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対人心理的距離のモデル化

1 l 1 根 一 郎

１．心理的距離とは

現在，，し､理学では「,し,理的距離」(psychological distance)というルl語は２つの使われ
方をしている。ひとつは物理的Hi離に対応する心理的Hi離感，すなわち客観的な２地点間
の空Ill]的距離の心即的射影すなわち認知・記‘億された空間的距離としての意味であり，い
まひとつは対象との親密感としての馴染み・疎遠感覚としての使われ方である。後者は心
理学以外の分野では「心的距離」(psychical distance)という表現が使われている（たと
えば安永: 1992 a ,谷川: 1993)。
このように心即的Hi雌という川語の使われ方をみると，親密感を含めた心的表象として
のHi離感は，空II'.J的Hi雌の単なる心的再現ではな<,心理的に|古|ｲiの空lNlでの体験ではな
いか，いいかえればそれが物理空間的距離感であれ，親密感的距離感であれ，，し､理的Hi離
は共通した体験1吋をもっているのではないかと思えてくる。であるからこそ,   E.ホール
のプロクセミクス(1970)のように親密感としての,し､理的距離とその相手との空間的距離
の相即的関係が成立するのではないだろうか。
この自己と世界の心珊的距離の体験構造を綿密にモデル化したのが安永浩の「ファント

ム空間論」である。

１．１心理的距離としてのファントム空間
安永は心理的Hi離の問題を「ファントム空間」というモデルによって説明している（た
だしこのモデルの本来の目的は分裂病の説明である)。すなわち，心即的距離（,し､的距離）
は現象学的直接所与としての距離感であり，ファントム空間における知覚・表象イメージ
が投影される端までの距離であり，体験可能な至近極から，そのときのイメージまでの体
験距離であるという（安永: 1992 a)。すなわち，空間的距離も親帝的Hi離もこのファン
トム空Hi]において体験されるのである。ファントム空lNlにおいては，対象とのHi離が近い
ほど強烈な体験（大きな,L､的エネルギー）となる。それは主体にとっての「実存的余裕」
の余地，「空間かつ時間的な間合い」を意味するという。この心理的距離を体験するのは
感情などの心理的反応肘よりも深層であるといい，心的反応を基礎づける層，科学的にい
えばより生理的，祈学的にいえばより実存的な体験牌となる。
また，通常は現実Hi離とファントム距離とが一致するように「仮説体系」をつくってい

- １ -



I l l 根 一 郎

るという。たとえば，ものを取ろうとする時の実|際の手を伸ばすHi離とどの程度手を動か
せばよいかというファントム手とが一致する。
安永によれば，対象までの空間的距離いかんにかかわらず，絶対主観からのイメージま
での心恥的Hi雌はほぼ一定伽ll'J (映像の映っているスクリーンまでのHi雌）であり，そこ
では至適な定常Hi雌が保たれようとするという。距離は遠いほど安心感（存在的ﾘ|断予）を
もてるが，この定常を保つエネルギーが主体になくなると定常Hi離が短縮して，間合いや
猶予の喪失が生じ，より弱い刺激が危険域まで近づきやすく，主体は「パターンの逆転現
象」という危機になると仮説している。
ファントム空間論における「パターン」とは哲学者0. s.ウォーコップの概念であり，

体験世界の蕪本カテゴリー対（すなわち自／他，生／死，統一／差別，質／鼓，生命／物
質など）における論理的非対称（優位）性を意味する。非対称性とはたとえば「自／他」
対では自が優位で，他は自でないものにすぎず，純粋他は不ﾛI知であるという概念対の関
係である。安永はパターンを構成する優位（ノエシス）側をA,劣位（ノエマ）側をＢと
記号化したのでそれを使って説明すると，パターンの「逆転」とは,   A Bの２項の優位関
係が逆転し,  Biftiが優位になる内的現象をいう。パターンおよびその逆転を具体像として
理解するには，安永のＡ優位者/B優位者というタイプ分けが参考になろう。ちなみに，
ここでいうA Bのパターンはウォーコップが人間行動の本質的パターンとして挙げた,   A
/B =｢生きている行動｣／｢死・回避行動」を基準にしている。「生きている行動」とは，
自発的で慨|｣的な行動（遊びなど）で，「死・回避行動」とは生存のための合[Ｉ的行動を
意味する。この恭準によれば,   A優位･者とは，感情優位で内"iftiと社交ifn"の要求が一致し，
欠乏に対しては内IflfでﾈIll允できないため過剰に|両l調的になり，行動で１１態を解決しようと
し，また椎威にI''J洲するという。一方,   B優位者とは，感覚優位で，内ifiiと社交Iflfとが分
離し，非行動的で孤立にI耐え，奇矯傾向があり，敏感・警戒的だが不意打ちに弱い（狼狽)，
感情的には一体感がないまま他者の脅威への防衛としての依存傾向などの特徴を持つとい
う。この記述から,   A優位者とは|両Ｉ調性（循環）気質,   B優位者とは内閉性（分裂）気質
に相当するといえる（安永によれば,    Bが優位になるパターン逆転が分裂病を意味する)。

