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Abstract 

 The purpose of this study was to examine the effects of "abandonment anxiety" with 
attachment and relationship efficacy in bilateral relationships with romantic partners on 
satisfaction in romantic relationships. A questionnaire survey was conducted with college 
students with opposite-sex sex partners, and data from 84 students were included in the study. 
Correlation analysis revealed a significant, negative correlation between the two dimensions 
of attachment and relationship efficacy. Results of hierarchical multiple regression analysis 
revealed that the significant main effect of attachment "abandonment anxiety" had a negative 
influence on satisfaction with romantic relationships, while relationship efficacy had a positive 
impact on the satisfaction of romantic relationships. In contrast, the effect of the interaction 
term between attachment "anxiety" and relationship efficacy on satisfaction with romantic 
relationships was not significant. The results of this study indicate that when the two 
dimensions of attachment are high, relationship efficacy is low. In addition, relationship 
efficacy had a stronger positive effect on satisfaction with romantic relationships than self-
efficacy. For this reason, this suggests the need to consider relationship efficacy as one of the 
determinants of satisfaction with romantic relationships. In the future, it is necessary to 
analyze the influence of environmental factors and paired data in addition to the two-way 
relationship. 
Key Words: attachment, "abandonment anxiety", romantic relationships, relationship 
efficacy 
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【問題と目的】 

愛着と対人関係 

 他者との関係性は, 愛着理論における乳
児期から形成した養育者との情緒的な絆を
基盤としている。(Bowlby, 1980 ; 数井・遠
藤, 2005)。そのため, 愛着理論は大人にな
ってから恋愛関係にある異性, パートナー
との関係に対して影響を与えることが示さ
れており(Bowlby, 1980), 愛着とパートナ
ーを含めた他者との関係について研究がな
されている。 
 このようなパートナーとの関係性を表す
指標として恋愛関係の満足度が挙げられ, 
パートナー間でのサポートが, 恋愛関係に
及ぼす影響について検討を行う際に用いら
れる。恋愛関係の満足度は, 外的要因から
の影響を受けることがあり, パートナーの
行動への考え方の違いが恋愛関係の満足度
に影響を及ぼしている可能性が示唆されて
いる (Fincham, 2003)。そのため, 恋愛関係
の満足度を検討する際には, パートナーと
の二者関係について考慮する必要があるこ
とが示されている(浅野・五十嵐, 2015)。 
 愛着と恋愛関係の満足度における先行研
究では, 愛着の 2 因子である愛着の“見捨て
られ不安”(以下, 愛着の“不安”)の傾向と
“見捨てられ回避”(以下, 愛着の“回避”)の
傾向が高い場合, 恋愛関係の満足度が低い
ことが示されている  (Li＆Chan, 2012 ; 
Mikulincer＆Shaver, 2006)。まず, 愛着の 
“回避”の傾向が高い場合はパートナーの好
意的な行動に関心が向けられないため, 恋
愛関係の満足度は低いことが示されている。
それに対して愛着の“不安”の傾向が高い場
合はパートナーの行動への考え方が, 恋愛
関係の満足度の低さに関連している可能性

