
器〝ゐ〝みα鞄cゐ07曙ZCα7月ggβα7℃ゐ
2005，29，71【87

田本にお8サる恋愛研究の動向り

筑波大学大学院（博）人間総合科学研究科 立脇 洋介

筑波大学心理学系 松井 豊

琉球大学教育学部 比嘉さやか

71

甘endsinJapanese Research on Romantic Love

％suke瀧tewakiandⅥ1taka Matsui（みぶ～才知ね〆α〃ゆ柁ゐβ乃ぶ才即β肋∽α乃5c才β紹Cβぶ，挽才〃β作物〆

乃〟ゐαみα，乃α彪加ゎα3αトβ5詔，拗α符）

Sayaka Higa（滋如og〆Ed〃Cα£才0〝，挽才〃g作物〆娩β砂α砂αS，肋ゐ聯桝才9αトα〃3，拗α乃）

In this study，We reView217Japanese articles about romanticlove．Most of the articles are

based on questionnaires completed by universlty Students，and ね1lwitbin the domain of social

psychology The following shiftsinJapanese research on romanticlove areident泊ed．Before1990，

there are few articles，prlmarily verifying丘ndings abotltinterpersonalattraction．After1990，tbe

number of articlesincreased，investigating the emotions and the behaviors within romanticlove．

After1995，this research developedin four directions（‘asubdivision of払cus’，‘a temporalextension

Of女）CuS’，‘a diversificationin perspectives on romanticlove’，and‘comparative understandings of

romanticlove’）．

Key words：rOmanticlove，OppOSite－genderrelationships，interpersonalattraction，meta－analysIS

問題と目的

本研究は，日本の恋愛研究の動向を整理すること

を目的とする．恋愛研究の整理は，これまでも何度

か行われてきた．例えば，古畑（1990）は，アメリ

カにおいて，1970年代以降に対人魅力や恋愛に関し

て本格的に研究され始めたと研究史を概観してい

る．また，松井（1990）は1990年までの日本の恋愛

研究を，「恋愛の発達」「恋愛中の意識や行動」「性

行動の発達」といった青年心理学の分野における研

究と，「恋愛の進行と崩壊」「恋愛感情と意識」「恋

1）本研究は，第一筆者が研究の立案一分析・執筆を行

い，第二筆者が研究計画と考察に関わり，第三筆者が

文献収集に関わった．文献収集にあたり，佐藤有排先

生（筑波大学）にご協力いただきました．ここに深く

感謝いたします．

愛に対する態度や認知」「異性選択と交換過程」など

の社会心理学の分野における研究とに分けてまとめ

ている．この他にも，愛情（長田，1990），嫉妬（坪

田，1998），コミュニケーション（大坊，1990），身

体的魅力（奥田，1990），愛着理論（戸田，1998），

崩壊と葛藤（飛乳1996）など恋愛や対人魅力にか

かわる特定のテーマの研究についてまとめた研究も

発表されている．

1990年までの日本の恋愛研究は，松井（1990）に

よってまとめられているが，1990年以降，研究数が

急増しており，新たに研究を整理する必要があると

考えられる．本研究では，1985年から2003年の恋愛

研究に関して，調査手法や調査対象者，研究内容の

年代的変遷についてまとめ，今後の展望について考

察を行う．
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方 法

対象1985年4月から2004年3月の問に学会誌及び

学会の大会で発表された論文を対象に，恋愛に関す

る研究の検索を行った．検索を行った学会誌は，心

理学研究（第56巻一第74巻），心理学評論（第28巻仙

第46巻），社会心理学研究（第1巻叫第19巻），実験

社会心理学研究（第24巻一第43巻），青年心理学研

究（第1号一第15号），感情心理学研究（第1巻一

第10巻）の6誌である．大会は，日本心理学会（第

49回一第67回），日本社会心理学会（第26回一第44

回），日本グループ・ダイナミックス学会2）（第33回…

第51回），日本青年心理学会（第1回一第11回），日

本感情心理学会3）（第2回一策11回）の5学会の大会

を対象とした．大会発表のうち，講演，シンポジウ

ム，ワークショップは除外し，口頭発表とポスター

発表を対象とした．

論文収集の基準 第一著者と第三著者が，上記の雑

誌を検索し，恋愛に関する論文の収集を行った．

収集に際して，以下の3つの基準のいずれかを満

たしている論文を分析対象と判断した．（1）タイ

トル，問題，結果に「恋愛」「異性交際」「異性関

2）1986年に開催された日本社会心理学会と日本グルー

プ・ダイナミックス学会の合同大会の論文は，日本社

会心理学会第27回大会の論文として扱った．

3）日本感情心理学会の大会発表は，感情心理学研究誌に

記載されている要旨を分析対象とした．また，第1桓】

大会に関しては，文献が入手できなかったため，分析

の対象から除外した．

件数
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係」「恋人」のいずれかが含まれている論文．（2）

初対面の異性の外見を扱った論文のうち，「その異

性との交際可能性」を測定している論文．（3）性

行動や性意識に関する論文のうち，「恋人」の有無

による行動や意識の違いを検討した論文や恋愛行

動，恋愛意識についても測定している論文．

このうち，以下の論文は，分析対象から除外し

た．（1）初対面の異性の外見を扱った論文のうち，

単に印象評定の一部として「魅力」を測定している

論文や，一般的な「対人印象」を測定している論

文．（2）サポート，依存などの論文のうち，5つ

以上の人間関係を扱っており，恋愛に特定した論考

が行われていない論文．（3）同性愛に対する態度

のみを測定し，同性愛者の恋愛を研究対象としてい

ない論文．（4）青年期の発達課題である「一般的

な異性との親密性」のみを扱い，「親しい異性」に

対する具体的な意識や行動を検討していない論文．

内容の判断が困難な論文に関しては，第一著者と

第二著者が討議を行い，決定した．その結果，学会

誌論文27件，大会発表論文190件の計217乍トを分析の

対象とした．

結 果

1，年度別の論文数

年度別の論文数を示した図がRg．1である．5年

区切りで論文数が変化していると考えられたため，

以下では，1985年から1989年を第一期，1990年から

1994年を第二期，1995年から1999年を第三期，2000
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国学会誌論文 詔学会発表

注：（）内の数字は，件数を表す．
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年から2003年を第四期と設定し，それぞれの期間に

