（距離主体）と
なる客観的現象とした場合にも成立しない。
現実の３者関係では，むしろ不等号が逆向きのd (I. A) + d (A. B) <d ( I. B)が原

理的に成立する。たとえば，私とA,   Aとがそれぞれ“真知人”で，私とＢが“真他人”であ
る場合（ここでの真知人・真他人は面識度の表現)，“真知人”同士の心理的距離の合計は，私
とＢとの無限遠の心理的距離より原理的に“近い”（図２)。このいわば“逆三角不等式”は，
社会関係的に有効な効果を意味することで，むしろ心理的距離の拡張モデルの重要な性質とし
てあげられる。なぜなら，私と真他人Ｂとの心理的距離は，直接出会うよりも共通の知人Ａを
仲介した方が餓初から一定以上に“近く”なるという，３者関係の“仲介効果”を表現するた
めである。
この仲介効果は，心理的距離の感情面だけでなく，間柄的な社会関係（いわば社会的距離）

においてこそ明示的に成立する。たとえば,  IがＡと婚姻関係なることは, I司時にＡの親Ｂと
姻族関係となることを意味する。そして慣習的にＩはＡと同様にＢを“親”として待遇する。
幼い孫や甥・姪に対して，初対面でも強い愛情を抱けるのも，家族であった者の子という仲介
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効果によるところが大きい。
このように逆三角不等式は，対人関係の拡張（知人の獲得）を可能にする性質として重要で

ある。言い換えれば，心理的距離においては，関係の連結による距離の加算性（遠ざかり）は
成立せず，むしろ減算性（近づき）が発生する。これは心理的距離が通常のユークリッド空間
では表現できないことを意味する。また心理的距離が真にベクトルであるなら.   d (I.A)+
d (A, B) = d (I. B)が原理的に成立するはずであるが，現実にそうなるのは偶然でしか
ないため，心理的距離のベクトル性はここでは否定される。むしろここでの心理的距離は，グ
ラフ理論におけるノードとラインによって構成されるネットワーク空間的'性質をもつ。
仲介効果をさらに細かく見ると,   d (I, A)が近いほど,   d (I, B)はd (A, B)の距離

に近づくであろう。d   (I. A)が遠い場合.   d (I, B)はd (A, B)の影響を受けにくくな
ろう。ただ，３者関係においてはじめて発生する固有の力学が相互の距離に影響することも考
えられる。たとえば.    d(I,A)が遠くなったとき.   d (A, B)がすでに近い場合は, d (I.
B)は遠くなり,   d (A, B)が遠い場合はd (I.B)逆に近くなることが考えられる。すな
わち３者関係における「連合形成」(coalition formation)である。
このように，間柄や集団などの社会的力学が作用する条件下では，心理的距離には数学だけ

でなく力学モデルも必要となる。そうなると，心理的距離モデルの３者への拡張は.   K.Lewin
によるlife spaceモデルの理論的探求の道をたどることになろう。

3.4．非退化性
距離とは非類似度であるなら，自己を原点とする心理的距離は，自己との非類似度となる。
であるから自己自身との距離は０となる。また他者は他者であるゆえに，すなわち自己でない
がゆえに距離が０になりえない。ただし，社会的所属や性格特性など諸属性における非類似‘性
(不一致性）が本質なのではない。一対の男女が「夫婦」という心理的距離が最も近くなりう
る間柄になる場合も，生物的・社会的・心理的諸属性の非類似性は温存されている。すなわち
心理的距離における非類似‘性は，諸属‘性の相違という存在者レベルの非類似性ではなく，「存
在の間隙」という存在論的非類似性，すなわち存在様態としての“他性”（他であること）の
度合いである。ただし他‘性と自己性（自己であること）は相互規定（トートロジー）的関係，
すなわち「他とは自己でないことであり，自己とは他でないこと」という循環論理になって
いることが示されている（山根，2003)。他者との距離が＞０，すなわち≠０ということ，こ
れが定'性的な「存在の間隙」を示す。その定‘性的思考では，この自己と他者の間隙は，「ここ」
と「そこ」の絶対的派離とされる（松尾,   1997)。しかし，他'性と自己性のトートロジー的関
係は，「間隙」の絶対的飛離そのものが，実は“前提”でしかなく，論証不能であることを示
している（それは生物学的には物質交換可能な薄い被膜でしかない)。心理的距離の存在論で
は，その隙間の幅（＝距離）は０ではないが固定された堅牢なものではなく，量的に変動する
と想定されている。その幅の広さの計測と変動のメカニズムを探るのが，心理的距離の心理学
である。
ところで，原“点”とされる自己は点なのだろうか。自己自身への距離が０であるなら，０

