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一利 き手 が要因 としてpersonal spaceに 影響 を及 ぼすかどうかの検討 ―
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※

l

personal spaceは 『 個人空 間』や『 私有 空 間』 と訳 されている。中心 になっ
た研究 はアメ リカを中心 に進 め られてきた。 日本 では 1970年 代半 ばか ら盛
んになった。
personal spaceの 起源 は、動物 の同種 の個体間 に存在す る特定 の距離 を保持
す る傾 向が人 間 に も認 め られ ることに気 づいたことに始 まる。 そのよ うな傾向
を含 めた人間の空 間行動 の説明 のために用 い られ る概念 で ある。
personal spaceは proxemics(カ ク
をおタ
ス:近欝 ,避 靭い とい う個人 の空 間 の知
覚 や空 間 の使用 の仕方 を研究 す る学問 に含 まれる。
このproxemicsを 1950年 代末 か ら70年 代末 にかけて提 唱 し、か つ主 な
研究対象 として興味深 く取 り組 んだの はアメ リカの文化人類学 者HaH,DTで
ある。彼 は異文化 コ ミニ ュケ ー シ ョンの経験 を通 して、個体 と環境 の問題 にお
いて文化 によって異 なることを注 目 し強調 した。人 々 は社会的相互作用場面 に
お いて物理的環境 (た とえば、対人距離 に示 される空 間)を コ ミニ ュケ ー シ ョ
ンの手段 として利用 している点 を特 に指摘 した。 そのⅡaHの 主 張 を別 の表現 で
表 す と、環境 は行動 の表現手段 とな りうると同時 に、人 々が環境 を利用 する仕
方 もまた社会的相互作用 を理解 するうえで の手掛 か りになるとい うことである。
しか し、personal spaceは 個 々の研究者 によって様 々な説明 がなされている
が、いまだに明確 な概念化 は行 われていない。以 下 に これまで の様 々な研究者
による主 要 な定義 を示 す。

%mmer,P.(1959)は 、精神病 院内での経験 か ら、患者 たちに非常 に接近 して
着席 す ると、患者 はす ぐに席 を立 って去 って しまう現象 に興味 を示 し、Katz,D
の使用 した personal space"と ぃ ぅ用語 を この現象 の説明す る概念 として取 り
上 げた。Solnmer,R.は 1969年 の著書 の 中で、personal spaceを 「 各個人 の周囲
にある、感情的 に意味 を持 った ゾー ンであ り、個人 間のspacingの 調整 に役立
つ もの」 とし、操作的 に「 個体 が他者 との 間 に置 く距離 Jと 定義 した。 また、
※111用 文献が
〔
れていること
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なわば り"と 考 え られるが、地理 的照合物 を持 たず、個人 と共 に移動
するとい う性質 を持 つ ことか ら、 portable territory"と も呼 べ るものであ

一種 の

るとも述 べ ている。
llorowi tz,1.J(1964)は 、「 人間が自分 と物体 ある いは 自分 と他者 の 間 に置

く、 ある再生可能 な距離 がある」 ことを予測 し、「 個人 は、 自分 と他者 あるい
は 自分 と無生物 との 間 に固有 の距離 を保 つ傾 向を持 ち、 この距離 は、人間 に対
してよ りも、青威的 でない無生物 に対 しての方 が短 い」 ことを実験 の結果 、確
認 した。そ して、personal spaceに 脅威的 な ものか ら物理的 に距離 を置 くこと
によ って 自己を防衛す るとい う body― buffer zone"と しての機能 があること
を指摘 し、 この傾 向 を「 個人 の周囲 にある空 間領域 についての内在化 された概
念 に規定 された、規lll的 に対人距離 を取 る傾 向Jと した(1968)。
Little,KB(1965)は 、「 persOnal spaceと は、個人 を直接取 り巻 いてい る
領域 であ り、 その個人 の対人交渉 のほ とん どがそ こでお こなわれ る」 としてい
る。彼 の見 出だ した相手 との心理的距離が小 さければ対人交渉場面 で相手 との
間 に取 られ る物理的距離 も小 さくなるとする点 につ いて は、心理学分野 で の対
人距離研究 の一 つの き っか けとな った。