ついて論文の推移をまとめることにした．

第一期は，毎年5件以下の論文が発表されるにと

どまっていた（学会誌論文3件，大会発表論文15

件，計18件）．第二期は，59件の論文が発表された．

第二期に発表された論文のうち，15件が学会誌論文

であり，2004年3月現在までに発表された学会誌論

文の6割近くを占めていた．この期間には，1990年

に心理学評論誌で，1994年に実験社会心理学研究誌

で，それぞれ恋愛に関する特集号が組まれ，これら

の雑誌に計11件発表されていた．第三期は，40件

（学会誌論文2件，大会発表論文38件）と第二期に

比べ，論文数がやや減少した．第四期になると，論

文数は急激に増加し，毎年20件近く発表された（計

100件）．しかし，第四期の論文のうち，学会誌論文

は7件のみであり，大半は大会発表であった．

2．調査手法や調査対象者の特徴

次に，調査手法や調査対象者の特徴について検討

を行う．

期間別，調査手法別の論文数を示した表が，

1もblelである．どの期間でも最も多く行われたの

は，「質問紙調査」であり，全体の83％であった．

このうち，カップルのデータをペアで調査した論文

が18件，「パネル調査」を実施した論文が7件で

あった．通常の「質問紙調査」を実施した論文の多

くが，ペア調査やパネル調査を用いて再検討するこ

とを課題として挙げていたが（松井，1993；堀毛，

1994；金政・大坊，2003aなど），実際にはあまり

行われていなかった．また，「実験」「面接調査」

「フィールド調査」は，いずれも6％以下であり，

ほとんど行われていなかった．また，これらの方法

を用いた論文のうち，学会誌論文は1乍トのみであっ

た．「文献調査」は，心理学評論誌の特集号で発表

された論文（5件）が中心で，第二期に多かった．

この他の文献調査では，メタ分析を用いた論文（増

乳2001，2002）も見られた．「その他」の2件は，

コンピュータシュミレーションを行った論文と文学

分析を行った論文であった．

続いて，期間別，調査対象者別に論文数をまとめ

た表を取ble2に示す．全ての期間で，「大学生（短

大，専門学校，看護学校を含む）」のみを対象とし

た論文が最も多く，全体の88％を占めていた．「社

会人」を対象に含む論文は8．3％，「中学生」や「高

校生」を対象に含む論文は4．4％といずれも少な

かった．第一期の論文は全て「大学生」のみを対象

としており，大学生以外を対象とした論文は，第二

期以降に見られるようになった．

3．論文の内容の概観

論文の内容に注目して整理を行うために，まず各

学会における論文の発表状況について検討を行っ

た．

期間別，学会（学会誌論文と学会大会の合計）別

の論文数を表にしたものが′払ble3である．最も多

くの論文が発表されていた学会は，「日本社会心理

学会」で，全体の43％の論文（93件）が発表されて

いた．次いで，「日本心理学会」で28％の論文（61

件）が発表されていた．「日本グループ・ダイナ

ミックス学会」では，23％の論文（50件）が発表さ

瀧blel期間別，調査手法別に見た論文数

合計

曇牽

（
ペ
ア
調
査
）

質
問
紙

／｛・＼

ノヾ

質ネ
問ル
紙調

奪

質
問
紙
小
計

実験
面
接
調
査

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

文
献

そ

璧 蒜

第一期 18 14 0 1 15 2 1 0 0 0

（77．8）（0．0）（5．6）（83．3）（11．1）（5．6）（0．0） （0．0）（0．0）

第二期 59 38 6 2 46 3 3 0 6 1

（64．4）（10．2）（3．4）（78．0）（5．1）（5．1）（0，0）（10．2）（1・7）

第三期 40 25 6 2 33 2 1 3 0 1

（62．5）（15．0）（5．0）（82．5）（5．0）（2．5）（7．5）（0．0）（2・5）

第四期 100 80 6 2 88 5 4 1 2 0

（80．8）（6．1）（2．0）（88．9）（5．1）（4．0）（1．0）（2．0）（0・0）

全 体 217 156 18 7 181 12 9 4 8 2

（71．9）（8．3）（3．2）（83．4）（5．5）（4．1）（1．8） （3．7） （0．9）

注：数字は上段が件数，下段が割合を表す．
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℃ぬIe2 期間別，調査対象者別に見た論文数

ふ 木 琴
会
人昇 芸

大
学
生
と
社
会
人

中
学
生
か
高
校
生

中
学
生
～
大
学
生

中
学
生
～
社
会
人

第一期 18 18 0

（100．0） （0．0） ）0

0

◆0′／し

0 0 0

（0．0） （0．0） （0．0）

第二期 52 45 1 5 1 0 0

（86．5） （1．9） （9．6） （1・9） （0．0） （0．0）

第三期 39 33 2 2 1 0 1

（84．6） （5．1） （5．1） （2・6） （0．0） （2．6）

第四期 98 86 4 2 5 1 0

（87．8） （4．1） （2．0） （5．1） （1．0） （0．0）

全 体 207 182 7 9 7 1 1

（87．9） （3．4） （4．3） （3・4） （0．5） （0．5）

注：数字は上段が件数，下段が割合を表す．

瀧ble3 期間別，学会別に見た論文数

合計
日
本
心
理
学
会

日
本
社
会
心
理
学
会

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
学
会

日
本
グ
ル
ー
プ
・

日
本
青
年
心
理
学
会

日
本
感
情
心
理
学
会

心
理
学
評
論
誌

第一期 18 7 9 2 0 0 0

（38．9） （50．0） （11．1） （0．0） （0．0） （0・0）

第二期 59 17 14 22 1 0 5

（28．8） （23．7） （37．3） （1．7） （0．0） （8・5）

第三期 40 8 18 12 0 2 0

（20．0） （45．0） （30．0） （0．0） （5．0） （0．0）

第四期 100 29 52 14 3 2 0

（29．0） （52．0） （14．0） （3．0） （2．0） （0．0）

全 体 217 61 93 50 4 4 5

（28．1） （42．9） （23．0） （1．8） （1．8） （2．3）

れていた．このうち11件が学会誌論文であり，学会

誌論文の件数は最も多かった．上記の三学会では，

第一期から継続的に論文が発表されており，三学会

で94％の論文が発表されていた．「日本青年心理学

会」「日本感情心理学会」では，第二期以降に，そ

れぞれ4件の論文が発表されていた．心理学評論誌

で発表された論文は，1990年の特集号の5件のみで

あった．

論文の内容に関して，さらに詳細に検討するため

に，以下の手続きで分析を行った．

まず，第一筆者が，仝論文を通読し，タイトル及

注：数字は上段が件数，下段が割合を表す．

び結果で報告されている尺度を基に，内容に関する

34カテゴリーを設定し，それぞれの論文について，

該当するカテゴリーを複数回答で評定した．内容の

判断が困難な論文に関しては，第一著者と第二著者

が討議を行い，決定した．次に，各カテゴリーに含

まれる論文数が少なかったため，第一著者と第二著

者が討議を行い，カテゴリーの統合を行った結果，

14カテゴリーを設定した．さらに，先行研究（松

井，1990）の枠組みを参考にし，この14カテゴリー

を大きく4つに分類した（瀧ble4）．第一は，恋愛

相手ヤ恋愛関係に対する感情や評価を扱った論文で
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′指ble4 各分野の研究例

