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親密な対人関係の形成要因に対する

帰属過程について

飛 田 操

問 題

　多くの醗究者によって青年期にお纏る恋愛体験

の重要性力ぜ主張されている。｛擁え1ま，工摩クソン

（小鷺木訳編．欝7轡は，若い成人顛は，縫の人

との友藩，愛や牲的親密さと．自分自身に対する

綬密さを獲得する麟1難であり，これらの親密きを

獲得できない場合には，人は擾沓的になり，鏡立

し，憾のカ・よわ毒な，　型1こ1ままった入舞曇1難保し疹・業寺

とうとしなくなると考察している。また，ハヴィ

ガースト（荘講訳．謄§81も，属隼令の男女との

洗練された緩しい関係を発展させることが舞年難

の男女の最も重要な発達的課題のひとつであるこ

とを1示している。きら1こ，　s鰻獲va搬（i§s3，B軽嚢r

膿¢s鈴r＆F鯉磁｝擁．ig86より弓1霧／は，畜年難麟

葵醸ま．捲三的な釜曳求が垂譲著となる無毒難であ辱，異室生

と硲麗で形成されるパートナーシップがこの時顛

における最も重要な饗となる灘孫馳y麟無
縫G轟s振夢酵選であることを承している。

　このように，異姓との親密な関係の形成の重要

性が提起されてはいるものの，実隠には，すべて

の青年難の男女が異性との親密な関係を形絞ある

いは維持しているわけではない。異性との親密な

関係を形成できない破らは，青年鰯の発達課題を

解決できないでいるのだろうか，あるいは，傭の

かよわ雄，懸宣した人羅1なのだろうか。

　齊年難の男女にとって恋愛関係は最も主要な関

・む事のひとつであり，また，それだけに膏年鱗の

憾み紛主要な原渥でもある（松井・戸馨，婚8虜。

そのなかでも，異鰹…との親密な関係を形絞できな

い，あるいは．形戯したことのない青年男女は，

その理由をどのようにどらえているのだろうか窃

　本講究の第…の霧的は．これまで，一一度も恋愛

捧験を持ったことのない男女大学生を斌象に，綾

らが「恋人が存窪しない3理密をどのように優麗

づけているのか，その理露の構造を明らかにする

事を縫的としている。

　ところで，｛残えば，ic蓑es＆Layδε潰韓§78＞1ま，

自尊心の低い人は高い人に競べて梅事の成功の療

霞を外・的な要露に，そして，失鍛！の漂図を内的な

要毯1こ帰属させる繧梅毒縁蚕いことを示している。

また，A資｛垂e£s磯，｝董orowltz＆Fre数。鼓　（i§83／は，

錘毒蜜感の彊茎いノ、は，縫者とのつきあい寿ぐうまくい

かないこと1こ糞書する原麩莚を欝分離身の中にある内

的で，安定した欠点に帰する傾講が強いことを見

いだしている。さらに，A羅髭rso翻＆A罫携。纏t縫§8湧

は，生活の中で盤じる饑寒事の原轡を露分が統麟

できない要纒1こ帰する蓼覆灘の強い人1ま，特に海気

で，慰種で，簿うつ的になを）がちであることを箆

いだしている。

　本爾甕の第二の目的は，恋愛体験のなさと密接

に鷺達すると考えられる懸盤感の強さや，難奪ンむ

の程度と，　「恋人が存姦しない」理露づけの鋤方

との漢1達を検叢書することにあるσ上述の結果1ま，

恋愛体験のなさに蠣する帰暴のしかたと懸独感や

密尊心のあいだの密接な鷺連を敵していると考え

られるからである。

方 法

醸査麟象者と講査方法1　醗立大学隻欝名（範
髭讐：i8－22才〉　些こ責書し，　親密な索書ノ、関｛系1こつも峯て

の質潤紙を醗姦し，このうち，　「現在・選去を通し

て罫恋人3は存在しない」と醸答した39名をここ

での調査対象者とした（飛鐙．鎗89参購。この欝

名に隣して，「あなたに恋人が存在しない理由」，

および「一一般に恋人ができない理灘3のそれぞれ

について自差墓こ記達することを求めた。また，1縄

時に，懸独感尺度（永逝，i鰍韓と農尊必尺度（鐵

本・松醤・虚威．欝82／への評定を求めた。

　懸』独感尺度は：，ド鬱々の生活に張りがある」，ド鬱

々はつらつと生きているという実感がある墨，「窮

分はひと纏ほシ）ちだと感じることがある」，ド希望

にぞ鋳ちた生活だと慰むることがあるユ，「もっと意

義のある隻活がしたいと思うことがある」．聾莫然
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とした卒安をおぼえることがあるコ，ヂ髭1分をか