でない，０の近傍の任意の点は必ず他（非自己）なのか。０としての自己は，空間（距離の幅）
をもたない，０を極限とする無限小の存在なのか。外界に対してさまざまな距離を感じるよう
に，われわれには内界という自己空間に対しても距離をとりうるのではないか。すなわち，自
己に対する距離というものがあるのではないか。外界の他者は点であっても，自己は点ではな
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〈空間なのでないか。この問題は後述する。

3.5．ここまでのまとめ
以_上の照合から，心理的距離の距離としての特殊‘性が明らかとなった。心理的距離が距離と
して公理的に合致するのは，非負性だけである。言い換えれば心理的距離の“距離”としての
特徴は，非対称性，逆三角不等式，退化性にある。このような心理的距離をなおも“距離”と
表現し続けても，それは通常の数学的距離として記述することは不可能である。その理由は，
心理的距離は距離そのものではなく距離感という心理現象，いうなれば距離の公理を満たさな
い偽距離・準距離というべきものだからである。

４．心理的距離空間

これまでの考察により，心理的距離は，数学的距離とは異なる'性質をもつことがわかった。
ここでは，その根拠を掘り下げるため，心理的距離を構成している心的空間を問題にする。
数学的には，距離空間は距離関数によって定義される。すなわち，距離関数は空間の'性質と
もいえる。だが，実空間としての物理的世界では，距離関数を定義する根拠として，空間の性
質が問題になる。たとえば地球上の２地点間の距離は,球面の地球上と平面の地図上とでは(地
図の図法によって）異なりうる。つまり空間が距離を定義する。心理的距離においても距離を
可能にする存在論的根拠としての距離空間を考えていきたい。

4.1．心理的距離空間の次元性
心理的MI雌は幾次元の空間の現象か。心理的距離は離散的ではな<.  1.1:的変動をするとした

が，実数直線のような１次元の現象ではなく，方向に意味がある２次元以上のベクトル的，あ
るいはネットワーク空間的性質をもっていることが示唆された。
ここで心理的距離モデルの立脚点に立ち返ると，心理的距離という体験は，距離対象と距離

作用からなる現象学的志向現象として捉えられ，それらを個別性と共同性と名づけられた（山
根: 1987,   1995)。すなわち心理的距離は２次元現象とされた。そして心理的距離の定義にか
かわる距離の構成要素としての個別性・共同性の２次元と，心理的距離の体験構造にかかわる
能動・受動，表象・表出との２重の２重構造との関係が展開された（図３)。しかし，個別‘性・
共同'性の２次元と，能動ではじまる４側面との関係はあいまいのまま残された。たとえば，能
動表象距離自体に個別性と共同性の２次元がかかわるのか，それとも４側面の距離が個別'性と
共同'性に分属されるのか，言及されていない。心理的距離の次元性の問題として，ここで明確
にしたい。
まず現象学的志向性としてのノエマ（志向対象）とノエシス（志向作用）を基準にすると，

下記のようにまとめることができる。
ノエマ：個別性，受動，表出
ノエシス：共同性，能動，表象
これにより，距離の構成次元と体験構造との関係をつけると，
個別性：受動，表出
共同性：能動，表象
となる。これは４側面のうち，受動表出が個別性に，能動表象が共ImJ性に強く関係すること

を示す。では，能動表出と受動表象はどうなのか。能動表出は能動表象と受動表出にともに強
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能動方向 受動方向

出層

＞|÷

ノ
今|冬

他者自己

図３心理的距離の構造

<影響され，また受動表象は，受動表出に基づく相手側の能動表象の推定値であるから．とも
に個別性・共同性の両義性にさらされる。それによって，能動表出は行動レベルのジレンマ，
受動表象は推定の不確定性に陥る。
ノエマとノエシスのどちらがより根源的な体験かといえば，ノエシスである。したがって，