１．２他者への距離感の特殊性
一般的な距離対象に対しては空間的距離とファントム距離は一致している。他者が世界

の一部であるなら，他者との間の心理的距離も世界とのファントム空間の一種であること
は確かである。ただし他者体験は自己側では制御できない受動(B)体験であり，同時に
能動性(A)が要請される。他者は勝手に自分との距離空間を移動してしまうことから，
他者との間の心理的距離には自己からの距離と他者からの距離とが別個に存在することに
なる。
また，分裂病の説lﾘjを意図したファントムモデルでは対象との距離は速いほど安心を与

えると仮説しているが，対人的距離においてはむしろ一体感（自我の融合）への志向が根
底にあるため,  Hi雛が速すぎることは他者世界から孤立するという棚成になる｡この他者
の“遠すぎる”現象は安永の言う自己内の「ファントム短縮現象」ではなく，災際に他者
が心理的に遠ざかってしまうことである。
このように，他者に対する心理的距離は一般的なファントムモデルには還元できない独
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自な構造を持つと考・えられる。本稿ではそれを「対人心理的距離モデル」と名づける〈

２．対人心理的距離の現象学的構造

「対人心理的Hi離モデル」が扱う心理的距離とは，相手に対する不安感，違和感，一体感，

愛↑Hなどの対人感↑ftを蕪礎づける体験である。この体験の構造・力勤を, 111根(1987 a )
の示した４種の距離構造モデルをベースに「対人心理的距離モデル」として説明を試みる。
まず心理的距離という体験の定義として，その体験構造を現象学的に，すなわち距離感
を構成する体験を反符的意識によって超越論的に構成してみる。意識としての距離感は対
象（相手）を志向することで生じ，ノエシスとノエマ（相手）からなる。ただそのノエマ
としての相手（他榊は，物としての対象と違って，そのノエマ自体が心理的距離を記号
的に表示している。それゆえ，心理的距離にはノエシス的距離（自己が唯きる距離感）と
ノエマ的距離（自己に向って提示された距離感）とがある。

２．１心理的距離の“空間性”
対人心理的距離の“空間性”は, I I本人にとっては“間（あいだ)"としてすでに概念
化されている。間は自己と相手とが共|可で成立させている“ファントム空間”である。こ
の“間”性の認識から「間柄」や「仲」という独特な対人関係用語が生まれたのだろう（こ
の二つの用語も対人心理的距離モデルに組み入れることにする)。
Hi離感のファントム空間性を現象学的志向性で表現すると，ノエマは対象の兇えの大き
さ，ノエシスは対象までの疎隔感ということになる。従って「近い」という空間的体験は，
朴|手が目の前に大きく映っているというノエマ的体験と手を延ばせば対象に届くというノ
エシス的体験との合成といえる。そして外的物理空間においても心的ファントム空間にま
いても対象の大きさの知覚と対象までの疎隔感とは相則している。

図１対人心理的距離の空間性
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この距離体験の相則的２元構造を対人心理的距離の体験に当てはめると，見えの大きさ
に相当するのは「相手の情報量｣，疎隔感に相当するのは「自他の立場の近さ」というこ
とになろう。この対人心理的距離を構成する前者を「個別性｣，後者を「共|可性」と名づ
けるm i)。
（１）個別性と共同性
個別性は，距離感という志向性のノエマ的（対象としての）部分であり，見えの大きさで
あるから，相手の存在感，その相手の他の相手に対する差異であり，相手の情報堂である。
従って距離の接近における個別性の変化は相手の情報量の増大を意味する。すなわち，個
別性の増大は物理空間的に接近すると視覚像が大きくなり，音が大きく，臭いは強く，そ
して体温や触感まで加わるという現象に相当する。これが対人心理的距離空間では，相手
が見える／見えない，わかる／わからない，などの相手の「可視'性」に相当する。個別性
はその意味ではいわゆる「距離感」というよりも，距離感を与える源泉といえる。そして
後述する距離の受動的体験の源でもある。
個別性の体験は，他者の知覚的同定というレベルと，他者についての知識という意味的
レベルがある。われわれが初対面の時互いに自己紹介するのは，意|床的個別性を与えるこ
とで，自分を他の他者から知覚的にも識別しやすくさせるためである。また心理的距離が
近づきつつあると，互いに自分について語り，相手について質問する。これは互いに一致・
共感できる側面（共同性）を探し合うためでもあるが，仮に相手の内容に共感できなくて
も，相手について知ることで個別性としての距離は接近する（相手が大きくなる)o
一方，立場の近さという共同性とは，ノエシス的すなわち自己に生きられたHi離である。