酵がえのない存在だと実感することがある」，「ふ

とわびしい気桑港ち1こなるこ二とカごある盛，ヂ灘分の盤三

活1よ充実していると実感することがある」，「どこ

となく気力壌轟れないことがある」の蟹算嚢騒からな

る．この尺度への評定は，「ま’）たくない藩から

「葬常にある3までの5段籍評定で，　ヂまったく

な～～盤をi点とし，　野づ碁常にある」を5点として

得点乾したΩ

　この懸独感尺度は，霞華分梼により2つの次元

からなることが示されている／飛遜，驚き懲。第

至懲・野は，　「欝々1よ’）らっと生きているという実

感がある雌，「希望に灘1ちた生活だと感じることが

ある暴，「韓々の生i活に張章）があるゴといった項籍

に爵…い遜一計負碁考黛を残禽一業毒、グ〉で，　「充塞峯感のなさ」

の露子と辱ぶ。第1■二1讐露よ，　紅ふとわびしい気持

ちになることがある」，ゼ露分1まひとりぼっちだと

感むることがある藁，聾葵然とした不安をおぼえる

ことがある」といった項欝に轟い鬱乎負荷量を示

す柔、ので，「漠然とした懸独魁の1薦子と呼ぶ。

　また，露尊心尺度は，「糞分を隻数！煮だと感馨

ることが多い㍉，絃1分を遣、つと尊敬できたらと患

う＊珪，ド臨舞畷こはたくさんの長鍔蓄毒｛あると患う」．

「自分1まだめな入難だと想うことがときどきある㌔，

「鯵をしてもたいていのλと購奪程度にはうまくでき

る藩，紅鹸分が役立たずな入舞1だと感じることがと

きどきある率」，夢私1こ1ま露雫憂できるようなもの1ま1護と

んどない㍉，「彰、は少なくとも飽の人と瞬む程度に

は｛蕊藪のある人1講だと患う」，「護分に大体灘1足し

ているゴ，「轟分を好ましい入舞1だと悪っているゴ

の董｛翼頁嚢から横滋とされても～る。この鍾ぎ蓉’む尺獲：∫＼

の壽華足は，　ヂあて1ままらない」から「あてはまる」

までの・‡藝隻階露華定で．　ジあて1ままらない」を董点

とし，「あてはまる」を逢点として得点化した。

ただし，　＊印1ま運棒云工震舞であるのこの欝葵ンむ尺度

は　一ン欠滝であることが軽霧善悪されている　（飛騒董．

玉98§捻

　調査に瞭して，縫合麟望ましさなどによる影響

をできるだ隷雛除するた厚），匿名で繕答が行われ，

熱1箒蓄各｛霧人のプライノ｛シー海端弩らかにされない

ような配癒がなされた。

結果と考察

【海容分概　 講査穀象となった鎗名のうち．

睡答不繍な6名を除き，分赫の対象としたのは，．

謄鱒一3

勇樵蔦名，女警、盛名の計33名グ）データであサた。

　分極：の第一一の・罫続きとして，この33名による配

達を，分極1の基本的単｛玄である単《皇にう｝露彗した鼎

この単位は，ひとつの配達のなかにただひとつの

遷由だけが存蓬するように睡筈蓄の記述を分舗し

たも」）であ彗，｛舞えば，　翁まくがチ・ヒfで，践褻奎甕を

か1ナているから3という恋人ができない彎曲の記

述は，　ゼぼくがチビだから善という挙筋と，　「ぼ

くが眼鏡をかけているから」という単粒1というふ

たつの理癒の単位に分警1されることになる。この

分割の結果，騰2の単紘が構成された．

　男性蟹答書が配達した平均単純数は，縷．鍵（籔

露：i一玉2／，女権i繕答者が記遠した平均単盤理由

数は，5．○春（範懸：2一至聾であ弩．この両者の

平均のあいだに姦意な差は認められなかった鴛く

董，轟二3茎，翻．／。

　分析の第二二の手続きとして，　老曙墾亡｝糞の藤野窪家2

名が，この欝2の彎曲の単笹すべてを包括するこ

とを目舞勺としたカテニゴ摩一・システムを｛乍駐交した。

2名がそれぞれ独立にカテゴ琴一を設定した結果，

ほぼ隅一のカテゴ縫一内容とな一）たので，講者が

協議してカテゴリーを調整し，カテゴ綾一名の決

定，カテゴ薯ナー内容の定義を鴛つた。

　その象轟漿：，表iに示した「津≦極軽篭，「意1灘」，

「攣懇の高さ雄，腰霧繕のなさま，「縫合約望ましさ

（姓絡ね，礁t会的望ましさ（容姿海，「縫合醜望ま

しさ（その勉海，「豪発達｛窪ゴ，ゼ環重甕・機会藩，「祇

会構造善，紅片思いと未経験」．そして，「コミュニ

ケーション倉琶ブ3・蜜麦鯵ものi2のカテコ㍉ヌー海楼隻誓芝

された。

　第三三の分新手続きとして，憂葺究馨糞㌻を知重る童名

と，毒茸鱗：目的を篶茎らない3名の講桑名の半彗達者毒ご，

驚2の単縫礫由のすべてをこのカテゴ喜／一・シス

テムへ金額する作業を行った。分類の結果，違名