個別性よりも共同性の方が根源的体験となる。そもそも距離＝非類似性と定義するなら，心理
的距離は．通常「親密感」とされる共同性に限定されうる。個別性は対象の「存在感」の体験
に相当し，これも心理的距離の一部とみなしているが,親密感とは種類の異なった体験である。
すなわち，心理的距離を通俗的な親密感と同義とすれば，それは能動表象＝共同性次元の値の
みとなる。しかし心理的距離モデルは，自己と他者との対人関係の変動メカニズムとしての心
理的距離上の現象（ミゾやズレの調整）をとらえるには，自己的な親密感と他者的な存在感か
らなる２次元（両義的）現象とするのが有効としたのである。

4.2．単位距離
非負′性と非退化性のところで問題にした「単位距離」を空間の視点から論じてみる。

a)自己は点か空間か
そもそも心理的距離の原点（０点）は何をさすのか◎心的空間が自己と世界を包摂し、世界

に開かれた空間だけではなく，むしろ本質は自己の内的空間であるなら．自己は空間であって
１つの点ではない。ならば自己空間内の原点は何をさすか。自己内の原点はあらゆる認識の照
射源たる主我，安永(1992a)の表現を借りれば「極自我」あるいは「現象学的自極」である。
自己内の空間すなわち自己内の原点から他との境界までは，主我と客我間の距離であり，安

永の「ファントム定常距離」あるいは「自我図式」に相当する。本稿ではそれを「自我距離」
と呼びたい。たとえば．内閉性気質(安永では｢分裂気質｣)の者は，この定常距離が長いため，
自我が他者領域まで延長されるという。いいかえれば他者を身近に置くことができない。
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では自己と他（非自己）との心理的境界はいかなる点か。心理学者なら「自我境界」という
用語が思いつく（ここでは自我境界を自己と他との心理的境界と定義する)。すなわち，０点
から自我境界までの距離が心理的に重要な距離になる。その距離こそ心理的距離における単位
距離すなわち，距離ｌとみなしてよい。
現象学的I'I極０からI'I我境界までの距離（自我距離）をｌと単位化すると.  1より遠い距離

空間が他（非|'|己）の傾城となる。それをもとに距離ｌ近辺の他者との心m¥りMi雌を論じてみ
よう。たとえば他料･と心m的ii雛が最も近くなれる距離は. 1-1我境界近辺であろう。通常の状
態で可能な他粁の蚊接近点をこの自我境界ｌとする。その場合の心理状態は|ﾀ|我との接点と等
しいということで「I.'I-化」状態とみなせる。ｌよりやや遠い状態は. I"J-化よりは心理的距
離が遠い「共感」状態とみなせる。自我境界は容易には他者によって破られない。破られる場
合は，現実にありえないことではないが，異常な状態である。他者が自我境界（距離1)を
越えて内側に接近してくる状態は他我の自我内への侵入状態であり，たとえばＩ≠Ａであり
ながら距離寺０となればＡによる「愚依」状態を意味しよう。このように対人心理的距離は，
自己の心的空間論を前提としている。
b)自我距離の絶対性，相対性
自我距離を安永の「定常距離」とみなすと，前述したように，内閉性気質者の定常距離は同

調性気質者のそれより長いということから，自我距離そのものは個人の気質によって異なるこ
とになる。では，その個人間の自我距離の差異はどのような尺度で記述できるのか。複数の相
対的な自我距離を比較できる絶対的な距離が必要となる。実空間における"personal space
や“身体緩術ｌｌｆ”に*II等する尺度ともいえる。それらを利川することも可能であるが，あくま
で間接的なｷliny物にすぎない。心理的距離の絶対的な尺度はどのような心理学的意味をもつべ
きものなのか。

4.3．尺度性の検討
心理的距離が単位化できるものとして，それに基づいて心理的距離が比率尺度として構成可
能かどうか考察してみる。それが可能なら，心理的距離モデルの尺度化が可能となろう。
a )倍数性
心理的距離が非負性を根拠に比率尺度化できる場合，比率として意味をもつ距離の倍数は心