がある(Mikulincer et al., 2006)。このことよ
り, 愛着の“不安”の傾向が高い場合と愛着
の“回避”が高い場合では, 恋愛関係の満足
度が低い要因が異なると考えられる。特に
愛着の“不安”の傾向が高いことによってパ
ートナーとの二者関係に影響を与え, 恋愛
関係の満足度が低くなっている可能性が考
えられるため, パートナーとの二者関係の
性質を明らかにする必要がある (Gonzaga, 
Campos, & Bradbury, 2007 ; 浅野・五十嵐, 
2015)。 
 二者関係を理解する変数として, 行動の
選択や決定の結果にポジティブな影響を及
ぼす効力期待の一種である, 関係効力性が
ある(浅野・吉田, 2011)。関係効力性とは二
者間で共有された効力期待を指し，自分た
ちの関係を脅かしうる問題の予防や解決に
対して, 双方の資源を協調的・統合的に活
用できるというものである(浅野, 2011）。先
行研究における関係効力性と愛着の関連は, 
恋愛関係において, 「安全な避難所機能」と
「安全基地機能」を促進することが示唆さ
れたが(浅野・吉田, 2011), 恋愛関係の満足
度や愛着の 2 次元との関連は検討されてい
ない。 
 関係効力性と同様に, 効力期待の一種で
あり, 恋愛関係の満足度との関連がみられ
た信念として自己効力感がある。自己効力
感は「他者によって否定的に評価されるこ
とを防ぐために, 自分自身をよく見せるこ
とができるという信念」であると定義され
ている (Leary & Atherton, 1986；新井・弘
中・近藤, 2015)。恋愛関係の満足度に関す
る研究において, 自己効力感が高い場合は
関係の満足度が高く, 自己効力感が低い場
合は恋愛関係の満足度が低いことが明らか
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となっている (Weise & Priscilla, 2013)。し
かし, 自己効力感は二者間で共有されるこ
とはなく, また二者間で共有がされる関係
効力性との比較研究は行われていない。こ
のことから, 二者関係に着目して恋愛関係
の満足度への影響について比較を行った場
合, 自己効力感よりも関係効力性の方が強
い影響を与える可能性が示唆される。 
 以上のことから, 本調査では自己効力感
と関係効力性, および愛着の 2 次元との相
互の関連性について検討を行う。また自己
効力感と関係効力性が恋愛関係の満足度に
及ぼす影響の強さについて検討を行う。そ
して, 愛着の“不安”と関係効力性が, パー
トナーとの恋愛関係の満足度に及ぼす影響
について, 自己効力感と比較し, 検討を行
う。 

【仮説】 

 本調査の仮説は以下の通りである。 
(1) 愛着における“見捨てられ不安”は関係
効力性と関連が示され,  “親密性の回避”は, 
関係効力性と関連が示されない。 
(2) 関係効力性得点は自己効力感得点より
も, 恋愛関係の満足度に強い正の影響を与
える。 
(3) “見捨てられ不安”と関係効力性は恋愛
関係の満足度に対して, 有意な交互作用効
果がみられる 

【方法】 

1. 調査方法 
 調査対象者 大学生・大学院生を対象と
した。なお本調査では，パートナーとの恋愛
関係の満足度について調査を行ったため, 
フェイスシートにおいて「現在, 異性の恋
人(恋愛関係のパートナー)はいますか。」の
質問項目に「いる」と回答した者を対象に，

質問への回答を求めた。 
本調査において, 「異性の恋人」に限定し

ている理由は, ①先行研究 (Manja, 2019；
金政, 2010 等) において異性の恋人(恋愛関
係のパートナー)がいる人を対象としてい
るため, ②ゲイとレズビアンのカップルを
対象とした先行研究 (Mónica et al., 2020) 
において, 愛着の“見捨てられ不安”と恋愛
関係の満足度の間に負の相関が検討されな
かったためである。 
 本調査において大学生 90 名の回答を得
た。そのうち, 「現在, 異性の恋人(恋愛関係
のパートナー)はいますか。」の質問項目に
「いいえ」の回答, 回答の不備があったも
のを除外し, 84 名のデータが分析対象とな
った。なお男性の回答者は 26 名で, 平均年
齢は 20.8 歳 (SD＝1.33), 女性の回答者は
58 名で, 平均年齢は 21.3 歳 (SD＝1.09) 
であった。また, 交際期間の平均は 24.0 ヶ
月であった (SD＝19.7)。 
 実施方法／期間 質問紙, または Google
フ ォ ー ム を 用 い て 調 査 を 行 っ た
(https://forms.gle/KmRvde1YekrncaYv6) 。
情報提供書により倫理的配慮内容について
伝え, 調査への同意を求めた。実施期間は, 
2020 年 12 月 18 日から 2021 年 1 月 31 日
までであった。 
 質問内容 