の講建煮のあいだ糎建の一致率は，．75から．鑓の

範霧にあった。このことから，このカテゴリー・

システムヘの分類は充分に信頼できるものである

と考えることができよう。この結繋：に基づき，　蓬

名の業彗走者のうち，　3名婁叉1二の半藝縫露寿ぐ■一致した毛フ

のを最終的なカテゴリーヘの分類の基準とし，2

名以ギの一致しかみら駿ないものについては，籐

鐸1として，基準のi名の｝縄定毒の分類を垂采絹した。

　一人が平均すると舞舞羅のカテゴ琴一を耀いて理

密を記達しているかを表す指標である平均カテゴ

縫一縷縢辮，男性が3．2蟹範雛：玉一7｝，女欝



襲爵1　操：審楚密な婦人鞭華謀ぴ）形潅交要1穫に録する4羅鶴選程iこついて 3§

表葦　「恋人が存姦しない理由誌についての
　　　分類カテゴリー表

方テゴ垂ノー

港撫綾

遼騒

理慧轟轟さ

盤盤のなさ

縫合釣黛ましさ｛鞍鯵1

鞭会的埜ましさ｛容姿き

後会的墾重しさ〔その飽｝

来発達纏

壌境・機会

縫合携造

鰐悪いと来筆墨験

葺ミュニケーション

　縫参・捜綾

　　　　カテゴ甥一飛容
灘総麟捻燵櫨や、海気．大発難むの多さといっ

た本人の溺撫雑な姓籍を環鎧駄あ謬るもめ

恋人をつくる銭がない．欲しいとは思わない．

といった本人の慧興．悪∫毒を理継とするもの

本人の悪人㌍婦ずる理慧か轟ずぎるため．とい

った瑠葱覇〉轟さを理磁とするもの

本人給費分厭舞1こ帰する魯震のなさをその理総

としているもの

睡縫が悪い．ネクラである．強霧といった縫合

麟に望ましくない鞍櫃を理虚として継るもの

スダイ鑑，醸，髪長，髪の藻さ，といった，容

姿・容続が後会的に望ましぐないことを趣鐡とす

るもの

職業、繭繕．ス潔一ツ能か．薩糠贔．と睡った

舞繊が、教会的墾ましくな裕ことを環撫とす毒も

硬）．および，縫合縫携醜蓮縫の羅さを理歯とず石

もの

本人腸糠神的な幼難溢や．離さを理磁として蟹

るもの

鐡勢轟綬が薬学で1ま鷹かった、とか．異嫉め驚

鶴舞嫁毒鶏勘ないと海｝，異餐iとの謹玉台の堪毒喜鍵盤さ

れてこながつたことを理癬とずるもの

選海難蝦｝男女の構成銘寧が違う，といった縫会

システムや人貸統詩学的な擁鐵曇：織霞青玉あ愚とす

るも紛

いままで好きな人纏いながつたと疑った、恋人

となるへき春在が奪かっだことを理磯とす着も弱，

および，恋人となるべき短象纏蕎姦したが，その

雑家かち繕事喜：さ執奪掛ったこと、すなわち，舞

懸秘がみのらな謬ったことを選総とするもの

誌が下手、護懸が雛塞ではない，嚢牲を棄しく

さ量る罐力婁こ欠号重ると継った．水入の二｝ミュニケ

ーシ…ン鶴寿や披講の欠鐘を理蜜とずるもの．

表2　各方テゴ著ノーの漫罵箆率

男性　女燵
（嚢畦慧〉（糞二欝〉

溝擁牲

意馨

硬懇の高さ

霞緩のなさ

後会的望ましさ｛牲鯵》

穀1会的望ましさ（容姿》

縫会麟望ましさ《その縫》

来発達牲

藻縫・機会

議会携造

片思魏と未経験

コミ |簸葡ン

．窪3

．鰺

．欝

．2警

．33

．33

．2？

．解

．灘

．縣

．欝

．騰

．欝

．縫

．聡

、欝

．2慧

．騰

．総

、紛

．総

．33

．惣　　．22纏

脚β〈、綴

が3．至71籍響：i一のであ｝タ，この講者の準均

カテゴ瞬一綾羅数のあいだに糞意な蓋は認達）ら麗

なかった（オく至，ガ二二3玉，箆．8．／む

　表2iこ各カテ［ゴげ一び〉｛吏葬蕎圭ヒ峯を男女騒1舞ニノ賞し

たむこグ）綾絹箆峯が瞬1答者の性によって異なるか

どうかを誉嚢言書した華露果，　「コミュニケーション霞麩

力・技衝ゴのカテゴリーにおいてだけ糞意な性差

が認められ，饗維のほうが女性よ量｝もこの「コミ

ニLエケーション糞髭プ」・重美｛季島び）カテニゴ葦ヌーをぎ爽簿1

する害敏秀力ご有意／こ講1いこと毒形質された　｛イエーツ

び）雇茎漏6．酪，芦く、艦）e

lカテゴ1フー構造の分概　　春暖答蓄が1羅該カテ

ゴ酵一を縫縦して恋人ができない礫嶽を記遠した

かどうかを至・｛｝璽の入力デ一夕とし，数量化雛

類による分観を舞った。2次元解のカテゴリー・

スコ！アび）ヲ｝養∫を露1至1こ，　また，　このときぎ）サンフ

ル・スコアの分姦をll羅2にノ貧した、、さら1こ，これ

らグ）結果に短しで，メジアン法によるクラスター

分毛髪を蕎＝つた摩青果，韓1　・クラスター1こ食まれる｛、

のを円で籔んで示した。

　1灘五から鱗らかなように，各方テゴ饗一ぱ，2