物理空Ill]的には互いに立っている地点の接近性，世界に対する視点の共有性という意味に
なるが，対人心理的距離空間では，その接近性は自分の声（気持ち）が届き，相手の声が
判いて，気持ちの触れ合いができる「共感‘性・一体感」に相当する。個別性が相手と他の
他者との差異性であるのに対し，共|面l性は自他の間を通底している共通'性である。また1帖｜
別性がどちらかというと認知的レベルにとどまるのに対し，共I"-]性は共感・違和感などの
感'情的反応に達する。共同性は通常は個別性の体験（知識や感‘|､i'i'交流）に後続するが，祭
りのような集団的熱狂状態では共同性の方が先行する。
ちなみに，上述の共同性が成立するには，疎通性可能性としての，「前共同性」とでも

いうべきコミュニケーションを成立させる共通基盤として他者を“相手”と認めるレベル
が必要である。このレベルは日常の対人関係においては自覚されずに素通りされるが，分
裂病者に対するプレコックス感や外国人を含めた“異質な他者”に対する不気味な感覚の
ような相手に対する根源的な違和感（通じそうもない感じ）を感じたとき体験される。
個別性（相手の大きさ）と共|可性（相手の近さ）は，基本的には相即的である。しかし
これらが概念的に分離されるということは，実際の対人関係でも非相即的な場合が一時的
にもありうることを示唆する。たとえば，個別性が共同性と非相即的に「大きすぎる」（個
別＞共M)という場合は，相手に圧倒される，気詰まりになるという情況であろう。一方，
「近すぎる」（個別く共同）という場合は，集団的熱狂状態のような，他者個人の個別性
が得られていないのに一体感が支配している情況があてはまる。ちなみに竜車内の目の前
の他者は知覚的には個別性を得ることはできるが，意味的個別性がないため共|可性はえら
れない。ただし前共|可性は得られるため，密集（という空間的過接近）には耐えられる。
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これらをパターンのA/Bにあてはめると,   Aが共同性,    Bが個別性となる。
この個別性．共同性は次に述べる心理的距離の２つの２体験次元上でより具体的に分ｲ’
されて体験される。
（２）体験次元
自己は他行に対して距離を取る主体であると同時に，他者から距離を取られる客体で《
ある。物理空間的距離と異なり，対人心理的距離では自己から相手への距離と相手からＥ
己に向けてきた距離は同じではない。また，内心で抱いている距離感と関係の場で表現さ
れる距離も必ずしも|両lじでない。このような体験される距離の多重性（多義性）についマ
は，自己から他者，他者から自己への２方向と，表象と表出という２層で体験されると¥l
定できる（山根I 1987 a)。本稿では前者を距離の放射「方向」の次元，後者を距離のガ
射「l餅」の次元とする。

対人心理的距離の櫛yi

E動方向Ｉ受動方向

図２

能動方値

錨常 〆、
Ｌノ表出肘

一 一 一 一 一

表象増

一 一 一

他者自亡

(1)放射方Ｉｈｌの次元
心恥的Hi雛の向かう方|ｈｌである放射方向は自己から他者への「能動方向」と他者から自
己への「受動方|nj」がある。
能動方!']は，自分が相手に対して抱いている距離感であり，表象（内的出力）としてま
ずは体験される。すなわち自分に生きられた心理的距離であるため，自己が主体性を持つ
共|『１性にかかわる。最も自己に近い距離感である。以後，能動方向の,し､理的距離を「能動
距離」と表現する。
受動方I''Jは，相手が自己に対して示してきたと自己が感じる距離感であり，自己にとっ
ては入射的距離というべきものである。以後，「受動距離」と表現する。受動距離は相手
からの衣出（外的出力）として体験されるので個別性にかかわる（これは他荷が内的に出
力した卸離ではない。それは他者の能動距離である)。受動距離は能動距離のように内的
に生きられる距離ではないが，逃れられない現実として，強度．生々しさにおいては能動
距離とひけをとらない。自分が何げなく見ていた他者がふと自分に視線を返した瞬間に感
じる受動距離体験（距離づけられた体験）を思い起こせばわかる。
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（２）放射層の次元
放射層は個人内Iflf的な「表象層」と社会行動的な「表出暦」からなる。表象牌は，イメー
ジされた相手への,L､理的距離の体験層である。表象層は意識牌であるのでファントム距離
よりは表層レベルの心理的距離である。能動であれ受動であれ，表象するのは自己である
ため，共1面l性とかかわる。以後，この層での距離を「表象距離」と表現する。
一方，表出暇は，対ifii場Iniにおいて体験される距離である。以後，このwでの距離を「表