1) フェイスシート 
① 年齢／性別 
 発達段階によって恋愛関係の満足度に違
いがあることが先行研究で示されているた
め(Lorne et al., 2005；金政, 2012）, 本調査
は大学生のみを対象とし, 年齢の回答を求
めた。また愛着スタイルにおける性差を確
認することを目的として, 性別を尋ねた。 
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② 異性の恋人 (恋愛関係のパートナー) 
の有無 
 本調査は異性の恋人（恋愛関係のパート
ナー）がいる大学生が対象者となるため, 
「現在, 異性の恋人(恋愛関係のパートナ
ー)はいますか。」の質問項目に「いる」もし
くは「いない」で回答を求めた。 
③ 交際期間 
 先行研究では交際期間が恋愛関係の満足
度に与える影響が示されていることから 
(Lorne et al., 2005 ; 浅野・吉田, 2011), 本
調査では交際期間による影響を統制するた
め, 回答を求めた。 
2) 日本語版 ECR／成人愛着スタイル尺度
（中尾・加藤, 2004） 
 愛着の 2 次元における“見捨てられ不安”
と“親密性の回避”の測定を行った。“見捨て
られ不安”を測定する 9 項目と“親密性の回
避”を測定する 17 項目の 2 因子計 26 項目
で構成されており, 7 件法（1=“全く当ては
まらない”から 7=“非常によく当てはまる”）
を用いた。 
3) 一般性自己効力感尺度／GSES（坂野・東
條, 1986） 
 自己効力感の高低を測定した。“行動の積
極性”が 7 項目, “失敗に対する不安”が 5 項
目, “能力の社会的位置づけ”が 4 項目の 3
因子計 16 項目で構成されており, 2 件法
（YES＝あてはまる, NO＝あてはまらない）
を用いた。 
4) 親密な対人関係に関する効力感尺度（浅
野, 2009） 
 関係効力性の高低を測定した。1 因子 9 項
目で構成されており, 5 件法（1=“全く思わ
ない”から 5＝“非常に思う”）を用いた。 
5) 関係評価尺度の関係満足度尺度（中村, 

1991） 
 恋愛関係の満足度の測定を行った。「相手
との関係にどの程度満足しているか」「相手 
は自分の要求をどの程度満たしてくれてい
ると思うか」の 2 項目であり, 「相手との関
係にどの程度満足しているか」の項目に対
しては, 「1＝“全く満足していない”から 7
＝“非常に満足している”」, 「相手は自分の
欲求をどの程度満たしてくれていると思う
か」の項目に対しては, 「1＝“全く満たして
くれない”から 7＝“非常によく満たしてく
れる”」の 7 件法であった。 
2. 分析方法 

 分析は, IBM SPSS Statistics (ver.27.0)を
使用して行った。本調査では, (1) 各要因と
恋愛関係の満足度得点との関連, (2) 愛着
の“不安”と自己効力感, 関係効力性との関
連, (3) 愛着の“回避”と自己効力感得点, 関
係効力感得点との関連を, 相関分析を行っ
て検討した。また, 愛着の 2 次元が恋愛関
係の満足度に与える影響について重回帰分
析によって検討を行った。 

そして, Step 1 に関係効力性と得点自己
効力感得点, Step 2 に「見捨てられ不安」得
点, Step 3 に「見捨てられ不安」得点と自己
効力感得点の交互作用項, 「見捨てられ不
安」得点と関係効力性得点の交互作用項目
を投入して, 階層的重回帰分析 (強制投入
法) を行い, 愛着の“不安”と自己効力感が
恋愛関係の満足度に与える影響と, 愛着の
“不安”と関係効力性が恋愛関係の満足度に
与える影響について検討を行った。 
3. 倫理的配慮 