HaH,E.T.(1970)は 、「 人 間 は多種多様 な情報 を与 える一連 の伸縮 する場 に
よって囲 まれてお り、 自己 とい うものの境界 は、身体 の外 にまで拡 が って い る。
」 とし、 これをbubble― 泡 ―にた とえた。 (HaH自 身 はpersonal spaceと い う
用語 を使用 して いない。 )
以上 の ように、personal spaceの 概念 は研究者 によって若干異 なるが、共通
して いわれるのは人 間が他者 との間 にある一 定 の距離 を保 つ とい う現象 である。
それは、spacingと い う生存 に必要 な空 間を確保 す る生物学的 な機能 を持 つ と
同時 に、その機能 の果 たす様式が、社会的 。文化的 に規定 され るものであるた
めに、空 間利用 が コ ミュニ ケ ーシ ョンの一 形態 として位置付 け られる ことにな
るのであろ う。
persona:spaceの 研究方法
layduk(1978)の 分類 によれば、personal spaceの 研究 は測定技法 の面 か ら5
つ に分 け られる。 それは ① 自然観察法

②停止距離法

③影絵投影法

④質

⑤椅子配置法 である。※2
次 にそれ らの主 な研究方法 を並 べ てみると、① 自然観察法 は%mmerを 代表 とし
問紙法

た研究方法 で病 院内 のカフェテ リア・ 図書館・ 討議場面 などでの相互作用場面
を観察 す る方法 である。

②停止距離法 は接近者停 止法 と被接近者停止法 の二つに分 けられ る。接近者
停 止法 とは被験者 が接近者 とな り目標者 のほ うに接近 してい き、不快 と感 じた
所 で止 まる方法。一方 、被接近者停止法 とは被験者 は移動 を しないで接近 して
来 た人 (モ デル)に 対 して不快 と感 じた時 に合図を し、接近者 が停 止 した位置
をその被験者 のpersonal spaceの 境界 とす る方法 である。
③影絵投影法 は切 り抜 きの人形や人物像 を用 いて被験者 にさまざまな場面 を
想像 して もらいその時 の配置 をその「 切 り抜 き」で表現 して もらう方法 である。
(④ 以下 の実験方法 は紙面 の都合 上省略す る。 )
今 回の実験 。研究 に向けて
Haydukが 信頼性 の高 い測定法 だ とする停 止距離法 (Stop distance pr∝ edure)
は、従来 、対人距離 の測定 、距離 と個人変数 や状況変数 (性 。年齢・ 'LL格 特性・
人種・ 社会的地位 。身長 ;屋 内 と屋外・ 部屋 の明暗・ 天丼 の高 さ)と の関係 の
分析 に力 が注がれ て きた。 ※2
実験 I〕 。
今 回 の実験 では停 止距離法 のなかの被接近者停止法 を用 い る 〔
また、田中(1973)は personal spaceの 異方構造 を検証 する実験 を行 った。 そ
の実験 では、 明空 間 と暗空 間 において、接近距離 と被接近距離 について、それ
ぞれ、身体 を中心 に 45度 毎即 ち前後・ 左右 を含 む等角度 の 8方 向 に関 して測
定 された。 その結果 の うち、各方向での対人距離 については、正面 か ら後方 へ
と、身体 の正 中面 に対 しての角度 が増大す るにつ れ、対人距離 は単調 に減少 す
る傾 向がみ られた。 そ して、左 右 に関 しての非対称性 は認 め られなか った。
実験 I〕 の結果 を基 に距離 を定 めて実験 を行 う。 その時 に
〔
実験 Ⅱ〕では 〔
作業 を被験者 に行 わせて距離 と作業 の能率 の関係 について検討 する。
本研究 の全体的な目的
前述 の 日中(1973)の 研究 においては左右 の非対称性 が見 られなか った。 しか
し、 田中 は考察 で次 のよ うに述 べ ている。「 実験場面 で集団的 に検証 できる規
定因 は、身体機能 に関連 した ものであ り、例 えば、利 き手 などは実験的要因 と
して とりあげる ことができよ う。」
本研究 では 田中(1973)の この指摘 に着 目 し、利 き手 の要因 がpersonal space
の構造 にどのよ うに影響 を及 ぼ し、そ してそ こに左右差 が生 じるか どうかを検
証 す ることに した。
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の 選 定 〕
実験 では、本研究 の 目的上利 き手 の異 なる被験者 をほぼ同数必要 とするので、