理学的にはどのような意味をもつだろうか。たとえば，距離ｌと２の違いの心理学的な意味は
何か。距離２は自我境界までの距離の２倍であり，自極から自我境界までを半径とした場合の
直径に相当する。この距離２の空間の中央に自我がある状態，すなわち自我境界を半径とした
円周は，対人間距離におけるpersonal spaceや身体緩衝帯を連想させる。他者の個別性（他
者情報）の体験強度というレベルで，心理的距離と空間的距離は相関するのである。ｌと２の
間は自己と他者とのバッファ領域といえるのかもしれない。そうであるなら，他者を他者とし
て余裕をもって対･応できるIi'li雛は２以上ともいえる。
自極という原点()があり.  1という単位距離が存在するなら，「ＢはＡより２倍遠い」すな

わちd (I, B) = 2 d (I, A)という距離の倍数体験が可能か。たとえばＩにとってＡと等
距離のＣとの距離を合せて,   d (I. B) =d (I. A) + d (I. C)は成立するだろうか。三
角不等式が成立しないことで距離の連結加算性は否定されたため，距離は上のような演算はで
きない。とするなら2=1 + 1 = 1×２という倍数性は意味をもたないことになり，心理的距
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離を完全な比率尺度とみなすのも不可能になる。
b)負の距離体験
心理的距離を社会心理レベルの現象とするなら非負性は成立する。しかし，単位距離未満の
自我空間内では，ファントム距離の失調により，固有の現象が起こりうる（これは厳密には．
心理的距離モデルではなくファントム空間モデルでの話である)。すなわち原点の分裂（二重
化）現象であり，異常事態ではあるが，生起確率は０ではない。
安永(1992b)が示した統合失調症者の示す自我障害としての“させられ体験”では，本来

は自我として一体であった極自我（体験起点）と現象学的自極（純粋主観）とが分裂する。そ
して現象学的自極の背後（負の距離）に極自我が位置し，自極に対して異様な存在感示す。こ
れを現象学的自極の前方化という意味で「のめり体験」と表現している。一方，筆者が健常者

ひ

での瞬間的失調例として報告した「退き体験」（山根，2000）では，現象学的自極の方が行動
主体である極自我の“背後”に逃げ込み，現実に対処している極自我から距離をとった。これ
らいずれも，前方にある原点からみれば，もう１つの原点の後方（負の距離）への距離体験と
なる。ただしこれらは単位距離内の自我分裂にかかわるファントム空間モデルとしての現象で
あり，他者との心理的距離モデルが扱うべき現象ではない。であるから，非負性が不成立とな
る根拠とはしない。この部分の距離現象は，安永(1999),山根(2005)にまとめられている。
c)等距離性
相異なる他者への心理的距離が，５段階や７段階などの大ざっぱな尺度上で同じ値を示すこ
とは普通にありうるが，心理的距離モデルでは，距離の不一致としてのミゾやズレを問題にす
る際には，より厳密な等距離‘性が定義される必要がある。
同一人物への等距離‘性d   (I , A) =d   (I , A)は原理的に成立するが，相異なる他者A,
Ｂ間のd (I , A) = d (I , B)という等距離性は，心理学的にいかなる体験を意味するのか。
表出レベルでは，Ａ・Ｂ両者が同じような応対（表出行動）をすることで，記号としての同値
性・等価性は実現しうる（異なる行動間でもそれが含意する表象距離が等価ということはあり
得る。これは心理的距離モデルにおける表出論として具体的に探求すべき領域である)oでは
表象レベルの等距離性はどのような体験なのか。表象距離が表出距離とは別個の体験というモ
デルであるからには，表象レベルの同値'性を表出行動の同一性・等価性に還元しただけでは済
ませられない。たとえば能動表象体験を構成
する２次元の共同性と個別性での等価'性，す
なわち親密感の程度が等しく，かつ存在感の
程度も等しいということを意味するはずであ
る。さらにその親密感は，自己との非類似度２
が 等 し い と い う こ と で も あ る 。 個

別
では，共同性と個別性による２次元空間で性

の等距離性は，ノルムの同値性をさすのか。，
ノルムを距離の値とした場合，たとえば，共
同性の値が２で個別性の値がｌの他者Ａと，
共同性の値がｌで個別′性の値が２の他者Ｂと ０

の距離の値は（ユークリッド空間で表現したの 距 離 の 値 は （ ユ ー ク リ ッ ド 空 間 で 表 現 し た ０ １ ２
共同性場合）ともに､/̅百で等しいことになる（図４)。