出距離」と表現する。表出Hi離は表象距離と異なり自由な構成や訂正を許されない。距離
を表出する媒体である社会的行為は特定の心理的距離を表現するという意味で記号化され
た心理的距離ともいえる。とりわけ対人空間的距離やグルーミングなどの接触行動は表出
として生得的な（非窓意的）信号である。その意味でこの対人空間的距離感と対人心理的
距離感とは一体の心瑚現象である。空間的距離体験なしには心理的距離感は了解できない
だろう。たとえば一体感は距離（間隙）の無化としての身体接触を求めることなしには感
じられないし，拒否感も空間的距離づけを伴う。
（３）距離の4 Iflf性
われわれが体験する具体的な心理的距離は，上述した２方ll'J．２脚の組み合わせによる
４つの距離，すなわち能動表象（距離)，能動表出（距離)，受動表象（距離)，受動表出(W
離）からなる。対人心瑚的Hi離モデルはこの４つがそれぞれ異なるHi離の値をもちうると
みなす。
能動表象は，自分、身の相手に対する自覚された心理的Hi雛であるから肢も自己に近い
肢狭義の心肌MHi鮒である｢，しかし，相手からの受動距離や場Iflfの制約などから，能動表
象をそのまま記号化せず，場Iflfに受け入れられやすいように洲幣された能動衣川を表現す
る行動をする。
表出距離は，記-り･論的にいえば対人行動の所記であり，表M'.Hi雛と行勤との記サ|劉係は
社会的に意味づけされたものである。それをもとに相手個人の表象Hi雛が推定される。表
象距離は表,'!榔離を能記とする，いわばconnotationとなる。

図３心理的距離記号の℃om1otatior

能記］ 所記１

所記２

このように表象牌はいたって個人的世界であるのに対し，表出牌は自他の“間”的であ
り，さらに他者一般にI'ﾘけられるという意味で社会的である。その表11',眺離の意味だけで
なく，その適切性も社会的に（当事者を越えた力で）規定される。自己に直接与えられる
のは，内側からの能動表象と外側からの受動表出である。
能動表出は自分にとって頂接でありながら，受動表出のように観察対象とはなりにくい
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対人心理的Hi離のモデル化

ため，対象化しにくい。能動表出は時には意図的・操作的に扱えるが，時には能動表象よ
り正直な（自覚していない）心理的距離が涌洩きれることもある。対人恐怖者が赤面・表
情・自己視線に悩むのは，それらが操作できない能動的表出距離を示すのを自覚している
からといえる。
受動表象は，一連の受動表出から総合的に推測された相手の能動表象である。それゆえ
一連の受動表出が相矛盾する距離を示す場合，受動表象の推定は困難になる（二重拘束)。

能動表象によるバイアスも受ける。
さらに表象層の距離は任意に反弼，再解釈，強化されうるため，表州されたコンテクス
トから離れて妄想化するﾛI能性がある。受動表象を受動表出から正確に推定するのが対人
観察力であり，それには表示についての記号体系の常識的で正確な連用を伴う。また能動
表象のバイアス（思い込み）を排して相手の能動表象に近い距離を直感的に推定するのが
共感能力である。この２つの対人能ﾉjが真に相手（の能動表象）に出会うのに必要である。

３．心理的距離構造の力動

本章では，前章で示した構成要素が互いにどのようにかかわって心理的距離を変化させ
ているのか，心理的距離の動態を論じてみる。

３ ． １ 最 適 距 離
そもそも他者との「距離」が問題になるのは，相手が近すぎるか遠すぎるか，いずれに
せよ距離が不適切（不快）な状態を体験する時であろう。ファントム距離においても，ブ
ロクセミクスにおいても最適（標準）距離の存在が認められており，対人心理的距離でも
相手との個別な最適距離の存在を仮定できる。では対人心理的距離において最適距離を規
定すると考えられる要困は何か｡ここでは個人的要因と社会的・関係的要因に分けてみる。