厳

験

者

被験者 を利 き手別 に集 める必要 がある。そのために以下 の ような利 き手調査 を
行 った。
被調査者
愛知学 院大学文学部心理学 科 の主 に 1年 生 と 2年 生 と一部他学科 の学生 を含
んだ合計 279名 (男 84名 、女 195名 )
方法
心理学科 の必修 の講義 を取 ってい る学生 に調査 を依頼 し、調査用紙 ※3(別 表
1参 照 )に 記入 して もらった。
記入 して もらった用紙 を次 のよ うに集計 した。集計時 の得点 は左手 に丸印を
つ けると‑1点 とし、半 々に丸印 は 0点 、右手 に丸印をつ けると+1点 とし、
仮 に右手 すべ てに丸 をつ けると合計 は +10点 とな り、右左半 々に丸 をつ ける
と合計 は 0点 となる。 これは八 日武志 。中塚善次郎 らによ って作成 された「利
き手指数」 を決 める項 目に従 った ものである。
この調査 か ら利 き手 と判断 した基準 は利 き手指数 が右利 きな ら+6以 上、左
利 きな ら‑6以 上 とした。
調査 の結果
右利 きと判断 された人 は 261名 (男 76名 、
女185名 )と な り、 それは全体 の935%
とな った。その 中で +10は 207名 (男 54名 、
女、153名 )で その割合 は 74%で あ
る。左利 きと判断 された人 は 11名 (男 磁、
女5名 )で

3.9%と

な った。

次 に依頼 した被験者 の利 き手指数 の平均 を示 してお く。
実験 Iの 被験者 はす べて右利 きでその利 き手指数 は平均 +10で ある。
実験 Ⅱの被験者 は利 き手指数 はそれぞれ右利 き平均 +978、 左利 き平均
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とな った。
妻≡馬粂
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仮説
仮説

1:右 利 きの人物 は右手 を優位 に用 いたいので、右 の方向 の距離 を大 きく

とる傾 向が強 いで あろ う。

右利 きと判断 された大学生 12人 (男 6名 、女 6名 )
接近者 (モ デル)
男子学生 1名 (18歳 、身長 1 7 2 cll、 やせ型 )実 験時
。
は同一服装 (ブ ル ー ジー ンズに白いポ ロシ ャッ)、 被験者 とは面識 がない。
被験者

愛知学院大学 3224教 室
部屋 の一部 をカ ーテ ンで仕切 って小部屋 に した。 たて 4m、 よこ 10mく ら
いの部屋 で、照明 はその室内 の蛍光灯 を使用 し、窓 には黒 いカーテ ンを閉め照
実験場所