 本調査は, 徳島大学大学院社会産業理工
学研究部社会総合科学域研究倫理審査委員
会の承認を得て (受付番号 236), 倫理的
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配慮に最大限努め, 調査を行った。 
 質問紙への回答は強制ではないこと, 回
答を行わなかった場合に不利益を被ること
がないこと, 回答中に質問紙への回答が中
断可能であることを情報提供書により説明
を行った。また本調査は匿名で行っており, 
個人が特定される情報の収集は行わなかっ
た。あわせて, 回答終了後に同意を撤回し
た場合, 分析を行う前であれば回答内容を
使用しないことを説明した。 

【分析結果】 

1. 使用尺度の性質の検討 

1) 信頼性 
本調査において, 愛着の 2 次元に対応す

る項目群の信頼性係数は Cronbach のα係
数より, 「見捨てられ不安」得点はα＝.90 , 
「親密性の回避」得点はα＝.92 と高い値を
示した。 

また同様に, 自己効力感得点と関係効力
性得点の信頼性係数を算出した結果, それ
ぞれ α＝.78 と α＝.88 と高い値を示した。
最後に, 恋愛関係の満足度の信頼性係数を
算出した結果, α＝.87 となり, 高い値を示
した。このことから, 「見捨てられ不安」得
点, 「親密性の回避」得点, 自己効力感得点, 
関係効力性得点, そして恋愛関係の満足度
得点はそれぞれの項目の評定尺度が一定の
信頼性を有することが確認された。 
2) 正規分布 
 Kolmogorov-Smirnov の正規性の検定よ
り, 「見捨てられ不安」得点は p＝.098, 自
己効力感得点は p＝.05, 関係効力性得点は
p＝.079 となり, p≧.05 であるため, 正規分
布であると判断した。それに対して, 「親密
性の回避」得点は p＜.001 であることから, 
正規分布でないことが結果として示された。

また, 恋愛関係の満足度得点においても p
＜.001 であることから, 正規分布でないこ
とが示された。 
3) 性差について 
 先行研究において, 愛着の 2 次元には性
差が有意ではないことが示唆されているた
め, 本調査においても, 男性と女性の性別
群を独立変数, 「見捨てられ不安」と「親密
性の回避」の得点を従属変数とした t 検定
を行った。 
 まず「見捨てられ不安」得点と性別の関連
に つ い て t 検 定 を 行 っ た と こ ろ , t 
(82)=.70( p＝.48)であり, 有意差は見られ
なかった。そして「親密性の回避」得点と性
別の関連について t 検定を行ったところ, t 
(82)=－1.1(p＝.29)であり, 有意差は得ら
れなかった。そのため, 「見捨てられ不安」
得点と「親密性の回避」得点において, 性差
が有意でないことが示された。 
2. 記述統計 

 「見捨てられ不安」得点, 「親密性の回避」
得点, 自己効力感得点, 関係効力性得点, 
恋愛関係の満足度得点の平均, 標準偏差を
Table 1 に示した。 
3. 愛着の 2 次元と関係効力性の関連の検

討 

 愛着の 2 次元と関係効力性との関連, ま
た愛着の“不安”と自己効力感の関連の検討
について, 相関分析を行った。結果の 1－
(2)において, 恋愛関係の満足度が正規分布
でないことが確認されたため, スピアマン
の順位相関係数を算出した(Table 2) 。まず, 
愛着の“回避”と関係効力性において, 「親密
性の回避」得点と関係効力性得点の相関係
数は, ρ＝－.25(p＝.021)であり, 有意な負
の相関が見られた。 
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Table 1 各尺度の基本統計量 (N＝84) 

 
 また, 愛着の“不安”と関係効力性におい
て, 「見捨てられ不安」得点と関係効力性得
点の相関係数は, ρ＝－.40(p<.001)であり, 
有意な負の相関が確認された。それに対し
て, 愛着の“不安”と自己効力感において, 
「見捨てられ不安」得点と自己効力感得点
の相関係数は, ρ＝.055(p＝.62)であること
から, 相関は見られなかった。 
4. 恋愛関係の満足度と各要因との関連の