つぴ〉毒塞に重書一季るウエ・イトのノ、ターンによ導ア　4つ

のクラスターに鐘類き駿ることがノ雲されている。、

　第一のクラスターは，残糞極｛生ゴ，「環i髭・機会」，

「縫金離望ましき（義務ぬ，「縫合的望ましさ／容

姿擁，ヂ娃会的望ましき！その飽海，「コミ』エニケ

ーシ鐸ン能メシ技鯛，「縫合購1為．そして，「未

発達｛窪」のεつのカテゴリーが食まれる蓄、のであ

る。懸とんどのカテゴ…ナーがここに含まれること

から騒1ちむ善霧多望童舞」をノ藍すものと考えら殺る。

　第二のクラスダーは，第二軸だけに姦い付議に

ある「樫想のぎ繋さ墜の挙・のカテゴ嘆一からなる

ものである，，

　また，第三のクラスター1ま幸第一軸1こ纏1い付羅

にあを｝，鳴想いと未経騎，「意図」の’三託つグ）

カテ＝ゴ喉一力誓奪ま毅ているもので，　ジ欲しいとは

麸三わなも薔毒・ら」恋ノ、カご存轟三しなも亀，　歩）る紅霞ま，ヂ望

み遠蓄タの継妻が存在しないから涯恋人が存在しな

いとの礫醗づけがなされるものである。

　そして，第茎撰のクラスターは，　「農欝のなさ」

というひと’）び）カテニブリーからなるものである。

これ1ま，　第　嘩蜜，　第、二毒遽とも1こ農葬擁立置1こ｛孝1菱し

ている、二一

　このふたつの軸が纏を表すものなのかは必ずし

も瞬確なわ1ナではないが，第一軸は，　緒墨金麟望
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ましさのなき蛙婦葬意図」を，そして．第二軸捻，

「変動的羅牲3講「翼定的属性」といった関係を

表すものと考えられよう。

　次に，第一軸に録する懸人グ）ウエイトが縷答者

の性によ／）て異なるかどうかを検討した結果，男

性のウェイトの平均締．講1と女性のウエイトの

平均（一奪．5勢のあいだに有意な差が認められた

（置＃2．欝，鋸盤綴．芦＜．§韓。この結果は，男性は

女性と比べて，　ゼ恋人が存在しない理密」を自分

奏身の望ましくなさに趨露するものとして記達す

る繧海があるのに対して，女性は男性よ弩も「恋

人が存在しない種建鞄をより議らの「意志ほに基

づくものとして｛立直づける績海が強いことを示し

ているといえよう。

　一方，第二軸に耕しては，男性のウエイトの平

均績紛．i警　と女性のウエイトの平均纏絡．欝／

のあいだには宿意な違いは認められていない（孟二

〇、総，ガ藍3董，鰐、／。

　また，遜答者の2つの軸に帰するウエイトのパ

ターンをクラスター分析によを｝分梼した結果，図

2に示したように，各懸人は，魂つのグ鐵一ブに

分類されることが示された。

　第一のグ紡一プは，男性8名，女性麓名の謙欝

名からなるもので，　「消極性」，「環境・機会」，
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　騒2　数墾化難類によるサンプル・ス誰アの

　　　　分姦

「性格肇，「コミュニケーシ翼ン能力・技葎巽．「容

姿3，「娃会構造」．「未発達性」，「鍾会的望ましさ

（その地擁の中・む的種霞のカテニゴリ一群と講癒す

るグループである。ここで1ま，これを「中心3グ

ループと呼ぶことにする。第二のグループは，男

性2名，女性2名の尊名が含まれてお掌ラ，　ヂ理想

の高さ」のカテゴリーに業郵暮するものである。こ

れを「高理想」グループと呼ぶ。また，第二三は，

「片思いと未経験漣とヂ意図］のカテ！ゴ雛一と対

癒するグループであり，男性3名，女性δ名の計

欝名がこのグループに含まれている。これをゼ意

図ゴグルーブと呼ぶことにする。最後に，第1璽1ま，

ε嚢猛のなさ」のカテゴ妻ナーと対癒するグ移一プ

であるが，これ1ま男｛窪室名だけからなるものであ

る。

【撮独感・霞奪心との雛連茎　麟2に示した繕答

者のグループの違いによって，懸独感の強さが異

なるかどうか，そして，露尊宅・の強さが異なるか

どうかを分数分析によ弩験討した。ただし，　ゼ肖

鶴のなさ」グ均一プはli名だけから構成されてお

り，これを除外した飽の3つのグ移一プでのあい

だで比較を移った。

　その結果．表3に示したように，グルー7の違

いによって，懸独感の強さに違いがみられないこ
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表3　グループごとにみた薇独感と露尊心 嚢4　標準偏懸蝿係数