３．１．１個人的要因：基底的距離感と気質
個人的要因には個人が先有的にもっている他者一般に対する基底的距離感が考えられ
る。特定の相手ではなく他者一般に対する距離感は対人心理的距離モデルの表象層よりも
根底的なファントムモデルレベルの問題であろう。この個人差はかなり根源的で，クレッ
チマー的な意味での気質と関連づけができそうである。上述したように安永のファントム
空間モデルでも内閉性気質と|可調性気質の違いをパターンの違いで説明できた。言い換え
れば，気質の違いは世界・他者一般に対する距離感，あるいは最適距離への志向の違いと
して論じることができる。以下に気質タイプ別の基底的距離感を論じてみるＯ
同調性（繰篭．循環）気質：安永はファントム定常距離の短い者は，燥諺気質者に相当

すると述べている（l992a）。そして定常距離が短いため，他者を近間におくことができ．
他者にｌ可一化しやすいという。また，この気質者はファントム機能の失調に至る前に，感
情反応の層で反応し，その域にとどまるという。対人心理的距離モデルの表現を使えば，
同調性気質者は一体感を希求するため共同性に敏感であろう。それは個別‘性の小さい他者
に対しても共同性を開くことを意味する。またその本来の同調'性ゆえに能動距離を受動距
離に合わせる傾向があろう。この気質者は他の気質に比べて基底的距離感は常識的．標準
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的な位i冊であり，他者に対して雌も快適な心理的距離を実現しやすいタイプであろう。
内'ｿ'性（分裂）気質：安永によれば，分裂病者は素質的にファントム定常距離が長く，
自己データも距離の速いところにおかれるため自意識的が強いという(1992 a)。従って
分裂捕者と共通の気質といえる内'１１性気質者の基底的Hi離感も速めに設定されるといえ
る。自意識が強いということはファントム空間における自我境界までの此離が艇〈，それ
だけ他脅とＩｌＩ会う地点が速くなってしまう。また自意識が強いということはノエシスが他
者にI'ﾘかいに< <,それだけ他荷との共同性への反応が鈍いといえる。一般に他者との共
N性を生きるには，その他者の個別性が大きい必要があるが，この気質者にとっては個別
性の噌大は共I剛性の増大（接近）を伴わないので，他者が大きすぎる状態になりやすいで
あろう。他者の接近から自己を守ろうとする一方，共M性が小さいため一体感への希求に
は諦めがある。そのため自分からは距離づけには受動的となり，遠のいていく距離には傍
観的になろう。
<l''し､気蘭：中心気質とは，安永によって同調．内閉のいずれにも属さない人々を魂Iﾘjす
るために命名されたタイプで，いわゆる粘着気質といわれていた類癒澗気質や従来ヒステ
リー（顕示性）性格，あるいは哨癖と分類されていたタイプをまとめたものである(1992
c)。この気質の特徴である“中心性”とは，枇界との密清性，自己と世界の間の距離の
なさを意味する。その密蒜性は'可調性気質のような自他の断絶を前提とした一体感願望で
はなく，はなから一体であることが前提になっている。従って基底的距離は３気質の中で
雌も卿い。そのHi離感のなさが物へのHP物的な執着や淑示性に兇られるような幼児的自己
中心性（注視願望，喝采願望）とつながるのであろう。
以上のように気質は|H:界へのAL底的距離感という点でもそのｷII連を明確にしている。気
質が異なる者'両l士は岐適距離が異なるため，そのままでは刀:いに不快になりやすいはずで
ある。だたし内閉性気質や中心気質M士も互いに満足した卸離にはなりにくいのではない
か。一方，同調性気質は自己の岐適距離を抑圧しても相手に合わせてくれる可能性がある。

３．１．２社会的・関係的要因
心理的雌離に社会的・関係的要l川が作用する層は，関係の中心点が自己側の自我から相
手との共在の場，間（あいだ）に位侭する体験層である。間とは，個人が独我論的存在で
あり統けることができずに他者に巻き込まれる自我領域であり，そこでは距離の中心点が
“自己”から“自己と他者の間”へ抜け出ていく。言い換えればこの体験層は心理的距離

という体験が個我中心の主観的な枇界から関係性という共同主観的な世界へ社会化する段
階である。その関係性には次の三I曽が考えられる。まず相手が意味のある他者か|笹キノiの他
者かという「ifii識性」のレベル，社会的に規定された役割関係という「間柄」のレベル，
そして役割関係に規定されながら当事者間の私的距離感によって実現される「仲」のレベ
ルである。これらIflf識性，間柄，仲にはその特定の関係性が要諦する心班的跳離があるよ
うに思える。以下，３暦の関係性を説明する（図４）。
「Iflf識性」（山根1987 aでは「ifii識度水準｣）とは，他者をそのifii識のｲJ"無で「知人」と「他