75

分野 研究例

愛情や好意（Lee）

恋愛相手や恋愛関係に

対する感情や評価

松井（1993），中村（1991）

愛情や好意

（Lee以外）
Rubin（1970）に基づく（松井，1990）

三角理論に基づく（金政・大坊，2003a，2003b）

愛情や好意以外の感情空≡警竺警三？至華甲感情（井上，1985；奥軋1994）関係の崩壊時の否定的感情（和田，2000）

関係評価 芸志吉…冒…言…；芸冨．（諾告）tl霊諾（1994）
親密化行動 慧驚汽9笠井，1990，1993）

恋愛や異性交際中の二者

間で行われる行動

コミュニケーション 松井（1999），大坊（1990）

対処行動
関係の崩壊（和田，2000）

葛藤（相馬・山内・浦，2003）

その他行動
恋人度（山根，1987）

排他性（増田，1994）

恋愛や性への態度

恋愛特有の態度や認知

恋愛への態度（和田，1994）

恋愛イメージ（金政・大坊，2003a）

魅力の規定要因
身体的魅力（奥田，1990）

複数の要因（中村，1991）

恋愛前後の現象 関係の崩壊後（堀毛，1994；和田，2000）

交換理論

恋愛と関連する要因

特定のモデル（井上，1985）

モデルの比較（中村，1991；奥臥1994；和田・山口，1999）

恋人以外の人間関係
愛着理論（戸田・松井，1985；金政・大坊，2003a）

他の関係との比較（安達，1994；金政・大坊，2003b）

個人特性
精神的健康（金政・大坊，2003c），異性不安（富童，2000）

社会的スキル（堀毛，1994），性格特性語（外山，2002）

ある．第二は，恋愛や異性交際中の二者間で行われ

る行動に関する論文である．第三は，恋愛や性への

態度，魅力の規定要因，片思いや失恋など，恋愛中

に特有な認知を扱った論文である．第四は，恋愛と

関連する要因や恋愛行動や恋愛意識を規定する要因

を扱った論文で，交換理論に基づく論文，恋人以外

の人間関係を同時に扱った論文，個人特性を扱った

論文をこのカテゴリーに含めた．

以下では，学会誌論文を中心に，各分野に含まれ

る論文を簡単に紹介する．

①恋愛相手や恋愛関係に対する感情や評価

恋愛相手や恋愛関係に対する感情や評価に関する

論文は，「愛情や好意」を扱った論文，「愛情や好意

以外の感情」を扱った論文，「関係評価」を扱った

論文に下位分類される．

愛情や好意「愛情や好意」を扱った論文では，

Lee（1977）の類型に基づいて感情を測定するもの

が23件と最も多かった．Lee（1977）は，恋愛関係

を6つのタイプに分けて類型化をしているが，松井

（1989a，1989b）によって6種の測定尺度（LETS－－

2）が作成されている．Lee（1977）の想定してい

た円環状に布置されるモデルと一致しない結果（松

井，1993；佐藤・大坊，1996）が得られているもの

の，多くの論文で用いられていた．松井による尺度

化以降，規定要因（中村，1991；松井，1996；飯

塚，2001など），ネットワークの広さ（吉山，1996）

や性格特性（笠原，2003）や結婚観（山岡，2003）

などとの関連が検討されていた．

「愛情や好意」に関して，Lee（1977）以外に多く

検討されていた論文は，Rubin（1970）の尺度に基

づく論文（16件）とSternberg（1986，1997）の三角

理論に基づく論文（11件）であった．Rubin（1970）

の尺度は，比較的早い時期に翻訳され（芦田・重

松，1980；藤原・黒川・秋月，1983など），愛情と

好意の2側面を少ない項目で測定できるという特徴

がある．そのため，恋愛行動（松井，1990；清水・

藤原・大坊，2003），恋愛への態度（和田，1994），

性役割（菅・土肥，1991），愛着（戸田・松井，

1985），交換理論（諸井，1986；神囲・黒川，1994）

など様々な要因との関連が検討されてきた．また，

嫉妬尺度の妥当性の検討（篠崎・深澤・越川，

1993）や恋人との交際目的による恋愛感情の差異
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（楠見・渕上，1987），アニメなどの虚構の異性を対

象にした論文（森成，2001）においても，同尺度が

用いられていた．

三角理論は，Sternberg（1986，1997）によって

提唱された理論であり，愛情を「情熱」「親密性」

「コミットメント」の三要素によって捉えている．

要素間の相関が高いという測定上の問題はあるが，

要素の組み合わせによって様々な愛情類型を説明で

きるという理論的特徴を有している（戸田，1996）．

日本では，金政・大坊（2003a，2003bなど）が，

尺度を作成し，愛着との関連を検討している．第四

期に，11件の論文が発表されており，自己呈示（谷

口・大坊，2003など）やコミュニケーション（多

川，2003など）行動などとの関連が検討されてい

た．

また，これらの尺度同士の関連をメタ分析によっ

て検討した論文（増田，2001）によれば，友愛を測

定している尺度のうち，好意尺度（Rubin，1970）

と親密性尺度（Sternberg，1986，1997）は類似し

た概念を測定しているが，これらの尺度とストーゲ

イ尺度（Lee，1977）は，異なる概念を測定してい

る可能性が指摘されている．愛情に関する論文で

は，Lee（1977），Rubin（1970），Sternberg（1986，

1997）といった海外の論文を基にしたものが多かっ

たが，日本独自の論文も少数ながら見られた（松

井・城崎，1994など）．

愛情や好意以外の感情 愛情や好意以外の感情に関

する論文は32件あり，主に否定的感情が扱われてい

た．このうち，嫉妬に関する論文が13件と最も多く，

羨望との比較（深澤・篠崎・越川，1993；塩田，

2000，2002）や自尊心との関連（池上・荒川，2001；

笹山，2002など），用いられやすい対処行動（苗村・

浜，1992；川名，2002；比嘉・中村，2003）などに

ついて検討されていた．嫉妬以外では，交換理論に

おける不平等な状況（井上，1985；奥乳1994），恋

愛関係の崩壊時（大坊，1988；和田，2000），裏切り

状況（笹山，1994）など，特定の状況における否定

的感情や交際全般の否定的感情（立脇，2001，

2002a，2002b，2003a，2003b）が検討されている．

関係評価 自身の恋愛関係に対する評価を分析した

「関係評価」研究では，主に関係満足感や関係継続

意志などによって評価が測定されており，31件の論

文で扱われていた．関係満足感や関係継続意志は，

交換理論の研究から発展してきた概念であるため，

交換理論（中村，1994；中田，1997，1998；諸井，

1986；井上，1985；神国，1998など）や親密化行動

（久保，1993；清水・大坊，2003），自己開示（多

川，1997など）などの行動側面との関連を検討する

論文が多かった．他に，排他性（増田，1994），被

統制感（今野・泊，1998），否定的感情（立脇，

2002a，2002b）など，恋愛の否定的側面との関連に

ついても検討されていた．

②恋愛や異性交際中のこ者間で行われる行動

恋愛研究で扱われてきた二者間の行動は，「親密

化行動」「コミュニケーション」「対処行動」「その

他の行動」に下位分類される．

親密化行動 恋愛における「親密化行動」に関する

論文は36件あった．このうち，「恋愛行動段階（松

井，1990）」を基に測定している論文が23件，「RCI

（Berscheid，Snyder＆Omoto，1989）」を基に測定

している論文が11件あり，これらのいずれかを用い

て検討している論文が多かった．松井（1990）は，

恋愛中の行動が一次元的に進行することを見出し，

行動を経験率の高い第1段階から経験率の低い第5

段階に分類している．行動の進展によって，愛情（松

井，1990，1993），否定的感情（立脇，2001），性への

関心と親からの独立心（宮武，1995）などが高まるこ

とが明らかにされている．また，日中間の比較（畢・

飛田，2003）も行われていた．RCI（Berscheidβf

αgリ1989）は，三つの行動特性（接触時間，関係の

強さ，行動の多様性）によって，親密性の程度を測

定する尺度であり，久保（1993）によって日本語版

が開発されている．

コミュニケーション「コミュニケーション」は，

言語的コミュニケーションについて多く検討されて

いるが（25件），非言語的コミュニケーション（8

件）に関する論文も見られた．「言語的コミュニ

ケ小ション」に関しては，前述のRCIにおいて話題

の多様性が扱われている．この他に，自己開示（桜

庭，1995；多川，1998），日常的なコミュニケー

ション（多jli，2003など），発言内容の欺瞞性（村

井，1999），デートの勧誘を断るメッセージ（山内，

1999など）などが扱われていた．

「非言語的コミュニケーション」に関しては，視

線（飯壕，1992；矢島，1999）や対人距離（本臼，

1995など）をどが検討されていた．

また，大坊（1990）は，従来のコミュニケーショ

ンに関する研究を整理し，関係の発展・崩壊とコ

ミュニケ…ションの直接性との関連に関するモデル

を提出している．

対処行動「対処行動」は，17件の論文で検討され

ていた．このうち，否定的感情に関する論文（西

村・浜，1992；川名，2002；比嘉・中村，2003；笹

LLl，1994；立脇，2002a）が9件あり，関係の崩壊

（藤田，2000；和田，2000；加藤，2000など）や葛

藤（相馬・山内・浦，2003）に関する論文でも対処
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行動が検討されていた．