グループ 中心　　蕎理慧　　　意襲

（難纏§〉　（跡4〉　　《轟二鰺〉 第一鞍　第二較

璽糧灘

簾数

緩独懇

亮実感鐙なさご

漠然とした瓢獲慈姑

麟享心

箆．赫　　　露．篶　　　鵠．総F（蒐

5．§5　　　 き．馨｛｝　　　4号§§　F〈茎

2§．3？　　2§．総　　　2§．総　F〈重

藤家慈

　亮実感のなさ匙

　漠然とした錘独む

登舞心

一．雛

．欝

．玉§

．戯事　　　　．畦3宰

一．騰銘　　　　．妬車

．鋸料率　　　．54鮮

血綴織が量も輝まど充実癌が抵籍

駈　欝点がi姦恥隊ど漠然とした懸独慈が高秘

と，また，自尊心の程度にも違熱がみられ奪いこ

とが瞬らかになった（すべてF（2，鰯＜i，離．1。

　さらに，上の数量乾灘類でみいだされた2つの

軸に短する憑人のウエイトによって，懸独感の強

さや，露尊むの高さがどのくらい予灘できるのか

を検毒書するために，各｛嚢人の2つの軸1こ越するウ

エイト（サンプナいスコ噂を説購変数とし，無

独感尺度の「充実感のなさ盛とε漠然とした懸独

感」，そして，嚢尊心得点のそれぞれを§的変数と

する重巒帰分析を行った。標準編鱈帰係数と重根

穫1係数を表裏に示した。

　ヂ充実感のなさヌこ越しては，有意な重巒嫌式が

得られ（ザ＝、逢3，翫．灘＝3．襲，〆．§5〉，第一一

軸の標準編繕蜂係数は寓意ではないが（β篇一．醗，

F＜i，簿、8．｝，第二軸の標準織纒婦係数が鳶意とな

っている（β皿．磐，P盤6．総，籍＜．〔｝舞。

　また．　「漠然とした懸穣感」に対しても有意な

重巒帰式が得られ軽工．鶉，澱2，懲薫3．瓢，β＜

．縫／，第一軸の榛準備灘帰係数は麿意ではないが

（β罵．i7，F二i．G3，鑑8．｝，第二軸の標準露嚢羅帰

係数が負の方禽で有意となっている（β瓢一．46，

F豊7．縫，芦＜．懸〉。

　さらに，　「霞尊心雌に越しても春意な重縷帰式

が欝られ曾箒．騒，F韓．鑛＝6．22，〆．§総／，

第一軸の標準編羅帰係数は有意ではないが（β盤

、欝，Fm　i．姶，鑑3．／，第二軸の標準編縷帰係数が

書意となっている（β＝、蓬7，F皿9．欝，芦＜．倉蕊）。

　これらの結果から，纂二軸へのウエイトが薇独

感の強さと講尊’むグ）｛鑑さの双方に糞書してともに大

きな予灘力を持ち，第…軸へのウエイトは予灘力

がほとんどないことが承されたのである倉このこ

とは，自らの「縫会的望ましくなさ」や「意図雌

に糞書して恋人ができない檬纒を帰撰すること1ま，

　　　　　　　専欝く．勝事鷲斧く．縫；纏‡芦く港懸

鼻　欝点が倦も蒐嶽ど発案慈が抵籍

葺　得意が高峯蔓…巨ど漠然とした懸独慈が高も、

懸挫感の強さや自尊心の抵さには影響がほとんど

ないが，「理想の姦さ墜やε自懲のなさ藩といっ

た変覇の可能性のある属性に越してよ静）も，　「容

姿」や「縫会構造」といった瞬定的な属性に対し

て「恋人ができない墜1蒙馨を帰属すると，緩独感

を強く感じること，そしてまた．農尊・むが低くな

ることを激しているといえよう。

認 識

　本碕突は，　「堤在・過去を通して恋人が存在し

ない」男女大学空に越して，破らが自分たちに「恋

人が存在しない3理建1をどのように建直づ診てい

るのかを中心に縷蕪多した。痘密議三遠さ駿た理密を

整理した綻i渠．　これ。らの理由は，表iに示したi2

のカテゴ馨一に分類されることが承された。

　表2に示されたように，勉のカテゴ馨一に関し

ては．記達書の性による獲矯比率に違いは認めら

れないが，　ヂコミュニケーション能力・綾藤島の

カテゴ楼一においてだけ，その綾絹鈍率が女性と

比べて男性のほうが有意に高いことが示されてい

る。このことは，　「異姓を楽しませる」．「話題が

豊富である」といった特籔を，女性が「恋人3と

しての男燧iに求めている特罎であると男雛蓬韮身は

認知しており，したがって，この能力や技葬麹欠

簗重力ご紅恋人力§できない」最も重要な猿轡のひとつ

であると男盛三は言忌識していることを示していると

いえようむ

　これは，現代において，恋愛がゲームとしてζ

あるいは，娯楽的な要素が多いものとしてとらえ

られていること1こよるのかもしれな瓢㌔楠晃鞭g

87／は，恋愛中にある女子矯購大学生を，その交

織§的により分題しているが．恋人が存在すると

縁答した婆8名の女子矯簸大挙生のうちの29浅7パ
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一セントカダ「いま力寸楽し1ナれ1まよも逢感力、ら恋人と