人」に分け，さらにと表象距離の遠い順に他人を「真他人」と「知他人」に，知人を「周
辺知人」と「典知人」に分ける雑準である。知人に対してはたとえ表象匙離の速い周辺知
人に対しても個人的応対をする傾Ifﾘがあり，他人に対してはたとえ一方的に兇知って表象
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図４関係の３水準

④ 鐙

謬
距離が近い知他人に対しても個人的応対は抑制される傾向がみられた（山根: 1987 a)。
すなわち表出距離は表象距離に応じているのではなく，知人か他人かという面識,性に応じ
るのである。
「間柄」は対人関係における役割カテゴリーと定義きれ，公的間柄と私的間柄に分けら
れる（山根: 1987 b)o公的間柄は社会的に公式な役割関係としての間柄であり，職業や
法律によって規定されている間柄であるｏ客一サービス提供者や上司一部下のような職業
的間柄も，夫一婦や親一子のような家族的間柄も公的間柄である。そこでの表示距離は社
会規範が要請する役割としての近さが前提とされる。一方，私的間柄は当事者間の合意の
みで成立する，法的規定を受けない，あるいはそれから外れた間柄である。友人，恋人か
ら不倫の愛人などが私的間柄に属する。私的間柄にもそれなりの役割行動や解消現象があ
ることから，距離が実現する規範といえる。どちらの間柄にしろ，表出距離が期待された
行動から近すぎると「illれ馴れしい｣，遠すぎると「よそよそしい」という規範的反応を
引き起こす。同じ当事者問で公的間柄と私的間柄などの複数の間柄は並立可能である。た
とえば「上司一部下」と「親一子」あるいは「愛人」は並立することがある。
間柄は心理的距離を役割的に規定するが，｜可じ「夫婦」という間柄でも，実際には個々
の夫婦によって実現している心理的距離は異なる。このような間柄内の個別ケースごとの
距離変動（個人間だけでなく個人内の変動も含めて）は「仲」という関係層で概念化でき
るo私的間柄は仲と意味合いが近いが,私的間柄はあくまで長いスパンの関係のカテゴリー
（質）であり，それなりに標準的な役割が社会慣習的に存在して心理的距離以外の規定を
受けるのに対し，仲はよい／悪いの量的水準であり，相手に対する感情次元の関係性であ
る。しかし仲にも規範は存在する。たとえば|可じ「友人」という（私的）間柄でも，相手
によって金銭の貸し借りをする仲，一緒に旅行する仲など，仲の水準（良さ・深さ）が異
なる。特定の仲においてどこまでの行為が許容されるかは，社会‘慣習的規範より，当事者
間の私的規範が優先される。仲の水準は「互いに～し合う」という表出行動の申し出と受
容によって決まる。従って仲にとっての最適距離は互いの距離が等しいことであるが，も
ちろん多少の距離の差は問題にならない。仲としてふさわしい許容範囲があるといったほ
うがよい。仲は申し出や誘い，そしてその受容や拒否を通して，許容範囲内を揺れ動きな
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がら水準が進展していくといえる。
以上の関係性がl神榊造をなしているということは,   In]一の他者に３つの関係層が並存し
ていることを意味する。といっても実際には間柄や仲の関係が問題になるのは知人である
ことが前提となる。ただ知人でなくても，相手が同じ組織の「同僚」であることがわかれ
ば，他の他人よりも表出距離が近くなるであろう。また初対面の真他人であってもそれが
サービス業での「客」であれば役割的に笑顔での応対が要請され，「隣人」であれば挨拶
をしなくてはと思う。これらの例から心理的距離における規範的圧力は間柄の層において
雌も強いようである。

３．２距離を動かす表出行動
心即的距離が劇的に変化するのは表出|啓である。能動表象と受動表象は柑互に直接の影
禅関係はないが，自己の能動表出はそれがそのままｷ||手にとっての受動表出になる。表出
層においては自己の接近行動は相手側にも受動的接近を意味する。心理的距離上の接近現
象には個別性に訴える情報的接近と，共同性に訴える感情的接近とが考えられる。情報的
接近には自己紹介や自己開示のような自己情報の提供が典型であり，感‘|青的接近には一体
感を期すきっかけとなる感動体験を伴う場合がある。その逆の共同性レベルの感情的疎遠
は落胆，幻滅，白けの感情を伴う場合が多いようである。
では心理的距離を直接変化させる行動にはどのようなものがあるのか。まず空間的接近
は，個別性・共同性ともに高めるであろう。接触（グルーミング）・抱擁はもちろん共I-'J
'性を高めるであろう。また直視は関心，すなわち相手への情報欲求の強さを意味するが，

