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要旨
対人関係においてコミットメントは様々な重要な機能を持つ。例えば、コミットメントは
現在の関係を安定させたり、今後の関係の継続を予測したりする。またコミットメントは、
個人が他者との関係に関与し、その関係を継続しようとする意図として捉えられる。本論文
は、親密な対人関係における相互作用と認知の過程について扱った相互依存性理論（Kelley
& Thibaut, 1978）と自己拡張理論（Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991）の知見を概観し、
それぞれの知見に基づいて、対人関係のコミットメントに影響を及ぼす要因について考察し
た。
キーワード：対人関係、コミットメント、相互依存性理論、自己拡張理論

人は様々な人々と関わりを持ちながら日常生活を送る。この人とは浅い関わりでいようと
思うこともあれば、この人とはもっと仲良くなりたい、親密になりたいと思うこともあるだ
ろう。そうした人々と付き合っているうちに、
ある人との付き合いが途絶えてしまう一方で、
別のある人とは何年も付き合いが続くことがある。こうした個人と他者との関係が続いてい
く過程には、コミットメントが関連すると考えられている。
コミットメントとは対人関係研究における重要な概念のひとつである。その定義は、関係
を維持する傾向および関係に愛着を感じる傾向（Rusbult, 1983）
、関係を継続するという決
断（Jhonson, 1991）
、
関係に留まる傾向（Arriaga, Reed, Goodfriend, & Agnew, 2006）
、
といっ
たように個々の研究によって表現の差異は見られるが、総じて対人関係においてコミットメ
ントの概念は、個人が他者との関係に関与し、その関係を継続しようとする意図として捉え
られている。
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コミットメントが対人関係において重要な役割を担うことは、これまで多くの研究によっ
て示されている。例えば、コミットメントが高い関係では、パートナーの配慮のない行動に
対して報復せずに相手を許容したり、パートナー以外の異性の魅力を低く評価したりすると
いった関係維持のメカニズムが生じる（Rusbult, Agnew, & Arriaga, 2012）
。また、葛藤場
面においてはパートナーに対する攻撃を弱める（Slotter, Finkel, DeWall, Pond, Lambert,
Bodenhausen, & Fincham, 2012）
。恋愛関係においては、
現在のパートナーとの関係にコミッ
トメントを示す個人は、
魅力的な異性をプライミングされた場合でも、
魅力的な代替関係（現
在のパートナーの代替になり得る異性関係）に注意を向けないことが示されている（Maner,
Gailliot, & Miller, 2009）
。特に女性は、魅力的な異性を呈示された場合、代替関係によって
現在のパートナーとの関係が脅かされるという不安を認知すると同時に、現在のパートナー
へ の コ ミ ッ ト メ ン ト が 活 性 化 さ れ る こ と も 報 告 さ れ て い る（Lydon, Menzies-Toman,
Burton, & Bell, 2008）
。
このように、コミットメントは対人関係において、関係の安定をはかったり、関係の存続
を予測したりする機能があると考えられるが、どのような相互作用の過程を経てコミットメ
ントは高まるのだろうか。本論ではコミットメントの規定因について、Kelley & Thibaut
（1978 黒川監訳 1995）の相互依存性理論の流れを汲む諸研究と、Aron, Aron, Tudor, &
Nelson（1991）の自己拡張理論の知見に基づいて論じる。