度 を一 定 に した。
手続 き
個別 に実験室 に来 て もらい部屋 の中央 の椅子 に腰掛 けて もらう。 そ して以下
の教示 をす る。教示 の時 には接近者 は現 れて いない。教示終了後 に接近者 は現
れる。
教示 :「 普通、人 は他 の人 との間 にある距離 をと っています。ですか ら知 ら
ない人 に余 り近 くに寄 られ ると不快 な感 じを受 けるものです。 この実験 ではこ
の距離 について調 べ ます。立 っている人があ なたの ところへ真 っす ぐ歩 いて き
ますか ら、あなたは座 っていて ください。 その時 、接近者 の ど こを見 ていて も
か まい ません。 また、近 づ き過 ぎて気詰 ま りだ とか、落 ち着 かな い、あるいは
やな感 じだ とか い うよ うに感 じ始 め るところで手 を挙 げて合 図 して くだ さい。
そ うすれば その人 は止 ま ります。一度止 ま った後 で近寄 り過 ぎて いるとか、遠
くに離 れ過 ぎて いるなどと感 じた ら遠慮 な く言 って相手 の位置 を直 して くだ さ
ヽヽ
。」
また、接近者 には被験者 の 目を見 つづ けるよ う指示 してある。 なお被験者 に
は接近者 の ど こを見 て もかまわないとしてある。それは、被験者 の視線 を固定
す ると緊張 のために早 くか ら合 図を出すと判断 したか らである。
被験者 の椅子 の左右 には床 にテ ープが張 ってあ り、それ に沿 って接近者 は接
近す る。 その接近 の際 、接近者 はゆ っ くりと近 づ く。また左右 の接近 の順序 は
カウ ンター・ バ ランスを とる ことにする。その上 、時間的 な誤差 を除去 するた
めに接近者 の歩 き始 める地点 は実験者 が指示 して一 つの地点 に固定 しなか った。
このよ うに して左右 4回 ずつ計 8回 距離 を測 る。測定距離 は接 近者 の足 のか
か との箇所 に張 っておいたシールを後 に 4〜 5人 分 まとめてメジ ャーで距離 を
測定 した。
被験者 には実験 の前後 に内省報告 をとる ことに した。実験前 には、実験前 (現
在 )に おいての気持 ち。実験後 には、実験 中の気持 ち、接近者 の印象 、また、
左右 どちらの接近 が気 になったのか、実験 中 に接近者 の ことをどの ように考 え

ていたのか、そ して、最後 に実験全体 に関 す る感想 などを求 めた。
実験

:0結 果・

考察
結果

接近方向別 によ って反復毎 の順 に対人距離 の男女 を合 わせて平均値 を とった
もの をFig.1に 示 す。
また、右方 向 と左方 向を男女別 に表示 した ものはFig.2に 示 してある。
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左右 の位置 による要因 、及 び反復 の要因 の 2
測定値 は性別 を独立測度要因 、
要因 を反復測度要因 とする 3要 因 について反復測度分散分析 および多変量分散
分析 で解析 を行 った。 独立測度 の水準間で の共分散行列 の等質性 については
1%水 準以 上 の極 めて高 い水準 で棄却 された[χ 2(3の =64.63,p≒ 0]。 そのた
め多標本球形仮説 は成立 しないので F比 の 自由度 のBIEが 必要 になる。
多変量分散分析 での検定 の結果 は次 の よ うにな った。「 位置」 [F≒ 0,ν
=1,ν 2=10]ヽ 畔朗 J」 [F=0.13,ν l=1,ν 2=10]、 「 位置 と性別 」 の
l

交互作用 [F=012, νl=1,ン 2=10]、 「 反復」 [F=1.75, νl=3,
ν2=8]と いずれ も有意 ではなか った。一方 、「 反復 と性別」 の交互作用 [F
=3.53, νl=3, ν2=8]に は傾 向が見 られた。 また、「位置 と反復」 の交
互作用

[F=2.14,

=1.79, νl=3,

νl=3, ν2=8]、 「 位置 と反復 と性別」 の交互作用 [F
ν2=8]も 同様 に有意 ではなか った。

次 に反復測度分散分析 か ら得 た結果 は、「 位置」 [F≒ 0, νl=1, ν2=
10]、 「 位置 と性別」 の交互作用 [F=0.12, νl=1, ν2=10]ヽ 「反
復」 [F=0.94, νl=3, ν2=30]と いずれ も有意 ではなか った。 ただ し、
「 反復 と性別」 の交互作用 [F=2.09, νl=3, ν2=30]は 弱 い傾向が見
られ た。 また、「位置 と反復」 の交互作用 [F=220, νl=3, ν2=30]、
「 位置 と反復 と性別」 の交互作用
が認 め られ た。