それが|『1時に受容も意味する。二人が1噸る配置では互いに直視する対面は比較的怖'別性を
高め，｜可じ方向を兄，府が触れ合う横並びは共同性を尚めるといえる。微笑みも受容の生
得的な信号であり，共同性を高めるであろう。
言語的問いかけは個別性的関心の表現であるが，得られた回答に自分との共通点があれ
ば共同性も高まろうo M意は相手側の共同性を高めるであろう。
また，一旦得た佃別性は容易には低まらないが,共M性は空間的近接や視線交錯の回避，

不I"]意や反論によって容易に低下するであろう。ちなみに共同性だけが低下してしまった
場合は，表出レベルの個別性体験を避ける（要するに会わない）ことによって，両者のバ
ランスを保とうとするであろう。
このようにほとんどあらゆる対人行動がその所記に心理的距離の仙をもっている。そし

てその行動の中には，行動の欠如も含まれる（これは不在によって意味を持つ記号である
から「零度の記号」に相当する)。たとえば「去るものは日々に疎し」と言われているよ
うに,コミュニケーションの断絶は雑本的に心理的距離を遠方化するといってよい｡コミュ
ニケーションの断絶は表示唇にとっては関係の否定とMじ意味になる。そして受動表示の
強化が得られないと表象する頻度も減ってくるため，表象距離も速くなるのであろう。

３．３距離の不一致
電話と手紙の選択調査によると，しばらく会っていない（間柄は変化していない）キ''手
にコミュニケーションを取る場合は通話はしにくいため，そういうときは手紙を選ぶとい
う（山根: 1994) oこれは相互表,T,という生々しい共在!.'/況を避けて|H1接的表出メディア
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を選ぶことを意味する。コミュニケーションをとろうとしたということは，それだけで相
手への能動表象は接近したにもかかわらず，表出体験がしばらく途絶えていた相手からの
受動表出は自分の能動表象以上に遠ざかっているﾛI能性が商い。また自分の能動表象も以
前の間柄として要請される表出距離ほどには接近していない。すなわち．能動表象は能動
表出とも予想きれる受動表出とも一致していないのである。
このように一定差以上の4 Hi離間の不一致は不安などの不快感をもたらす｡不一致には，

,吋一放射方向における表象・表出間の不一致（ズレ）と. I"-]一放射層における受動・能動
間の不一致（ミゾ)，それに能動表象．受動表出間，あるいは能動表出・受動表象間の不
一致（不整合）などが問題になる（山根: 1987 a ),
ズレが起きるのは，表出に対する規範的圧力が存在するためである。
Iflf識性レベルでのアカの他人に対する儀礼的無関心の規範や知人に対する儀礼的関心の

規範，また間柄に固有の表出距離，あるいは一般的に不快な感情表出を抑制する規範など
は，表象Hi離をそのまま表出することを妨げる。ただズレが恒常的であれば，表出行動の
記号としての有意味性が崩壊する。実際の表出行動は表象距離とズレている場合とズレて
いない場合とが混合されることになる。
ミゾは自他の心理的距離の不一致に由来するものであるから本来的に常に存在するもの

である。それが表出のやりとりを経由して，許容できる均衡点に達するのであろう。許容
できないほどミゾが深い場合は，関係継続が拒否されざるをえない。
自己の表象と相手の表出との不一致である不整合は，自己の表出を能動表象と受動表出

のどちらに合わせるべきか迷う事態であり，コミュニケーションのコンテクストを櫛成で
きない，関係の鮒齢の体験である。この不整合には，相手からつれない応対を受ける「世
きざり体験」と相手の接近がわずらわしい｢疎まし体験」が典咽であろう。
髄き去り体験とは，能動表象よりも受動表出がはるかに遠のいてしまった状態であり，
相手が遠のいて自分が置き去りにあった感じになる場合である。このとき自分が示した"親
しい顔”のもって行き場がなくなる。音沙汰のない知人に通話がはばかられるのもこの体
験を避けるためでもあろう。
疎まし体験は，上とは逆の場Iflfで受動表示が能動表象より不快なほと今近すぎる状態であ
る。相手に接近されすぎて塀'7し<,まとわりつかれるので離れたいと感じる場合である。
自分の心が相手から離れていってしまい，その結果相手からの接近が疎ましくなる。
このように，対人心理的距離は内的整合すなわち一義性への傾向があるといえる（ただ
しそれが容易に実現されないから本モデルの意義がある)oこれは心理的傾向というだけ
でなく規範的要請でもあろう。ただ個々の距離は常に変動していることから，整合性は目
標にすぎず，不一致が大きくなりすぎると公的間柄以外の関係が解消されざるをえない。