交際しているという籍郷的’1爽楽群に，また，慧．5

8パーセントが恋人がいると「いろいろと優羅だか

らコという道具的功利群に蔑することを髭いだし，

娯楽性や道具難1を恋愛の鷲1季に求めて交際してい

る女性がかなりの罰金で存在することを示してい

る。

　また，　ド｝米・濤水窪重縫講（墨98轡は，友人に

期待する特徴として，　「その場の雰饗気をなごま

せるような冗談を醤1う珪．ドジヨークなど気楽に楽

しダ）る轟毒を一参る3と㌧逸った瑳｛1醤にず鷺表される工．ン

ターテイメントの1灘一銑寿｛存在することを疑いだし

ている砦このエンターテイメントの1塞一影は，友人

に対してだけではなく，異姓との親密な縄孫にお

いても簿鋸孝きれるものと考えられよう。　さらに，

薦毛（欝8§／は，男女大学生を婦象としてデート

妻蕩懸における縫合的スキ簿を講査しているが，そ

び）な毒・で，　「場をしらξナさせなも養ような圭二手・なや

りと鞍ができる雛といった符号化・会誌スキ葛の

嫉1許1ま，男1盤だけに見いだされるものであること

をノ貢している。

　これらの結果は，ヂ異艀iを楽しませる」といった

難讐が努牲に録してだほに求められている特徴で

あること，そして，この「異姓を楽しませる」こ

とができるかどうかが，異性との親密な1灘孫の形

蔭隻・1緩緩1こ大きく』毒与していることを示している

といえよう。

　ただし，雲際に女辮1が男性に貰話題の豊富さ」

やド異性を楽しませる」能力や披垂蕎を求めている

かどうか1ま曙かで1まない肇夢舞えば，善宅摩建g7麟

の講査では．女権．が結婚にあたって重視する壌

羅1ま腎業務」や「愛｛き」であること，そして，男

性がヂ纏1交的」であることよ鞍もヂ誠実」である

ことをより好ましい特徴として認識していること

を、貢して’いるのである。このこと1ま，｛盤役審拳鱗孝孝

に録して，男性と女性とのあいだで不一致が存姦

することを示唆しているとも考えられいよう。，

　また，数量費二欝雑嚢こよる分極の綻i渠，必ずしも

響振窪て鷺よないカf，　「各童会裏奪望ましくなさ雄文4“「意

鑓」，そして，　「罎建的羅性葺縁「変蚕雛辱羅性」と

いう2つのラ欠元力ご発いだきれた。

　これまで，　・般的な療麹帰鵜の行われかたには，

麟婦発的な要鑓1こ4議撰するか，能ノ」，｛堂季冬といった

雫キ性に癖｝矮鶏するかの「夢蚕発」越糠1芋欝三墜という、二

分法が毒i義三すること，そして，ある鴛為の無為煮

i鱒癖一3

は，そ（乃行為の夏祭纒をよ鱗状溌的な要1慧に帰獲さ

せやすいの1こ業重して，その鴛為の萎嚢察蓄1ま，鴛為

の1渠瞬を鴛為蓄の内約な手ぎ建1こ購多羅する季環海が強

いこと，すなわち，行為者と観察者のあいだの帰

騰のしカ・たに差異寿ご議事在“劣るこ二と力弓賞さ才望てきた

轄残えば，」敬讐s＆1翼捻もをtt，璽9721。また，（）rv熱，

K曲y＆8綴蓋e娯ig7§1と欝assα，IKelley＆

酵髭臨海（ig7緯1よ，親密な2者関係のなかで生じ

る帰羅を分頬整遅し，パートナーの蒼聾を観察す

る場合には，　ら1籍沁舞「特権」騨）次元は頻著に

なるが，露分が背為者となる場合には：，　残麺発罐

対「特性」という次元よセ｝も「その行為を意図約

1二したもび）カ・どう力紅玉とし｝うラ欠寛治ξ釜嚢著1こなるこ

とをジ致している。

　これら鎚来の懸震の短発は，本糞摯究で莞いださ

れたカテゴリーや数量龍灘類の結果とほぼ一致す

ると考えてよいだろう。

　そして，第…濠藪こ業書するウエイトが女｛淫よりも

男畜生の1匿う力真葛いこ二と力尋まヤされているひこの華轟渠

1ま，　女｛盤彗ま婆き姓よ鞭も　ヂ恋ノ、カ｛できない理i圭穀　を

講らの意志に基づくものとしてとらえていること

をフ雲しているといえよう。すなわち，女韓彗ま，彰謹1