その他の行動 上記以外の「その他の行動」を検討

している論文では，自己呈示（谷口，2000など；栗

林，2003）が9件，性役割行動（菅・土肥，1991；

内山，2001；赤澤，1995など）が5件，行動の排他

性や恋人度（増軌1994；山根，1987）が3件あっ

た．

③恋愛特有の態度や認知

恋愛特有の態度や認知に関する論文には，「恋愛

や性への態度」「魅力の規定要因」「恋愛前後の現

象」を扱った論文が含まれる．

恋愛や性への態度「恋愛への態度」は，前述した

Lee（1977）の類型でも扱われているが，この他に恋

愛自体への態度（坂井，1985；宮田，1992；和田，

1994；小川，1999；金政・大坊；2002a，2002b；若

尾・勝谷・天野，2003；山岡，2003）や異性への態度

（片山・松井，1994；松井・片LU，1994；富重，1994），

行動の恋人度（山根，1987）や排他性（増田，1994

など），恋人がいる人へのイメージ（天野・若尾・

勝谷，2003；勝谷・若尾・天野，2003）などが検討

されていた．

性への態度は，恋人の有無による態度の差異（松

谷，1992），個人内態度（内藤，1994）や日中間比

較（曹・高木，2002，2003）に関する論文が見られ

た．

魅力の規定要因「魅力の規定要因」に関しては，

類似性（小川，1999；潮村・佐藤，1994）や身体的

魅力（高木・奥田・川名，1986；大坊，1986；奥

田，1990；谷口，2000；川名，2000など）などの特

定の要因について検討した論文と，複数の要因を同

時に検討した論文（中村，1991；川名，2002；松

井，1996；飯塚，2001；渕上・楠見，1987；坂井，

1986；高木，1993）が見られた．

恋愛前後の現象「恋愛前の現象」については，橋

本（2001など）が片思いに関する論文を，菅原

（2000）と栗林（2000など）が告白に関する論文を，

それぞれ第四期に発表している．一方，「恋愛関係崩

壊後の現象」に関しては，論文が蓄積されており，

崩壊後の感情や行動に関する論文（大坊，1988；飛

田，1992；平野，1993；鳴島，1994；藤田，2000；

和田，2000；石本・今川，2002；山下・坂田・有倉，

2003；阪井，2003；加藤，2000など）だけでなく，

崩壊経験を通したスキル獲得（堀毛，1994）などに

ついても検討されていた．

④恋愛と関連する要因

恋愛と関連する要因を扱った論文には，「交換理

論」に基づく論文，「恋愛以外の人間関係」を同時

に扱った論文，「恋愛にかかわる個人特性」を扱っ

た論文が含まれる．

交換理論 交換理論は，報酬やコストに基づいて人

間の社会的行動を説明する理論であり，報酬やコス

トの算出方法から複数のモデルが存在している．そ

のため，交換理論に基づいて，恋愛関係を検討した

論文は，特定のモデルに基づくものと複数のモデル

を比較したものに分けられる．特定のモデルを検討

している論文では，投資モデル（井上，1985；神

園，1996など；中田，1997，1998）が多く扱われ，

公平モデル（井上，1985；諸井，1986）についても

検討されている．

複数のモデルを比較した論文は，中村（1991），

奥田（1994），和田・山口（1999）と少数であるが，

いずれも学会誌で発表されていた．ただし，中村

（1991）と和田・山口（1999）は投資モデルを，奥

田（1994）は互恵モデルを，それぞれ支持してお

り，一致した結果は得られていない．

恋人以外の人間関係「恋人以外の人間関係」は，

「恋人との比較」か「恋人関係との関連」のいずれか

を検討していた．恋人との比較を行っている論文で

は，異性の友人や片思いの相手と比べるものが多

かった（堀毛，1994；立脇，2002b，2003a，2003b；

金政・大坊，2003b；松井・城崎，1994；周，2000；

吉山，1996）．この他に，同性の友人（遠矢，1995a，

1995b；水野，2001，2002）や結婚相手と性的相手

（川名，2003），親（戸田・松井，1985；安達，1994），

ゲームなどに登場する異性（森成，2001）と比較した

論文も見られた．

恋人以外の人間関係と恋人関係との関連について

は，愛着スタイル（金政・大坊，2003a，2003b，

2003cなど）や対人関係観（富重，1994；多川，

2001，2002）など人間関係全般に関する認知，親子関

係（戸田・松井，1985；飛田，1988；宮武，1995），

ネットワークやサポートの広さ（吉山，1996；相馬・

山内・浦，2003）に関して検討されていた．

恋愛にかかわる個人特性 恋愛にかかわる個人特性

は，「関係を円滑に進めることに関連した特性」「性

役割意識」「性格特性語によって測定された特性」

について多く検討されてきた．関係を円滑に進める

ことに関連した特性は，社会的スキル（堀毛，1994

など；栗林，1999など；山内，1999），異性不安ヤ

シヤイネス（富重，2000など；菅原，2000；栗林，

2003；坂口，2003）などが検討されてきた．性役割

意識については，菅・土肥（1991），和田（1994），

神園・黒川・坂田（1996）山下・坂田（2003），な

どが検討している．性格特性語は，自分の性格（松

井，1989；富重，1996；金政・大坊，2003b；笠原，

2003）や相手の性格（潮村・佐藤，1994；外Ⅰ【U，
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2002）を評定する際に用いられてきた．