4．モデルの発展方佑

以上，対人心理的距離モデルで対人関係の力動の説明を試みてきたが，最後に当モデノ
が発展するために考慮すべき問題を簡単に述べておく。
(1)心理的距離の測定
対人,し,理的距離モデルでは４つの,し､理的距離の間の微妙なズレ・ミゾなどを扱ってい月
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ため，これらを共通の単位で記述できるのが望ましい。そのとき問題になるのは心理的距
離，とりわけ基準となる表象距離の単位をどうするかという点である。一体感を感じるこ
とができる距離として，自我を原点とした自我境界までのHi離を「実存距離」として単位
距離にすることは意味がありそうだが，それが比率尺度として実存距離の２倍，３倍とい
う数値がどのような意味をもつのかわからない。
安永は心瑚的陳離は体験強度のことであるから，耐えうる極限の苦痛を100とした時の

現在の蒋洲Wをパーセントで答える方法を実行しているという(1992 c)。そこでは強度０
が最遠点（体験なし）ということになる。
妓初に述べたように，心理的距離は本来現象学的体験野での距離感であって，客観的空

間知覚の射影ではない。その意味では数学的距離に無理に綴き換える必要はないのかもし
れない。
（２）心理的距離と感情
本稲では距離層は感情層よりも深I啓とみなし，別化|のレベルとしたが，対人感If/は対人

心理的Hi離と深い関係があることは確かだ。たとえば愛情は心理的距離の近さが前提であ
る。そして愛と憎しみは心理的雌離においては等しい位髄にあるために容易に変換できる
のではないだろうか。このようにさまざまな感情を構造化するのに心理的距離という次元
を構造に含めるのが有効と考えている。また心理的距離にとってもズレ，ミゾ，不整合，
あるいは距離が接近／離れる瞬間を感情的反応で記述できれば，対人心理的距離モデルの
説明力を商めることが期待できる。
（３）心理的距離におけるメディアの効果
コミュニケーションメディアが人間関係をどう変えるかというのはメディア論の兼し

迫った問題である。現在すでになにがしかのメディアを利用しない対人関係は存在しない
からである。まずコミュニケーションメディアは空間的・時間的ズレを解消してくれるこ
とから，その利用で心理的距離が遠くなることを避けることができる。さらにメディアが
もっている固有の距離感がある(II｣根: 1994)ため，対面を含めたコミュニケーションメ
ディアを使い分けることで心理的距離の調整がより効果的にできる。
ただしメディアコミュニケーションは音声や文字など特定の知覚相に特化せざるをえ

ず，マルチメディア化しても触覚や空間的距離感がないという点が心理的距離にどう影稗
を与えるのか探る必要がある。またネットワークコミュニケーションが盛んになることで
対面経験のない相手に，そのメディアだけでの関係が成立するようになる。このような非
対面的なコミュニケーションが心理的距離に与える影騨にも注目したい。これら問題を対
人心理的距離モデルを使って説明できれば，メディア論の発展にも貢献できる。

引 用 文 献

ホールE.日高敏隆・佐藤信行(riK)    1970「かくれた次元」みすず書房

谷川涯1993「美学の逆説」勤草書房
Ill根一郎1987 a「｢恋人」というiHl柄を意味する諸行為の記サ学的分析」社会心理学研究２
（２）２９-３４．

-１２-



対人心理的距離のモデル化

山根一郎1987 b「心理的距離と面識度水準の効果にもとづく対人経験の分析」心理学研究57
（６）329-334．

山根一郎１９９４「発信者の選択行動から見たコミュニケーションメディアの特性一巡話と手紙
の場合」相Ill女学Ｉ蝋l大学研究論集25   31-47

安永浩1992 a「フアントム空|H1論」金剛出版
安永浩1992 b「フアントム空間論の発展」金剛出版
安永浩1992 c「『中心気質』という概念について」安永浩著作集３「方法論と臨床概念」

８章金Hi]出版
ウオーコツプ0. S. 1984深潮推寛（訳）「ものの考え方」識談社