[F=255,

νl=3, ν2=30]に は傾 向

考察
この実験 Iで 位置 を要因 とする解析 の結果 を見 てみると、被験者 か らの左右
両側 にお け るpersonal spaceの 形態 には関係 ないことが示唆 された。
本実験 では以前 の研究 が利 き手調査 を行 わないで研究 が進 め られて い るに し
て も、右利 きの人 がかな りの人数 を 占めているのは事実 である [文 献 小川・
椎名

(編

)(1984)参 照 ]の で以前 の研究 の追実験 を行 っているとい う見方 もで

きる。
田中(1973)が 論文 で述 べ ているのを次 に引用 す る。「 かな り中性的 な場面設
定 がなされて いる場合 には、非対称性 を数値 の上 で取 り出せ るか どうかは疑問
本実験 では田中の指摘 するよ うな中性的場面設定 であったと も
いえる。 それは、以前 の研究 では視覚刺激 を要因 とした実験 [田 中 (1973)]

であ る。」

ではeye contactの 重要性 が示 唆 されて いたに もかかわ らず、本研究 ではその
よ うな視覚刺激 の統制 を行 っていない。 その視線 の 固定 が行 われて いなか った
ために被験者 は実験者 に対 して違和感 を感 じて いなか ったのが結果 に影響 を及
ぼ した。そのために身体 の左右両側 の距離 の差 が顕著 に現 れなか ったのだ と推
測 で きる。
測定後 の内省報告 によると、被験者 は「 左右 どちらが気 になっていたか」 と
い う質問 に対 して『 やや左』、『左』 とい う回答 が多 か った ことか ら、意識 レ
ベルでは左 が気 にな っている。 しか し、全 デ ー タを平均 してみると全 く差 がみ
られ ないといえそ うだが、右 のほ うが若干大 きくな ってい る(0 81cm)。

これは、意識 レベ ル と無意識 レベルの差 が生 じて い ることを示 して い るよ う
にみ られ る。 この観点 で研究 を進 めることも可能 だ と思われ る。
本論文 にはロー・ デ ー タは掲載 されてないが個 々の被験者 の左右差 の絶対値
を平均 した ものは754mと 若千 ではあるが差 は見 られて いる。 これはIIorowi tz

(1968)[田 中

(1973)よ り
]の 研究 の左右差 の距離 6イ ンチに似 た値 とな ってい

る。
実験 Iか らは、利 き手 の要因 はpersoanl spaceの 左右差 には影響 が小 さく、
利 き手以上 に個人内 の他 の要因 が大 きく影響 を及 ぼす もの と考 え られる。それ
はHorowitz(1968)[田 中 (1973)よ り]の 指摘 した通 り、個人 の生活史 に根差 し
た もの もその一 因 である見方 も考 え られる。
〔実

験

Ⅱ 〕

仮説

1:作 業 をす る際 にあた って利 き手側 を 自由 に しておきたい傾 向がある。
仮説 2:利 き手 の方 向 に人 などの侵入物があ ると作業 の能率 が落 ちるであろう。
被験者
大学生 23人 (男 10名 、 [右 利 き 5名 、左利 き 5名 ]、 女 13名
[右 利 き 8名 、左 利 き 5名 ])
仮証

接近者 。 (モ デル)。 実験場所
実験 Iと 全 く同 じ
手続 き
被験者 を個別 に実験室 に入 れ椅子 について もらう。 そこで教示 をす る。
モデルは ここでは まだ現 れていない。教示終了後 に実験室 に来 て もらう。
教示 :「 これか ら少 し簡単 な作業 を して もらいます。 この作業 は加算作業 で
す。制 限時間以内 にどれだ け計算 できるかを調 べ ます。 しか し、あなたの左右
どちらかに、知 らな い人が立 ちます ので少 しや りに くいか もしれませんが気 に
せずに作業 に集 中 して くだ さい。実験者 の『用意、始 め !』 の合図で作業 を開
始 して くだ さい。 そ して、実験者 の『 やめ !』 の合 図か、 1行 計算 を終 えた ら
鉛筆 を置 いて くだ さい。」
以上 のよ うに告 げてか ら作業用紙 (月 1表 2参 照 )へ の記入 の仕方 を説明 する。
記入 の仕方 はク レベ リン検査 と全 く同 じよ うに加算 し、その一 桁 目のみを書 い
て もらう。作業用紙 には作業 する行が 8行 書 いて ある。 これは終末努力 を無 く
す ためである。そ して、実際 の作業 は 7行 しか用 いない。
モデル の立 つ位置 は、実験 Iで 求 め られた対人距離 の平均値 (129.05m)を