4｛ 年代別の研究内容の特徴

期間別，内容別の論文数を示した表が，取ble5

である．

期間ごとに特徴的な内容があるかどうかを検討す

るために，′指ble5について，クロス表に基づく数

量化理論Ⅲ類（双対尺度法）によって解析を行っ

た．固有倦は，第1軸が．145，第2軸が．067であっ

た．第1軸を横軸，第2軸を縦軸にプロットした図

をRg．2に示す．図は，5つのまとまりを形成して

いると判断された．以下では，取ble5とRg．2を

合わせて，解釈を行う．

図右上には，「第一期」と「魅力の規定要因」「愛

情や好意（Lee以外）」が布置されていた．第一期

は，身体的魅力に関する論文とRubin（1970）に基

づいた愛情や好意に関する論文が多く見られた．図

中央部には，「第二期」と「愛情や好意（Lee）」

「愛情や好意以外の感情」「関係評価」「親密化行動」

「個人特性」が布置されていた．第二期は，Lee

（1977）に基づいて愛情や好意を測定する論文，嫉

妬に関する論文，親密化行動に関する論文など，恋

愛特有の感情や行動を扱う論文が増加した．図右下

には，「第三期」と「コミュニケーション」が布置

されていた．恋愛中のコミュニケーションを扱った

論文は，第三期に集中的に発表されていた．図左下

には，「第四期」と「対処行動」「その他行動」「恋

愛前後の現象」「恋人以外の人間関係」「恋愛・性へ

の態度」が布置されていた．第四期は，対処行動が

必要な恋愛関係の否定的側面に関する論文，片思い

や告白や異性の友人などの恋愛前の人間関係を検討

した論文，恋愛と関わる性行動や性意識に焦点を当

てた論文が多かった．図左上には，「交換理論」が

布置されていた．交換理論に基づく論文は，第一期

から第三期まで継続的に発表されていたが，第四期

には1件も発表されていなかった．

考 察

1，調査手法，調査対象者のまとめ

まず，調査手法と調査対象者の特徴についてまと

める．恋愛研究の大半は，質問紙調査であり，他の

手法はほとんど用いられていなかった（′払blel）．

これは，（1）質問紙で測定される意識に恋愛の特

徴が出やすい，（2）交際中のカップルを同時に実

験などに参加させることが困難であるなどの理由が

考えられる．しかし，非言語的コミュニケーション

など調査対象者が意識しづらい反応や交際中の二者

間の意識のずれを検討する場合，通常の質問紙調査

だけでは測定に限界がある．また，親密化過程や崩

壊過程を明らかにする際には，回顧法を用いた質問

紙調査よりパネル調査の方が，詳細な検討が可能で

あると考えられる．カップルが同時に実験に参加し

た論文（若尾・天野，2002など）やパネル調査を用

いた論文（神園・黒川，1994，1995など）も少数な

がら見られており，今後，実験などの手法やパネル

調査やペア調査を用いた論文が増加することが望ま

れる．

調査対象者に関しては，大半が大学生であり，他

の年齢層は少なかった（取ble2）．特に，中学生や

瀧ble5 期間別，内容別の論文数

全体（N＝217）第一期（N＝18）第二期（N＝59）第三期（N＝40）第四期（N＝100）

愛情や好意（Lee）

愛情や好意（Lee以外）

愛情や好意以外の感情

関係評価

親密化行動

コミュニケーション

対処行動

その他行動

恋愛や性への態度

魅力の規定要因

恋愛前後の現象

交換理論

恋人以外の人間関係

個人特性

24（11．1） 2（11．1）

33（15．2） 6（33．3）

32（14．7） 3（16．7）

31（14．3） 2（11．1）

36（16．6） 2（11．1）

33（15．2） 0（0．0）

20（9．2） 1（5．6）

27（12．4） 1（5，6）

47（21．7） 2（11．1）

26（12．0） 6（33．3）

24（11．1） 1（5．6）

18（8．3） 3（16．7）

39（18．0） 2（11．1）

61（28．1） 4（22．2）

7（11．9） 5（12．5） 10（10．0）

10（16．9）

8（13．6）

7（11．9）

12（20．3）

7（11．9）

6（10．2）

5（8．5）

15（25．4）

9（15．3）

7（11．9）

8（13．6）

6（10．2）

13（22．0）

0（0．0） 17（17．0）

4（10．0） 17（17．0）

9（22．5） 13（13．0）

8（20．0） 14（14．0）

18（45．0）

1（2．5）

2（5．0）

3（7．5）

3（7．5）

1（2．5）

7（17．5）

6（15．0）

11（27．5）

8（8．0）

12（12．0）

19（19．0）

27（27．0）

8（8．0）

15（15．0）

0（0．0）

26（26．0）

34（34．0）

注：数字は左側が件数，右側が割合を表す．
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情雷好 以外の感情

⑳関係評価
三期

⑳ コ
ユニケーション
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一ト

恋

⑳
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⑳

の

人間関係

態度

恋 前後

現象

Fig．2 期間と研究内容の関連

（クロス表に基づく数量化理論Ⅲ類の結果）

高校生といった青年前期を扱った研究はわずかで

あった．しかし，中学生の2剖，高校生の5割の人

が，デートを経験しており（日本性教育協会，

2001），中学生や高校生にとっても恋愛は身近で重

要な問題であると考えられる．さらに，青年のみな

らず，成人期以降でも，恋愛は行われている．以上

を踏まえると，調査対象者を拡大していくことが必

要である．

いくつかの先行研究においても，調査手法と調査

対象者の問題について指摘されている．例えば，飛

田（1996）は，日本における恋愛関係の崩壊に関す

る論文は，合理化や抑圧などバイアスが生じやすい

回顧法の質問紙調査が中心で，パネル調査がほとん

ど行われていないと指摘している．また，松井

（1998，2004）は，中学生や高校生，成人さらに中

高年と調査対象者を拡大することや面接調査，パネ

ル調査を用いて親密化過程を検討することが必要で

あると述べている．本研究で得られた結果は，これ

らの指摘と一致しており，今後，調査手法や調査対

象者が拡大されていくことが期待される．

第1軸

79

2．発表学会のまとめ

学会別の論文数を検討した結果，「日本社会心理

学会」「日本心理学会」「日本グループ・ダイナミッ

クス学会」の三学会で大半の論文が発表され，「日

本青年心理学会」「日本感情心理学会」では，ほと

んど論文が発表されていなかった（′mble3）．「日

本社会心理学会」と「日本グループ・ダイナミック

ス学会」は，いずれも社会心理学分野の学会であ

り，日本の恋愛研究は，社会心理学分野を中心に展

開してきたと考えられる4）．

松井（1990）は，日本の恋愛研究を青年心理学分

野と社会心理学分野に分けて整理を行い，1990年以

前の青年心理学分野では，理論的考察や手記分析な

どを用いた研究（詫摩，1973；西平，1981など）が

発表されていたと述べている．本研究の結果，青年

心理学分野の研究が少ないために，松井（1990）の

4）ただし，本研究が分析対象から除外した，大学の紀要

（宮下・臼井・内藤，1991など）や書籍（西平，2000

など）では，社会心理学以外の分野の恋愛研究がいく

つか発表されていた．
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分類では，研究を整理することが困難であった．