入．を釜激しいと患わない」カ・ら甕ミノ～毒ごぞ芋在しない，

あるいは，　「衰分にとって‘最遠の誉碁手が存在しな

い3カ・ら霧夕｝・に恋ノ曳カボ存在しな虹浬と想う孝霧｛鶴寿擦塗

いのに帰して，男雛iは，　／恋人を欲しているかど

うかは明確ではないが〉，つくりたくても露分が縫

合的に望ましい特籔を饗していないから恋人が存

在しない，ととらえている傾繕算こあること力彗舞ら

かになったのである。

　さらに，藪曜黍分析の結果，第■一軸へ4）ウエイ

トは，懸独感や自尊むを搬鑛しないが，第1軸へ

のウエイトが懇独感の姦さや髭1蓉必の低さと密接

な1難三重を蓄毒つことみ葎雛ら方寸こな蓼，「恋入力ごできな

い醸瞬」を彩容姿コや「縫合構造」といった懸崖

経∫な駐豊鱒三1こ麟｝雛毒すること1ま｛悪善蜜髪茎の彗垂さ，　および，

ゼ1尊！・砦の重量ドと密蓄妾に1羅達する薪能難iがあること

が，貧馨憂き駐たのである。

　ここでは，恋愛経験を持・）たことのない大学生

を媛象として，　「恋人が存在しない」理慈をどの

もうにとらえているかを探索的に解鱗してきた。

メ｛学慧三にとって，　「健譲な，楽しい」体験である

と1擁睾iギ1こ，　誓饗亥彗｝ぴ，　誇しい」｛参。験でもあると考

えられる恋愛握麟をよ鯵継織的1こ検善書する必要が

あろう．、



懸1操緩密な葉試灘県し磯嫉要職実・歯する帰嬉過程について r茎3

　　　　　　　　　　　　　　　馨　驚　文　献

A醸至erso磐了C、A．，＆Ar魏Ot轟童，L．縫．　i｛奎85　　A鍾董唾壷｝慧茎重く）雛

　　s亡y蔓をa鞭δ㊧、モ｝罫ぎ血y診roも蔓e難s玉逡菱v三舞9：　E複∋夢罫ess墨。総，

　　lo軽eli銑むss，註雛｛量s｝董y重税｝ss．　　sσ｛窟｛露　ξ〕（｝81箆鹿慶｝掌奏3，亙6－

　　35．

A毅｛墨ers｛M葉，C．、汽、，縫。罫｛｝wltz．L．薩。，＆FP繕鷺盤．盆．玉§83

　　勲漉魏魏＆董s宅yleo｛1戯曲a論縫δ8鍵ess母雌塗壁○幽、

　　漉灘海∫秘鴛澱晦窪鋸s顔面P8ヲ山畠翻，尋5，

　　127－i3｛｝．

．三一リクソン　’罫圭ヒ零｛誓事醤言疑編　茎§7奢　ピ窪我嚢糞■一性　誠

　　繍難蕩

ハヴィガースト　荘溝稚争訟　謄§8　人穰の登違約課

　　題と教：奮　奪ξ蕪馨誘

堀毛一毯　欝89　デート場藪にお諺る縫合的スキ膨

　　馨本縫会心謹学会箒鍵麟■大会発表論文集，鴛9一至鎗．

飛雛操重§齢観密な婦人絶縁の崩壊過程に離する羅

　　突　蕪島大学教育学部論纂，第4群｝〔教官・£揮i纂

　　臨，弩．47－5轟．

至。蓑es．w．．＆L簿δ磁．醗、A．獅8離臨機沁鮭a短y・1むs．

　　盤」．縫．薮arv蟹，w．董＆es，＆盆．罫．K灘！雛s．1論w

　　蕊rε罐競8魏磁厩趣藍ぎ。箆re麗αrcた．vol毛黴を2．

　　韓ew　Yo嶽：S嚢藝群ζα一Verl＆9．　蛋｝事｝．董87－208．

Jo簸es．董三．猛．，＆醸s疑tt，嚢．£．　ig72　丁総肢。矯r麗｛圭

　　Gもsαver：Plv奪熈搬爵αc曜醜SQ粕e捻vlG萱・．i雛

　　E、狂．Jo鷺es，P．鷺．K象縫。鞍s｛｝，｝｛．｝｛．重くe嚢εy亨嚢．E、護垂s一

　　§ett，s．v幽s，＆8．We盤鍵（翫s．／窺緬旛酸二

　　P就総麗麗9醜εc餓8e齢ゴ繕ε擁擁卯．錘ewJeゼ澗：

　　Ge費er＆l　Lをa貯醸盤慕｝｝ress．　P事｝．7§一§蕉

騰箆韓な　鰺87　女許短期・大学生び）恋愛懲季薄体験に黙

　　する硬変　　交際諺的による鰯違について　　九耀

　　大学教官単離紀要／軟膏心礫単離野箏，32，里，邸一

　　7§．

老公挙挙豊・｝∫蕪駐淫、　1　　i§8尋　　裁量｛移び）聴匙愛ト蓄す童舞グ）毛薄造1二一、ン

　　い置碁　ll本心理学会第娼闘犬会発表講文集，5§7、