基準 に して 130mを 中心 に± 6 5cmを とる ことにする。即 ち、 6 5cm、 130
c● 、 195mの 3カ 所 を左右 にとった計 6カ 所 と統制群 として モ デ ルの立 たな
い条件 1カ 所 を加 えた合計 7カ 所 の距離 で行 う。その時、立 つ位置 の順序 は被
験者 と同数 の 23種 の接近 デザイ ンをつ くりすべての被験者 に振 り分 けて カウ
ンター・ バ ランスを取 る ことに した。被験者 はいす に座 った状態 で作業 を行 っ
て もらい。左右 による距離 をかえて、作業 を 7回 行 う。
作業 の集計 は、作業量 をみることにす る。その とき加算作業 の誤答 は作業量
か ら差 し引 くことにする。 ただ し、作業 の集計 の こと、作業 の試行回数 7回 、

1行 あた りの作業時間 30秒 は被験者 には知 らせ ない。そ して、統制条件 を基
準 とした距離 による能率 の比率 、また左右 の位置 による能率 の比率 によ って利
き手別 に検討す る。
実験
被験者 には 〔
容は 〔
実験

I〕

と同様 に実験 の前後 に内省報告 をとる ことに した。内
と全 く同様 の ものを質問紙 に した。
I〕

実験 ‖の結果・ 考察
位置 と距離 による違 いを利 き手
別 に作業量 の平均値 を示 した もの
をFig.3に 示 す。
作業量 の平均値 を見 てみる と被
験者 の左方 向 と比較 して右方 向が
能率 が悪 い。被験者別 に右利 きと
左利 きを作業量 を比較 してみると
かな り平行 なグラフとな っている。
作業量 の違 いを被験者 の利 き手
を独立 測度要 因、及 び、距離 によ
る作業 の違 いを反復測度要因 とす
る 2要 因 として反復測度分散分析
で解析 してみた。その際 、事 前 の
『 利 き手調査 』 によって左利 きと
判断 された被験者

10名 の うち左

手 で作業 をす る人 が 5名 、左 利 き
と判断 されたが右手 で作業 をする
人 も 5名 とな り、左利 き右手作業

左中

十子

●●

●五

●■

●t

手 の違 いによる作業置 と接近位置 の関係
"￨き

を独立変数 と して扱 うにはデ ータ不足 のため取 り扱 えないので、 利 き手調査』
『
の結果 に基 づいてそのよ うな被験者 も左利 きと判断 して解析 を行 った。 同様 の
理 由 によ り性別 も無視 した。 そのために今 回は利 き手 のみをIIb十 套着 と して扱
うことになった。
独立測度 の水準 間で の共分散行列 の等質性 [χ 2(20)三 29.79,p=0.37]は 成
立 した。次 にブール された共分散分析行列 についての大局的球形仮説 の検定 を
行 った結果 [χ 2(2の =34.66,p=ι 02]、 によると球形仮説 は 5%水 準 で棄却
された。 そのため F比 の 自由度 の修正 が必要 となる。

[F=0.10,

1, ν2=21]、
ν
距離」
[F=1.40,
ν
l=6, 2=126]、 「 利 き手 と距離」 の交互作用 [F
「
=0.30, νl=6, ν2=126]と な りいずれ も有意 ではなか った。
反復測度分散 分析 の結果 は「 利 き手」