理論的考察や手記分析など青年心理学分野特有の

手法は，実証性や知見の一般性の点で問題を有して

いるものの（松井，1990），恋愛の多様な理解のた

めには，有効であると考えられる．しかし，恋愛研

究を主に展開してきた社会心理学分野の研究は，こ

れらの手法によって得られた知見に触れていない．

今後，恋愛研究が発展していくためには，様々な分

野で研究され，分野間での知見の交流が必要であろ

う．

3．研究内容に関するまとめ

本研究では，恋愛研究を4つの側面に分けて概観

した．以下では，それぞれについて，まとめる．

「愛情や好意」に関する論文は，海外の論文

（Lee，1977；Rubin，1970；Sternberg，1986，1997）

を基に，数多く発表されており，様々な概念との関

連が検討されていた．「愛情や好意以外の感情」は，

特定の状況で生じる嫉妬などの否定的感情が多く検

討されていた．「関係評価」は，行動側面や恋愛の

否定的側面との関連について検討されていた．

恋愛中の二者問で行われる行動のうち，従来，多

く検討されてきたのは，「親密化行動」「コミュニ

ケーション」など，肯定的側面に関する行動であっ

た．これらは，RCIを除くと，日本独自の尺度で測

定されていた．行動の否定的側面は，あまり検討さ

れていなかったが，「対処行動」フうゞ検討されていた．

また，「性役割行動」など性差を重視する論文も見

られた．

「恋愛への態度」は，恋愛自体への態度だけでな

く，異性への態度や恋人がいる人へのイメージなど

様々な概念が検討されていた．「魅力の規定要因」

に関する論文は，特定に要因を扱った論文と複数の

要因を扱った論文が見られた．「恋愛前後の現象」

は，恋愛前の現象（片思いや告白）と恋愛後の現象

（関係崩壊）に関する論文があった．

「交換理論」に基づいて恋愛関係を検討した論文

は，特定のモデルを検討した論文が多かった．「恋

人以外の人間関係」は，恋人との比較をした論文と

恋人関係との関連を検討した論文が見られた．「恋

愛にかかわる個人特性」を扱った論文では，関係を

円滑に進めることと関連した特性，性役割意識，性

格特性語によって測定された特性などについて検討

されていた．

4一 年代的変遷のまとめ

1985年から2003年までの期間を5年ごとの四期間

に分けて，件数，調査手法，調査対象者，発表学

会，研究内容について分析を行った．その結果，調

査手法と調査対象者と発表学会については期間によ

る差がそれほど見られなかったものの，件数と研究

内容については期間によって大きな違いが見られ

た．各期間の特徴は，以下の通りである．

第m一期は，論文数が少ないながらも，毎年論文が

発表さガtていた．この期閏には，身体的魅力や交換

理論など対人魅力の知見を恋愛に応用した論文が多

かった．また，愛情や好意はRubin（1970）の尺度

で測定されることが多かった．

第二期は，論文数が急増し，心理学評論誌や実験

社会心理学研究誌の恋愛に関する特集号を中心に，

学会誌で論文が多く発表された．この期開から，

Lee（1977）の理論に基づく愛情や好意，嫉妬，親

密化行動など恋愛特有の感情や行動を扱う論文が現

れ始めた．

第三期は，第二期に比べると論文数はやや減少し

たが，毎年5本以上の論文が発表されていた．この

期間は，恋愛中のコミュニケーションなど行動に注

目する論文が多かった．

第四期は，論文の数が多いが，学会誌論文は少な

かった．この期間は，片思い，告白，関係の崩壊な

ど恋愛前後の現象を扱った論文，他の人間関係との

関連や比較を扱った論文，対処行動を扱った論文が

多かった．

以上より恋愛研究は以下のように変遷してきたと

まとめられる．まず，1990年までは，対人魅力研究

の知見を実証する研究が中心であったが（第一期），

1990年以降，社会心理学を中心に恋愛研究がある種

のブームとなり，研究数の増加とともに，研究内容

も広がり，恋愛特有の意識や行動を扱う研究が行わ

れ始めた（第二期）．1995年以降（第三期，第四期）

は，4つの方向で発展した．第一は，コミュニケー

ションなど特定の内容に関して詳細に検討する方向

である（内容の細分化）．第二は，交際中に限定せ

ず，恋愛の前後の現象を扱う方向である（対象の時

間的拡大）．第三は，対処行動が必要となる恋愛の

負の側面を扱う方向である（恋愛の捉え方の多様

化）．第四は，恋人関係を独立して捉えず，他の人

間関係の中に位置づける方向である（恋愛関係の相

対的理解）．

現在のところ，上記の4つの方向に関する研究

は，現象記述が中心である．今後は，従来多く検討

されてきた，恋愛特有の意識や行動に関する知見だ

けでなく，新たに展開されている研究の知見も含

め，包括的に説明できる理論を構築する必要があ

る．
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飛田 操

久保真人

苗村 晶

味澤道子

交際中及び未知の男女間の視線について

親密な関係の崩壊時の行動特徴について

対人関係における葛藤処理

浜 治世 嫉妬感情と対処方略の検討

篠崎信之・越川房子 嫉妬・羨望に閲す

る基礎的研究（Ⅰ）一大学生の恋愛嫉妬について－

匪豆匠夏至二重豆喜酌
松井 豊・福富 護・上野行良・上瀬由美子 色彩

理論からみた高校生の恋愛観

深澤道子・越川房子

る基礎的研究（Ⅲ）

越川房子・篠崎信之

る基礎的研究（Ⅳ）

て－

篠崎信之・深澤道子

る基礎的研究（V）

討一

篠崎信之 嫉妬・羨望に閲す

一嫉妬状況で生起する諸感情一
深澤道子 嫉妬・羨望に閲す

一多面的嫉妬尺度作成に関し

越川房子 嫉妬・羨望に関す

一恋愛尺度による安当性の検
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塵壁組ム塑姐
富重健一 青年期男子・女子の異性不安に関連する

要因（2）…役割の認知・異性からの役割期待の

認知との関連一

堀毛一也 恋愛関係の発展・崩壊と社会的スキル

（2）

松井 豊・城崎真紀子 恋愛感情と友情の多側面約

分析（1）

匪亘藍蔭重要国
神薗紀率・黒川正流 親密な異性関係の進展に伴う

コミットメント規定因の異同

宮武朗子 大学生女子の恋愛経験の構造とその影響

第60回大会（1996）

神園紀事 親密な異性関係における報酬及びコスト

評価

医転塾盃コ逗画
小出 寧 ジェンダー・パーソナリティ・スケール

の作成（Ⅲ）一恋愛研究と女性のセックス・ア

ピールー

神薗紀幸 親密な異性関係への主観的コミットメン

トとコミットメント規定因間の相互規定性

匪東国云歪王逗画
山内加代子 異性からの勧誘への断りメッセージの

実験的検討一留守番電話録音形式のロールプレイ

法を用いて一

矢島誠人・高木 修 異性の視線に対する反応

匪垂直≡巨至遜
周 玉慧 サポート獲得方略の使用が異性との関係

に及ぼす影響

栗林克匡 恋愛における告白に関する研究…個人特

性が告白行動・感情に及ぼす影響一

山内加代子 デートの誘いに対する断りメッセージ

の認知

外山美樹 恋愛関係におけるポジティブ・イリュー

ン′ヨン

匪亘亘亘≡団
八城 薫・小口孝司 恋人・夫婦間の信頼感からみ

たセルフ・モニタリングの禁則玖性

金政祐司・谷口淳一・石盛真徳・岸本 渉・大坊郁

夫 恋愛関係においてラブスタイルはどのように

規定されているか？叫ラブスタイルと恋愛経験

（3）－

谷口淳一・金政祐司・石盛真徳・岸本 渉・大坊郁

夫 身体的魅力に対する評価が恋愛関係に与える影

響－ラブスタイルと恋愛経験（4）－
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増田匡裕 恋愛尺度と親密な関係の満足度の相関関