検討 

1) 恋愛関係の満足度・関係効力性と交際期
間の関連についての検討 
 まず, 恋愛関係の満足度得点と交際期間
の相関係数は, ρ＝.023(p=.84)であった。
また, 関係効力性得点と交際期間の相関係
数は, ρ＝.11(p=.34)であり相関が認めら
れなかった。 
2) 恋愛関係の満足度と愛着の 2 次元の関
連についての検討 
 まず, 恋愛関係の満足度と愛着の 2 次元
の相関についての検討を行った。 
 その結果, 恋愛関係の満足度得点と「見
捨 て ら れ 不安 」 得点 の相 関 係 数 はρ ＝

－.53(p<.001)であり, 恋愛関係の満足度得
点と「親密性の回避」得点の相関係数はρ＝
－.33(p<.001)であるため, 有意な負の相関
が本調査において示された。 
 また, 愛着の 2 次元における恋愛関係の
満足度への影響について検討を行うため, 
重回帰分析を行った (Table 3)。その結果, 
標準偏回帰係数 (β) は, 「見捨てられ不安」
得点において β＝－.39(p<.001)であり, 
「親密性の回避」得点において β＝－.23 
(p=.021) であるため, 愛着の 2 次元は共に, 
恋愛関係の満足度に対して負の影響を与え
ることが示された。「親密性の回避」得点に
おいて β＝－.23(p=.021)であるため, 愛
着の 2 次元は共に, 恋愛関係の満足度に対
して負の影響を与えることが見られた。ま
た, モデルは有意であり(F (2, 81)＝13.5, 
p<.001), R2 ＝ .25(p<.001)であったため , 
適合度は一定の高さがあることが確認され
た。 
 ダービン・ワトソン比は 2.049 と残差が
正規分布に従うことが確認され, 実測値に
対して予測値が±3SD を超えるような外れ 

 平均(M) 標準偏差(SD) 

「見捨てられ不安」得点 40.6 16.2 

「親密性の回避」得点 25.2 13.5 

自己効力感得点 9.48 3.66 

関係効力性得点 34.1 6.66 

恋愛関係の満足度得点 11.8 2.30 
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Table 2 相関分析表 (N＝84)

 

注) * 相関係数は 5％水準で有意 (両側) である。** 相関係数は 1％水準で有意 (両側) である。 

 

Table 3 愛着の 2 次元が恋愛関係の満足度へ与える影響に関する重回帰分析 

 

注) * 相関係数は 5％水準で有意 (両側) である。** 相関係数は 1％水準で有意 (両側) である。

 
値も存在しなかった。 
5. 恋愛関係の満足度に対する, 自己効力

感と関係効力性の影響についての検討 

Table 2 より, 恋愛関係の満足度得点と自
己 効 力 感 得 点 得 点 の 相 関 係 数 は ρ ＝
－.10(p＝.33) であり, 相関が見られなか
った。しかし, 恋愛関係の満足度得点と関
係 効 力 性 得 点 の 相 関 係 数 は ρ
＝.59(p<.001)であり, 有意な正の相関が見
られた。 
 本調査では, 「見捨てられ不安」得点以外
に, 恋愛関係の満足度に影響を与える要因
として, 自己効力感と関係効力性の影響を
考慮して, 階層的重回帰分析 (強制投入法) 
を行った。その際, 第 1 ステップに自己効
力感得点と関係効力性得点を投入し, 第 2

ステップに「見捨てられ不安」得点を投入し
て行った。そして, 第 3 ステップとして, 
「見捨てられ不安」得点と自己効力感得点
の交互作用項, 「見捨てられ不安」得点と関
係 効 力 性 得点 の 交互 作用 項 を 投 入し た 
(Table 4)。 
 その結果, 第 1 ステップにおける標準偏
回 帰 係 数  (β) は , 自 己 効 力 感 は β ＝
－ .061(p=.51) で あ り , 関 係 効 力 性 は
β=.56(p<.001)であったため, 関係効力性
は恋愛関係の満足度に与える影響が高いこ
とが示された。また, モデルは有意であり 
(F (2, 81)＝19.3, p<.001), R2＝.33(p<.001)
であったため, 適合度は一定の高さを有す
ることが示された。 
 そして, 第 2 ステップにおける決定係数