νl二

考察
測定後 の内省報告 によれば『 緊張 している一 リラックス しているJと い う質
問 に対 して緊張 している とい う回答 が多か ったことか ら本実験 では 田中 (1973)
が指僣 して い るよ うな中性的 な場面 とは しないで、計算作業 を制限時間内 に ど
れだけ可能 であるか とい うよ うな場面設定 はかな り緊張 した状態 での実験 を可
能 にす ると判断 した。
利 き手 を要因 とす る解析 の結果 を見 てみ ると、ほとんど要因 として有意 では
ないことが示唆 されている。
しか し、右利 き要因『 左 中』条件 の作業量 が少 な くな っているのは右利 きの
被験者 は作業 を右手 で行 うと左側 の位置が視野 に入 ることが多 いか らだ と判断
で きる。そ して、右方 向 の鮨率 が全般 に悪 いのは右利 き被験者 については仮説
1が その まま遭用 で きる。 このために作業能率 が悪 くな った と推測 で きる。 同
様 の理 由で左利 き要因『 右 中』条件 での作業能率 が悪 いの も説 明で きる。仮説

2に 従 うと左方 向の作業量 の低下が見 られ るはずである。 しか し、左 利 き要因
では最 も能率 の悪 いの は r右遠』条件 である。その説明 では仮説 2は 立証で き
ない。
実験 Ⅱでは計算作業 による鮨率 の変化 を距離 によって差が見 られるかどうか
も検証 できる。利 き手 の要因 では右方 向の作業量が右利 き、左利 き共 に距離 が
遠 くなるのに従 って低下 しているのは利 き手以外 の要因 が関与 して いると思わ
れ る。そ こか ら距離 による差 は若干見 られるがそれは利 き手 よ りも他 の要因、
例 えば視覚情報 や聴覚情報 などの感覚情報 があるよ うに考 え られる。

以上 か ら、利 き手 の要因 がpersonal spaceに 影響 を及 ぼすの は小 さいと判断
で きる。
討

論

実験 I、 実験 Ⅱを通 じて利 き手 の要因 について研究 を進 めて きたが影響 が少
ない結果 とな ってい る。 このよ うにな ってい るのは 日常経験 か らすると予測 が
で きな くて非常 に興味深 い。 そ して、利 き手以外 の要因 についての研究 が進 め
る必要 があると思 う。 しか し、実験場面 で一 番統制可能 な要因 となると限定 さ
れて くる。その 中 には本論文考察 で述 べ たよ うに視覚要因 と聴覚要因 を挙 げる
ことがで きる。 しか し、今 回は要因 として利 き手 を取 り上 げたが実験 Ⅱで用 い
た作業 につ いて十分 に検討 がなされてない まま用 いてい る。 これか ら類似 の研
究 を され るときには 田中 (1973)の 指摘 しているよ うに『 中性場面 』か どうか
の検討 を行 ってか ら実験 を され るのが望 ま しい。
最後 にpersonal spaceの 構造 を決 め る要因 についてのよ り統合的 な研究 が進 め
られ ることを望 む。

附記 l:本 実験 を行 うに当 た り岡本真 一郎先生 か ら主 に実験手続 きや方法 につ
いて ア ドバ イスをいろい ろといただ きま した。
また、千野直仁先生 か らは本論文 をまとめるに当た り、 デ ー タの数量化 に
つ いての御指導 とア ドバ イス、そ して論文作成 の ご指導 を いただ きま した。
ここに記 して両先生 に感謝 の意 を表 します。
附記 2:本 研究 の接近者 と して ご協力 して くだ さった大脇久誌 さんをは じめ利
き手調査 や実験 に協力 して くだ さ った愛知学院大学 の学生 の皆 さん ご協力 あ
りが とうござ いま した。また、その調査 を許可 して くださった酒井亮爾先生、
伊藤元雄先生 、千野直仁先生 にもここに記 して謝意 を表 します。
また、田中公基 さんに もデ ー タ処理 につ いて相談 に乗 っていただ きま した。
本 当 に皆 さんあ りが とうござい ま した。
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