しかし，心理的距離は，共同'性と個別性から図４心理的距離の２次元におけるノルム
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なる２次元ベクトル性を指すのであるから，それらの値が異なれば等距離（等価）とはみなせ
ず，そのノルムに相当する心理現象を心理的距離とはみなせない。むしろ等距離性は共同性次
元での等価‘性と個別性次元での等価性に分解される。この２次元ともに等しい完全等距離性
(同一人物以外にはほぼ不可能）と，どちらか１次元だけが等しい半等距離性に分けられる。

4.4．他者空間
三角不等式との照合のために，心理的距離モデルを２者から３者に拡張した。これによって
２者間のミクロレベルの相互作用を記述する従来の心理的距離モデルが，個人にとっての他者
空間全体を扱うマクロレベルの記述に拡張する契機を得た。１人の他者から他者全体へという
心理的距離モデルのマクロ化は，社会心理学として進むべき方向といえる。そのためには，２
者関係に還元できない集団の基本形である３者関係のモデル化が必要となる。
ある個人Ｉが他者一般に対して開く距離空間D,と，その中の特定の他者Ｎに対して開く１

つの距離d (I.N) =dロとの集合論的関係はDi3dｐで表現できる。D,内の任意の２要素A,
Ｂに対する２組のdn.すなわちd (I, A)とd (I.B)との距離は相互に独立であろうか。
気質によって異なるファントム空間的な定常距離を認めるなら，完全に独立ではないが，その
制約の下で.  Iにとっての他者たちとの距離空間は拡がりをもっている。この空間は，任意
の要素間のそれぞれの距離を比較できる共通の“場”である。この空間では.   d (I. A)と
d (I.B)が比較されるだけでな<.他者同士の距離d (A, B)も比較できる。d (A, B)は，
自己が直接かかわらない“間関係”であるが.   d (I,A)およびd (I.B)と無関係（独立）
ではない。たとえばI, A. Bの３者関係として,いまd (I. A) <d (A. B)状態からd (I.
A) >d (A.B)状態に距離の不等号の向きが逆転した場合，すなわちＡがI (私）から離れ
てＢに接近していったと感じた場合,  IはＡに「裏切られた｣.   Bに「奪われた」という怒り
を中心とする複合的感情“嫉妬”を経験するであろう。この嫉妬という３者関係特有の感情体
験は，先に示したd (I. A)とd (A. B)との心理的距離の差が認識されるのを前提とする。
すなわち嫉妬が体験可能なのは，距離空間上でそれぞれの対の距離が比較可能なことである。
比較されるのは, Aにとっての能動距離の差,すなわちＡ→Ｂの能動距離とＡ→Ｉの(Iにとっ
ての）受動距離，そしてＡにとっての受動距離の差，すなわちＩ→Ａの(Iにとっての）能動
距離とＢ→Ａの受動距離である。
もちろん直接比較されるのは知覚可能な表出行動であり，これは距離空間Ｄにおいてはあら

かじめ距離の一義性（表象距離との１対１対応）をもっているはずである。距離空間Ｄは，間
関係を含むネットワーク空間になっている。そして逆三角不等式により，距離が近い者同士は
ネットワーク・クラスター（仲良しグループ）を形成しやすい。逆に，遠くなった他者で，ほ
かの近い他者と間関係もない場合は，さらに孤立して遠くなってしまう可能’性が高い。
２者間の心理的距離においては，ズレやミゾなどを解消する力が働いていることを想定した

が，３者以上の距離空間においては，それとは別個の集団力学的な力が存在するかもしれない。
それには心理的距離の力学モデルが必要となる。

５．おわりに

以上，数学的距離との照合による心理的距離概念の批判的考察によって，心理的距離概念の
厳密化を多少なりとも進めることができた。同時に心理的距離を直接測定する可能性も探った
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ことになる。ただし心理的距離空間がどのような位相空間であるかの数学的描写にはまったく
手がつけられていない。それは個別‘性と共同性におけるそれぞれの“近さ”が，数学的表現を
するにはまだ概念的にあいまいなためである。本稿で少なくとも確認できたのは，距離概念‘
複合性と距離関数としての２次元性・非ユークリッド‘性によって，単純な１次元尺度化は適さ
ないということである。
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