1
1. 交際期間 ― -.27 * -.06 -.07 .11 .02
2.「見捨てられ不安」得点 ― .27 * .06 -.40 ** -.53 **
3.「親密性の回避」得点 ― .25 ** -.25 * -.33 **
4. 自己効力感得点 ― -.13 -.11
5. 関係効力性得点 ― .59 **
6. 恋愛関係の満足度得点 ―

2 3 4 5 6

独立変数

「見捨てられ不安」得点 -.39 **

「親密性の回避」得点 -.23 *

R 2 .25 **

標準偏回帰係数(β)
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Table 4 愛着の“見捨てられ不安”, 自己効力感および関係効力性が 
恋愛関係の満足度に及ぼす影響についての階層的重回帰分析

 

注) * 相関係数は 5％水準で有意 (両側) である。** 相関係数は 1％水準で有意 (両側) である

の 増分 は有 意で はあ り  ( Δ R2 ＝ .056, p
＝.009), 「見捨てられ不安」の標準偏回帰
係数 (β) も有意であった (β＝－.26, p
＝.008 )。また, モデルは有意であり(F (3, 
80)＝16.3, p<.001), R2＝.38, p＝.008 であ
ったため, 適合度は一定の高さを有するこ
とが示された。 
 最後に, 第 3 ステップにおける決定係数
の増分有意ではなく (ΔR2＝.014, p＝.42), 
標準偏回帰係数 (β) は「見捨てられ不安」
得点×自己効力感得点では有意ではなく 
(β＝－.081, p＝.37), 「見捨てられ不安」
得点×関係効力性得点でも有意ではなかっ
た (β＝－.10, p＝.27)。また, モデルは有
意であり  (F (5, 78)＝10.1, p<.001), R2

＝.39(p＝.008)であったため, 適合度は一
定の高さを有することが示された。 
 また, ダービン・ワトソン比は 2.205 と残
差が正規分布に従うことが確認され, 実測
値に対して予測値が±3SD を超えるような
外れ値も存在しなかった。 

 

【考察】 

 本調査では, 愛着の “見捨てられ不安”と
“親密性の回避”のそれぞれが有する関係効
力性との関連性について検討を行った。ま
た, 自己効力感と関係効力性が恋愛関係の
満足度に与える影響について検討し, 愛着
の“見捨てられ不安”と関係効力性の交互作
用が恋愛関係の満足度に及ぼす影響につい
て検討を行った。 
愛着の 2次元と関係効力性 

 愛着の“不安”と“回避”は関係効力性と負
の相関が示され, 仮説 1 は一部支持されな
かった。 

本調査の結果が示された理由として, 愛
着の“不安”は二者関係に負の影響を与える
ことに対して(Mikulincer et al., 2006), 関
係効力性は, 二者関係に正の影響を与える
ことが指摘されていることから(浅野・吉田, 
2011)，愛着の“不安”と関係効力性には負の
相関がみられたと考えられる。 

また, 愛着の“回避”と二者関係に関連が
見られた原因として, 他者観が挙げられる。

1 自己効力感得点 -.70 -.07 -.08
関係効力性得点 .55 ** .45 ** .42 **

2 「見捨てられ不安」得点 -.26 ** -.29 **
3 「見捨てられ不安」得点×自己効力感得点 -.08

「見捨てられ不安」得点×関係効力性得点 -.10
R 2 .32 ** .38 ** .39
ΔR 2 .06 ** .01

Step 1 Step 2
Step 独立変数

標準偏回帰係数(β)
Step 3
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愛着の“回避”は, “他者観がネガティブであ
る”(中尾・加藤, 2004)ことが示されている。
愛着における他者観とは“他者が援助や保
護を与えてくれるかどうか”であり, 他者に
ついての一方的な信頼の有無は関連してい
ないことが示されている (Bowlby, 1973 ; 
中尾・加藤, 2004)。そのため, 愛着の“回避”
に関する尺度は二者間での援助等が行われ
ているかに着目しており, 他者との関連が
示唆されたと考えられるため, 本調査では
負の相関が見られたと考えられる。 
自己効力感と関係効力性における恋愛関係