係のメタ分析…「色理論」とそれ以外の恋愛理論

を比較したモデレータ分析一

飯壕久智 恋愛の6類型と相手の魅力に関する認知

との関係

中丸 茂 恋愛における主観的確率

池上知子・荒川知歌 対人感情の制御変数としての

自尊心一恋愛における嫉妬感情の場合仙

匪垂変転紅玉垂頭
谷口淳一・大坊郁夫 異性との親密な関係における

自己呈示（2）…異性との親密さとの関連仲

川名好裕 異性交際相手の魅力特性

増田匡裕 恋愛尺度と関係満足度との相関関係のメ

タ分析－データ収集方法の違いがもたらすサンプ

ルの差異が与える影響仙

若尾良徳・天野陽一 恋愛関係はアタッチメント関

係なのか？－安全基地・安全の港からの検討一

金政祐司・大坊郁夫 青年期の愛着スタイルと恋愛

へのイメージ一昔年期の愛着スタイルと親密な異

性関係（1）一

相馬敏彦・浦 光博 恋愛関係の排他性に及ぼす一

般的信頼感とサポートの送り手の専門性の効果

…恋愛関係のネガティブな側面を緩和する肘
立脇洋介

の関連

笠原正宏

関連一

乗林克匡

若尾良徳

異性交際における否定的感情と関係評価

匪覇重責≡霊園
恋愛傾向と性格－LETS－2とBig Fiveの

自己愛が恋愛関係の排他性に及ぼす影響

勝谷紀子・天野陽一 みんな恋人がい

る？一日本の若者にみられる恋愛普及幻想と恋愛

ポジティブ幻想（1）…

天野陽一・若尾良徳・勝谷紀子 恋人がいる人はす

てきな人？一日本の若者にみられる恋愛普及幻想

と恋愛ポジティブ幻想（2）…

勝谷紀子・若尾良徳・天野陽一m・恋人がいない私は

だめな人？仙日本の若者にみられる恋愛普及幻想

と恋愛ポジティブ幻想（3）…

畢 亜男・飛田 操 高校生の恋愛行動と恋愛意識

についての日中比較研究

立脇洋介 関係群別にみた異性交際における感情

金政祐司・大坊郁夫 青年期においてどのような時

に愛を感じるのか？¶愛している，愛されている

と感じる時と性別，青年期の愛着スタイルとの関

連…

谷口淳一・大坊郁夫 親密な関係おける自己呈示動

機と自己呈示意図の変化一恋愛関係を中心として－

曹 陽・高木 修 性への関心尺度の構造解明と

それに基づく尺度構成

＜日本社会心理学会＞

第26回大会（1985）

坂井博通 現代青年の恋愛観に関する一考察一大学

生を対象とした意識調査から一

匪夏至亘夏至二二団
高木栄作・奥田秀字・川名好裕 大学生における異

性交際相手の選択（1）一客貌判断に及ぼす性差

の効果一

奥田秀字・川名好裕・高木栄作 大学生における異

性交際相手の選択（2）…交際相手の選択におけ

る確率価値モデルの検討一

坂井博通 恋愛における対人魅力の変化のパネル研究

大坊郁夫 対人魅力印象に及ぼす身体的特徴の影響

大坊郁夫

松井 豊

堀毛一也

久保真人

黒川正流

構造

内藤哲雄

松谷徳八

差異

大坊郁夫

との関係

宮田加久子

塵墾組ム塑組

異性間の関係崩壊についての認知的研究

医弧
青年期の恋愛関係の類型（1）

デート場面における社会的スキル

匪亘酌
関係の親密さを規定する要因

大学生の恋人関係と友人関係の相互依存

区画盃二重垂認
同姓・異性への好意と嫌悪

匪萱亘匠重宝二二重豆豆丞
恋人有無による大学生の性意識・態度の

対人関係の親密さと贈り物への返礼行動

昭和30年代生まれの女性の恋愛観：結

婚は恋愛観を変えるか？

増田匡裕 恋愛関係における排他性が関係の安定性

の認知に与える影響

第34回大会 （1993）

増田匡裕 恋愛関係における相互の排他性の規範意

識が関係の安定性の認識に与える影響

片山美由紀・松井 豊 異性に対する「やさしさ」

の分析（1）一世代間比較一

江利川滋 Leeの理論に基づく恋愛意識尺度の検討

蛭川 立・KarlGrammer・益谷其 初対面の男女

が相手に抱く好意：日独比較研究

堀毛山一也 恋愛関係の発展・崩壊と社会的スキル

医敬
鴨島 信 大学生男女の恋愛行動と失恋行動
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富重健一 青年期男子・女子の異性不安に関連する