相互依存性理論の知見
相互依存性理論の流れを汲む対人関係研究では、対人関係の成果がコミットメントの規定
因となることが仮定されている。成果とは、対人関係における相互作用の結果として得られ
たものを指し、相互作用で生じた報酬とコストの差し引きによって定義される（Kelley &
Thibaut, 1978 黒川監訳 1995）
。この成果が対人関係のコミットメントに影響を及ぼす過程
を捉えたモデルのひとつに Rusbult（1980, 1983）の投資モデルがあげられる。
投資モデルでは、
（1）関係に対する満足感（報酬とコストの差し引きに個人が満足する程
度）、（2）関係に対する投資量（物質的、精神的な資源を投入する量）
、
（3）代替可能性（現
在の関係の代替となり得る他の対人関係、あるいは他者と関わらずに孤独でいること）
、と
いう 3 つの要因が対人関係のコミットメントを規定し、このコミットメントによって対人関
係の継続を予測する、とされる。Rusbult（1983）は、満足感の程度に関わらず、個人は関
係に対する愛着と関係を維持する傾向すなわちコミットメントを示すとして、対人関係にお
けるコミットメントを満足感のはたらきと区別した。例えば、パートナーとの関係に満足し
ていない個人が必ずしもパートナーとの関係を解消するとは限らない。関係を解消すれば、
これまで関係に対しておこなった様々な投資を無にすることになり、パートナーとの関係に
よって得た共有資源（例えば、共有している財産、共通の友人関係など）が損なわれる恐れ
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がある。このような場合、個人はパートナーとの関係に対する満足感は低いが、関係を継続
する意思がある、すなわち関係にコミットしているといえる。しかし、これまでにおこなっ
た投資や得られた資源を損なったとしても、
代替可能性から得られる成果が大きい場合には、
パートナーとの関係を解消しようとすることがある。つまり投資モデルでは、関係に対する
満足感と投資量はコミットメントを高め、代替可能性はコミットメントを低下させる要因と
してはたらく（Rusbult, 1980, 1983）
。投資モデルは関係の継続を予測するモデルとしてその
後の多くの対人関係研究で検証され、恋愛関係、夫婦関係、友人関係といった親密な対人関
係だけでなく、職務上の対人関係などにも適用され、モデルの頑健性が確認されている（Le
& Agnew, 2003）
。
投資モデルにおける特徴的な視点は、
代替可能性から得られる成果に着目したことである。
ある個人が他者 A との関係に満足し、十分な投資をおこなっていたとしても、他者 B との
関係から得られる成果が大きければ、他者 A との関係に対するコミットメントは低下して
しまう。現実の対人関係では、個人対多数の他者との関わりが並行して存在し、個人はそれ
ぞれの関係からどのような成果が得られるかによって、個々の相手との関係を変化させてい
ると考えられる。投資モデルはそうした現実の対人関係を捉えるのに適したモデルといえる
だろう。しかし代替可能性からの成果に着目する一方で、当該の対人関係で得られる成果に
ついては、投資モデルでは追求されていない。
相互依存性理論において、成果は自己と他者の相互作用によってもたらされるが、その過
程には自己と他者のいずれがより大きな成果を得るかといった、成果をめぐる様々な動機が
はたらいている。相互依存性理論の流れを汲む国内の研究では、投資モデルを扱った知見だ
けでなく、この成果をもたらす相互作用の動機に着目したモデルの検証がなされている。川
名（1985）は、
二者関係においては対人的動機によって最大化される成果が異なると論じた。
個人は自分自身の成果を得るために利己的に行動する場合もあるが、自分自身だけでなく相
手にも成果がもたらされるように行動したり、あるいは自分自身を省みずに相手が成果を得
られるように利他的な行動をとったりというように、相互作用の状況によって異なる成果を
志向する。
川名（1985）の論を踏まえて中村（1990, 1991）
、和田・山口（1999）は、友人関係と恋愛
関係を対象に成果がコミットメントに及ぼす影響を検討した。川名（1985）が論じたモデル
のうち、
（1）最大自モデル（関係における自己の成果を重視する）
、
（2）最大他モデル（関
係における他者の成果を重視する）
、
（3）最大和モデル（関係における自己と他者双方の成
果の和を重視する）の 3 つのモデルについて、成果がコミットメントに及ぼす影響について
検討がおこなわれた。その結果、友人関係と恋愛関係いずれにおいても最大自モデルと最大
和モデルが適合し、コミットメントに正の影響を及ぼすことが示された。とりわけ関係の継
続期間が長く、より親密な友人関係の場合は、最大自モデルよりも最大和モデルの適合度が
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高く、自己と他者双方の成果の和がコミットメントに強く影響した。最大他モデルについて
は友人関係と恋愛関係で結果が異なり、友人関係においてはコミットメントに正の影響が見
られたが、恋愛関係では関連が見られなかった。これらの結果は、親密な対人関係において
は、自己の成果だけでなく他者の成果もコミットメントに影響し、
関係の親密さの状態によっ
ては、自己と他者の双方の成果の和が志向されることを示唆している。では、なぜ他者の成
果がコミットメントに関連するのだろうか。この点について、本論は自己拡張理論の知見を
援用して論じる。

自己拡張理論の知見
相互依存性理論の知見では対人関係における成果についての動機づけに着目されるが、対
人関係ではその他にも様々な動機がはたらく。Aron, Aron, Tudor, & Nelson（1991）は、
人には自己を拡張するという基本的な動機があり、他者との親密な関係によって自己拡張を
おこなうとして、自己拡張理論を提唱した。親密な関係において自己は、認知的に他者を自
己に内包することによって拡張する（Aron & Aron, 2000）
。具体的には、個人が関係の相
手の持つ資源を認知的に自分自身のものとして知覚することで自己が拡張し、それによって
個人の自己効力感や自尊感情が高まるとされる。
例えば、個人がある人と恋愛関係になり、相手との付き合いが深まっていくうちに、いつ
の間にか相手と似たような考え方をしている自分に気がつく場合がある。こうした場合を自
己拡張理論で説明すると、個人が恋人である親密な他者との相互作用の過程で、相手の視点
や性格特性を情報として知り得たことによって、それらを自分自身の資源として認知的に獲
得したといえる。先述の相互依存性理論の知見の項では、関係の相手から得られる資源とし
て、共有財産や共通の対人関係といった現実に存在する事物を例に挙げた。自己拡張理論の
知見では、他者との関係から得られる資源として、現実の事物以外にこのような認知的に得
られた資源にも着目している。おそらく実際の対人関係においても、財産などの事物の共有
を経験する機会よりは、認知的な獲得を経験する機会のほうが多いのではないだろうか。こ
うした自己拡張について検証するため、Aron, Paris, & Aron（1995）は自己についての記
述を求める 10 週間の縦断的調査をおこない、調査期間中に他者に恋愛感情をいだく経験が
あればその報告を求めた。その結果、
恋愛感情をいだく経験があった個人では、
経験がなかっ
た個人よりも自己についての記述の内容が多かった。この結果について Aron et al.
（1995）
は、
恋愛感情をいだいた個人が、恋愛対象となった他者の側面を自己に内包したために自己につ
いての記述が多くなったことをもって、個人に自己拡張が生じたと解釈した。
自己拡張の研究では、
自己が他者を内包する程度を測定するための尺度が開発されている。
それが Aron, Aron, & Smollan（1992）の IOS 尺度（Inclusion of Other in the Self Scale）
である（図 1 参照）
。この尺度では、2 つの円の重なりと円の大きさが 7 段階で変化する図
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図１