の満足度 

 自己効力感は恋愛関係の満足度と関連が
確認されず, 関係効力性は恋愛関係の満足
度に正の影響を与えることから, 仮説 2 は
一部支持された。 

本調査の結果が示されたのは, 自己効力
感の規定因が二者関係ではなく個人内であ
ったからであるととらえられる。恋愛関係
の満足度は恋愛関係の満足度の規定因とし
て, 二者関係について考慮する必要性が指
摘されていることから(浅野・五十嵐, 2015), 
個人内に関する自己効力感とは関連が示唆
されなかったと考えられる。 
 しかし, 先行研究においては, 恋愛関係
の満足度と自己効力感における関連性が示
唆されている(Weise & Priscilla, 2013)。こ
れは使用した尺度の違いが要因として考え
られる。Weise & Priscilla(2013)では, Sherer 
et al. (1982)の Self-efficacy Scale(自己効力
感尺度)を用いて, 一般性自己効力感尺度と
社会的自己効力感尺度の 2 因子から自己効
力感の検討を行った。それに対して本調査
では, 一般性自己効力感尺度(坂野・東條, 
1986)を使用した。これは一般的な自己効力

感の測定をする尺度であり, 主に行動遂行
に着目した尺度であった。このように先行
研究の因子とは異なった尺度を用いていた
ため, 本調査では先行研究と同様の結果が
得られなかったと考えられる。 
 また，本調査の結果, 関係効力性が高い
場合, 恋愛関係の満足度が高くなることが
示唆された。そのため, 恋愛関係の満足度
の規定因の一つとして, 関係効力性を考慮
する必要があると考えられる。 
愛着の“見捨てられ不安”における関係効力

性が恋愛関係の満足度に与える影響 

 愛着の“不安”と関係効力性における交互
作用効果は, 恋愛関係の満足度に対して有
意でないことが示され, 仮説 3 は支持され
なかった。 
 交互作用効果が示されなかった理由とし
て, 他の要因が関連していることが示唆さ
れる。その一つとして, 愛着の“不安”の傾向
が高い場合, 脅威やストレスに対して情緒
的な反応をしやすく, 対人関係に影響を与
えることが検討されており(Wei, Vogel, Ku, 
& Zakalik, 2005), 二者関係のみならず, 環
境要因が関連している可能性が考えられる。 
本調査の限界 

 本調査の限界として, 分析対象者が少な
いことが挙げられる。対馬(2018) より, 重
回帰分析を行う際, 明確な基準は定かでは
ないものの, 標本の大きさ (N) と独立変
数の数 (p) が N≧30×p が理想であるこ
とから, 本調査の階層的重回帰分析の際に
独立変数に対して標本が少ないことが挙げ
られる。 
 調査方法については, 二者関係を詳細に
とらえるために, ペアデータを用いての検
討, また恋愛関係の満足度以外にも二者間
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について評価を行う尺度を使用することが
重要である。ペアデータを用いることで, 
二者間における相互依存性の実証が可能と
なり(Kenny, Kashy, & Cook, 2006), 個別の
調査では得ることが難しい二者間の特徴を
扱うことが可能である(浅野, 2017)。そのた
め, ペアデータの比較を行うことを目的と
して, 行為者－パートナー相互的依存モデ
ル(Actor-Partner Interdependence Model) 
による, 自己とパートナーとの二者関係デ
ータの相互影響プロセスの分析  (Loren, 
Jeffry, Jennifer, & Deborah, 2005) や, マル
チレベル構造方程式モデリング (Multilevel 
Structural Equation Modeling ; MSEM) に
よって, 二者間の主観的プロセスに基づい
た検討を考慮すべきである。 
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