要因（3）一不合理な対人関係観・過去の異性体

験との関連一

匪変動
遠矢幸子 異性間の友人関係の特性（1）一恋人関

係との比較…

本多正尚 鴨川の「等間隔」カップル（Ⅰ）－彼女

が左で，彼が右一

富重健一 異性不安をめぐる環境・動機と異性対人

行動（2）

赤澤淳子 青年期における家族イメージへの同調化

と性別役割の受容冊恋人・結婚意識の有無と性別

役割の受容一

医豆亘夏至二威
村井潤一郎 発言内容の欺瞞性に関する実証的検討

（1）一情報操作理論をもとに一

本多正尚 鴨川の「等間隔」カップル（Ⅲ）一荷物

が邪魔だ！一

神薗紀事 恋愛関係が学生生活の諸側面に及ぼす影

響（1）…愛は人を成長させるのか：社会的適応

と自己概念の様相…

富重健一 思春期・青年期における自己認知・異性

選好と異性不安の関連

匪鉦
中田 文 大学生の恋愛関係の形成・維持・修復・

崩壊の過程に関する研究一投資モデルに基づく検

討…

村井潤一郎 話しての違いが発言内容の欺瞞性の認

知に及ぼす影響

本多正尚 鴨川の「等間隔」カップル（Ⅲ）－あん

たら何すんねん一

多川則子 恋愛関係の持続・結婚の可能性を規定す

る要因

赤澤淳子 恋愛は性別役割行動の再生産システム

か？（Ⅰ）

匪虹
中田 文 大学生の恋愛関係における関係評価の規

定因に関する研究一投資モデルに基づく検討…

今野裕之・泊 真児 恋愛関係における統制感の低

下がプライバシー確保行動に及ぼす影響

多川則子 恋愛関係における自己開示一本人の開示

と相手から受けた開示一

匪鉦
小川理恵 恋愛に対する態度の実際の類似性及び認知

上の類似性が恋人たちの関係の満足度に与える影響

馳
菅原健介 恋愛における「告白」行動の抑制と促進

に関わる要因¶異性不安の心理的メカニズムに関

する一考察一

有倉巳幸 男女関係は「夜」作られるか？一昼と夜

の自己開示が印象形成に及ぼす効果冊

谷口淳一 異性に対する自己呈示方略に関する実験

的研究一自己呈示ジレンマ状況における異性の魅

力と自己概念の重要度の影響¶

塩田伊都子 人間関係に基づく嫉妬と社会的比較に

基づく嫉妬の差異に関する研究

加藤 司

栗林克匡

周 玉慧

相馬敏彦

失恋ストレスコービング尺度の作成

恋愛における告白時の状況に関する研究

異性関係でのサポート獲得方略の使用

山内隆久・浦 光博 対人葛藤場面での

対処行動選択に及ぼすサポートの集中性の効果

松井 豊 恋愛段階の再検討

藤田絢子 恋愛崩壊の予期と対処行動

匪蚕豆夏至二重∈団
相馬敏彦・浦 光博 サポート関係における排他性

に及ぼす出来事の特質と送り手の性の効果

増田匡裕 以前の恋人との友人関係（PDR）と新し

い恋愛関係の交渉と葛藤についての探索的研究

一対入関係の正当性に関するフォーク・サイコロ
、 ナ

ン′－…

立脇洋介 異性交際における否定的感情の構造

曹 陽・高木 修 中国北京市内・高校生の性意

識と性行動（1）－性別と地域による差の検討一

多川則子 親密な人間関係が対人関係観に及ぼす影響

…青年期の恋愛関係と友人関係一
森成健史 虚構の異性への愛情について

水野邦夫 異性間の友人・恋愛関係の性差に関する

研究

橋本 剛 片思いを第三者はどう見るか？一仮想場

面法を用いて一

川名好裕 恋愛関係における浮気の心理

金政祐司・大坊郁夫 廿iangularLove Scale（TLS）

の日本語版作成とその検証一愛着スタイルを一つ

の辛がかりとして－

谷口淳一・大坊郁夫 異性との親密な関係における

自己呈示（1）一異性との関係性と個人差変数の

影響一

内山理恵 青年期男女カップルの性役割行動一行動

観察法を用いて－

匪亘頭重夏コ盃団
曹 陽・高木 修「性への関心」の因子構造の

日中比較一大阪K高校と北京N高校の男子2年生

において－
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塩田伊都子 嫉妬と羨望の差異に関する研究

坂口菊恵 男性が女性をshort－term mateとして選

ぶとき

立脇洋介 関係性別にみた異性交際における恋愛段

階と感情

金政祐司・大坊郁夫 青年期の愛着スタイルが親密

な異性関係に及ぼす影響…青年期の愛着スタイル

と密接な異性関係（2）－

多川則子 恋愛関係が対人関係観に及ぼす影響u面

接法を用いて－

坂田嗣子 大学生の恋愛関係と進路決定行動との関

連についての検討

川名好裕 恋愛関係における嫉妬の心理

橋本 剛 片思いを当事者はどうみるか？】求愛者

と拒絶者のギャップー

水野邦夫 青年期女子の恋愛・友人関係の捉え方に

関する研究

石本奈都美・今川民雄 青年期における恋愛関係崩

壊後の行動と感情に影響する要因について

笹山郁生 恋愛における嫉妬感情と自尊心・関係継

続への脅威に対する評価との関連性

相馬敏彦・浦 光博 恋愛関係における特別観が応

報戦略の選択に及ぼす影響

深澤優子・西田公昭・浦 光博 親密な関係におけ

る暴力についての検討－パートナー暴力促進要因

へのアプローチー

匪政変酌
金政祐司・大坊郁夫 愛されることは，愛すること

よりも重要か？

立脇洋介 異性交際中の出来事関連感情の構造

谷口淳一 異性に対する愛情が自己呈示動機と行動

に与える影響

山岡重行 女性の恋愛スタイルと結婚観・恋愛観

坂口菊恵 歩行の点光提示を辛がかりとした性的文

脈における対人認知

多川則子 恋愛関係におけるコミュニケーションの

豊かさが愛情へ及ぼす影響一恋愛行動の段階に着

目して¶

阪井俊文 性的経験による感情変化が関係崩壊に及

ぼす影響

比嘉さやか・中村 完 恋愛の嫉妬において原因帰

属と感情が対処行動に及ぼす影響

清永裕士・藤原武弘・大坊郁夫 恋愛関係の安定性

に及ぼす相互作用パターンの影響

加藤 司 失恋状況における対人ストレスコービン

グと失恋からの立ち直り

山下倫実・坂田桐子・有倉巳幸 恋愛関係崩壊に対

する意識とジェンダーとの関連

橋本 剛 片思いにおける求愛者・拒絶者行動の認

知と実行一性役割の観点から一

票林克匡 恋愛における告白の成否の規定因に関す

る研究

＜日本グループ。ダイナミックス学会＞

匪瓢
飛田 操 両親の「仲のよさ」と親密な対人関係の

関連について

匪垂亘云至二重褒配
給井 患 者年の恋愛類型

久保真人 関係の親密さを規定する要因（2）

匪鉦
増田匡裕 恋愛関係におけるEquityの認知が持続

期間及び終結後の態度に与える影響

匪弧
松谷徳八 恋人有無による男子，女子大学生の性意

識・態度の差異

大坊郁夫 親密な関係における行動特性の検討

匪弧
増田匡裕 恋愛関係における排他性の規範意識に見

られる文化間の差異一日本人学生とアメリカ入学

生を比較して一

高木英至 愛は市場だ：恋愛関係のコンピュータ・

シミュレーション

平野敦子 恋愛関係の崩壊をめぐる心情の変容過程

桧井 豊・片山美由紀 異性に対する「やさしさ」

の分析（2）】性差と規定因一

匪弧重要
松井 豊・城崎真紀子 恋愛感情と友情の多面的分

析（2）

笹山郁生 裏切りの心理的構造一裏切られたという

気持ちを生起させる状況，およびその時生じる感

情と対処行動の検討】

内藤哲雄 性の欲求と行動の個人別構造分析

増田匡裕 性愛的所有システムとしての恋愛関係

神国紀幸・黒川正流 親密な異性関係における関係

の発展／悪化の規定因についての投資モデルから

の検討

匪鉦
遠矢幸子 異性間の友人関係の特性（2）一同性の

友人関係との比較一

内藤哲雄 男性における性の欲求と行動の個人別態

度構造分析

桜庭恵理 恋愛関係の進展と自己開示の関連について
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馳」
佐藤靖子・大坊郁夫 青年期における恋愛意識の多

元的検討（2）

神国紀専・黒川正流・坂田嗣子 恋愛関係が学生生

活の諸側面に及ぼす影響（2）－恋愛とジェン

ダーの自己概念：恋愛は人を成長させるのか…

青山尚裕 恋愛意識と社会的ネットワークの関連

松井 豊 恋愛相手へのコミットを抑制する要因

匪垂直夏至コ頭喜覿
多川則子 恋愛関係における自己開示の機能

神国紀事 パートナーの関係性評価に対する認知が

関係へのコミットメントに及ぼす影響

栗林克匡 失恋はいつ・どこで？－恋愛関係の崩壊

時の状況に関する研究一

区頭酌
赤澤淳子 恋愛の進展にともなう行動および意識の

変化－カップルの横断的比較を通して一

山内加代子 異性からの勧誘への断りメッセージに

おける個人差の検討一留守番電話録音形式のロー

ルプレイ法を用いて一

乗林克匡 つうかあの仰の心理

匪弧
川名好裕 身体接触と対人関係

匿画亘夏至コ丞盛
大坊郁夫・今川民雄・和田 実・谷口淳一・金政祐

司 大学生のセクシャリティに関する社会心理学

的研究（1）

今川民雄・大坊郁夫・和田 実・谷口淳一・金政祐

司 大学生のセクシャリティに関する社会心理学

的研究（2）

谷口淳一・大坊郁夫 恋愛関係における自己認知と

他者認知の推測が自己呈示動機に与える影響の検討

会政祐司 青年期の愛着スタイルと社会的適応性

笹山郁生 恋愛における嫉妬感情と自尊心・関係継

続への脅威に対する評価との関連性（2）一想起

法による検討－

幽

谷口淳一・大坊郁夫 親密な関係における自己呈示

は自己確証か自己高揚か

清水裕士・大坊郁夫 恋愛関係の安定性に及ぼす相

互作用パターンの影響（2）…カップルデータへ

のペアワイズ相関分析の適用】

多川則子 日常的コミュニケーションが愛情へ及ぼ

す影響一片思い・異性の友人関係に着目して】

山下倫実・坂田桐子 恋愛関係における一体感と自

己概念との関連

栗林克匡 異性への自己呈示としての化粧行動

曹 陽・高木 修 思春期における性に対する態

度の形成過程に関する社会心理学的研究（1）

一精緻化見込みモデルに沿った，考えようとする
動機づけと考える能力の関連性の検討－

＜日本青年心理学会＞

匪豆亘∃亘盃二国
富重健一 青年期の恋愛関係における不安について

の事例仙関係の親密化に伴う不安体験の質的変化

と，自己認識の動揺に焦点を当てて】

匪互匡重宝二二函亘ヨ
富重健一「アイデンティティのための恋愛」に関

連する要因

匿頭亘夏至二囲
徳舛克率 異性とのかかわりへの希求が社会的スキ

ルに及ぼす影響

＜日本感情心理学会＞

医互選重至コ頭酌
大村政男 島秋人著『遺愛集』における愛の問題

匿画
矢島誠人 異性の視線によって経験する感情に影響

を及ぼす要因

匿亘亘∃萱こ重亘萱羽

石盛真徳・谷口淳一・金政祐司 愛ゆえの嫉妬と羨

望：Leeのラブスタイルを手掛かりとして