承戦嚢紹　欝8§　Soc媛欝r（wlslo簸グ）発生の婦、莚・統合

　　過程の実証師駿舞羅秘2憾3年度群舞津究費醐毒

　　金（・豫騒浮嚢。）毒浮実識果撮｛圭量、警

（）rv童Sア　β、　｝≧．，　翼e銭費y，　麓．　縫、ア　＆　登t嫉蕪琶ゼ，　至二｝．　　三§？6

　　At重油犠沁雌co灘lct盈ぎ。嫌購co瞬es．玉童滝」．賛．

　　｝蓬arveぎ，W．」．至cl｛es，＆鰹．F．　Kl｛圭｛i（鑑｛墨s．1　　薄e轡

　　臨rc善ゴ醗8厩醗r藩漉σ箆rε8磯r綾．　　vOl職倉墨、

　　灘s磁e，輪wJe誓sey：L＆w漁ce登臨a鵬．
　　P茎｝．353－38導．

％ssα，M．W．，Kε垂垂Gぎ，雛．翼．，＆醸漉e圭a，」．L．欝78

　　臨1繭蹴数sめ繊lsc＆銭｝慰鍍臨ca総融s臨｝粟ぞ綱醜

1鯉ゆe婁・s囎1もe難avIoゼ、あ窺搬麺ズPε脚麗麗ン縦寵

　　8紹蕊P8倒。梅島舘，36，95卜9暮2．

ド望米淳・濾水裕・瞬濁重存　欝欝　友人賜係の選緩

　　を縫定で隠る行動期蓄響の春驚究　疑旧本グ馬一プ・ダイナ

　　ミックス学会第371曇1一大会発表論文集，磁一簿．

S轟v蝕．縫．S、懸3丁旋ぎ漉増ε獅薩茜麓。拶摩

　　硬郷ぎ磁醗罫臨wYoゼ麹：翼畷臓

　　駐琶1響欝s欝，P．，＆F縫r灘縫，w．ig8蓉丁重騰e謡轡

　　1婁題｛撒綴ひ総G糖・重雛悉熱。猿愚ゆ磁：A翼eo惑薦一

　va漁魏欝e罫s静ec伽e．至捻V．3．参e幽9葺，裂8．A．

　　wl糠e磁（黙s．！F漉箆ぬ鋤簾ゴ欝磁∫ぎ惣駕孟鹸．

　　臨wYo嶽：S麟㌃ge郵一Veゼla暮．P欝．垂垂一62．よ弩

　　・舞翻

言宅摩錘斐｛菱　　賢妻73　　肇iミ愛と豪毒雛睾　　鐸｛垂蕪・メく講重・斎藤・麟雲

　　留ヅ麟三・藤療躍務1（翻現代青年壱連単講整5

　　縫代葬詳の牲意識金一髭難募恥．i轄一塁欝．

1き墨一本糞躍子・松建豊・1無難麹紀子醗2認矯された

　　自εの霞轟撰嚢霧の言舞建垂　　孝交で亨《、蓬墾イ鉾｛i舞モ霧，　3§，　64－68．



4護 篠農大学教官学謡講集難需 亙鱒春一3

　　　　　　Do董ずも至ove＆戦く至re＆so盤go　toge縫董e罫？：

A盤餓謎ys量S　G｛ex麟鐡撹沁簑s｛or汽。も鼓＆v∫簸9＆董over・

醗量s我。｝至亙DA

丁盤重r竜y誌ree麟曲解盛戯es轍・齪醸難翫ves宅ea娃鐸εscrl掘re＆S・雛s輪y慮ey

毒｛塾｝も擁ve綾s奄ε磁y．

丁盤εSeδeSC醸臨照eC＆ISS遙e曲t・twelVeC溢egGrlgS（夢aSS醸y，雛磁諏e昼籔z＆一

t量。捻，i段C薮・蓄sel蓄一C・簸鑓綴Cε，S・翻麟εS玉繭le匿s・盤蓋ty，麟yslC＆1鰍at雛C至愛ve重重εSS｝

S。c簸1麟es海波G出e撒費sect＆，1魏麒麟ty，e額罫・磁e晦br・漉醗S，S・c簸1＄蜘ct灘l

P嫡le盤S，膿re瞬eδ1・ve，夢。・rCG麟麟戯油sk臨

　　丁簸e猫＆擁res爆ts　we℃e　as蓄G董董ows；

（欝臨le雛se鍍P・・rCG麟魎。＆t董・鰹sk濃cate蓼・ry灘・re多罫e鯉盤tly齢盤蓄e隠1ε・

（21A灘ltlva臨書蹴lys宝sex雛。総曇tw憾贈賊・賢s隠贈ポ‘1賊艦鯵vs．‘尋SGcl＆1囎一

　　δeslraも灘y’Ta簸ポ‘｛童xe虚a竜t℃醜tes”VS．属va罫1嶽e雄r醜もes’、

麟丁藍erεwe艶str・貧9CGダrel鋤惣sもetwee輪t藝eatt論緬η｛・r至漉δ＆t童罫醜童esa撮

　　10糞ell畿εss　a欝遷low　se董｛一es之ee盤．

　　丁袈esαes戯Swereδ…SC穣SS磁爵tを盤SG蓄t墾αel＆tlO油etwee魏＆顧も縫tlO捻＆1騨Gcesses

a簸δsex罫。沁ex嚢ec獄沁謎S．