IOS 尺度（Aron, Aron, & Smollan（1992）をもとに作成）

が提示され、回答者は自分自身の関係に当てはまるものを 7 つ図のうちから 1 つ選択する。
2 つの円は、重なりの程度が増すほどにどちらの円も大きくなっていくように設定されてい
る。これは自己の資源が増えていくこと、自己が他者を内包して拡張していくことを表す。
また、IOS 尺度の 7 つの図それぞれに付けられた番号はそのまま IOS 得点となり、得点が
高いほど自己が他者を内包する程度、つまり自己拡張の程度が高くなる。IOS 尺度は関係の
親密性を測定する他の尺度との相関が検討され、その結果、IOS 尺度で測定される自己が他
者を内包する程度は、親密さの感情的側面と行動的側面の両方に関連することが確認されて
いる（Aron & Aron, 2000; Aron et al., 1992）
。その他に Agnew, Van Lange, Rusbult, &
Langston（1998）では、
個人がパートナーとの関係を説明する際に 1 人称複数形の“we”
“us”
を使用する頻度と、IOS 得点との間に正の相関が見られることが報告されている。これらの
知見から、親密な関係では、親密さが増すほどに他者の資源を自己の資源として捉える自己
拡張が生じ、同時に自己と他者をひとつの存在と見なすようになると考えられる。
これまでに述べた自己拡張理論の知見は、対人関係のコミットメントに直接的に言及した
ものではない。しかし、相互依存性理論の知見を概観する上で、同じく対人関係を通じた資
源の獲得に言及する自己拡張理論の知見は、欠かすことのできない重要な示唆を含む。清水
（2012）は、相互依存性理論と自己拡張理論それぞれの知見に基づき、親密な関係には資源
の相互依存性があると指摘した。これは関係が進展するに従って、自己の資源は自己だけの
ものではなく、他者の成果にも、互いの成果にもなり得ることを指す。先に述べた相互依存
性理論の知見では、人には対人関係における成果を求める動機があり、関係から得られた成
果は関係に対するコミットメントを高めることが示された。では、何のために人は他者との
関係から成果を得ようとするのか。筆者はその理由の 1 つとして、自己拡張動機があると考
える。すなわち、人は他者からの資源の獲得を通じて自己をさらに拡張するために関係にお
ける成果を求め、
そして自己拡張が生じると同時に相手への親密さも増大することによって、
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より相手との関係にコミットするようになるのではないかと思われる。これまでの議論を踏
まえて、本論は対人関係におけるコミットメントに影響を及ぼす要因について考察する。

コミットメントの規定因についての考察
これまで論じたように、相互依存性理論の知見では、対人関係における資源の交換とそれ
によって得られた成果が、関係に対するコミットメントを高めることが示された。その一方
で自己拡張理論の知見では、関係における資源の獲得によって自己拡張が生じることが示さ
れた。つまり、対人関係における資源の交換や獲得は、当該関係そのものだけでなく、関係
の当事者である自己にも影響を及ぼすと考えられる。本論は自己拡張理論の知見を踏まえ、
相互依存性理論の知見に示された、自己の成果よりも自己と他者双方の成果の和が対人関係
のコミットメントに影響するという報告について、以下のように解釈する。
対人関係では自己の成果を志向する動機がはたらくが、同時に、他者の資源を自己に内包
して自己を拡張する自己拡張動機もはたらく。
自己と他者双方の成果の和が志向される場合、
自己と他者はどちらか一方が得られる成果をめぐって対立する二者ではなくなるだろう。互
いの成果を合わせたより大きな成果を志向する二者になった場合、自己と他者は同じ目標を
持った共同体である「私達」になると考えられる。これは Agnew et al.（1998）に報告され
たような“we”の関係である。そのような「私達」となった個人には、自己と他者の同一
視が生じ、相手が得た成果も自分自身の得た成果のように知覚されるのではないだろうか。
つまり、関係が進展するにつれて他者の資源を自己の資源と見なすようになり、自己の成果
だけでなく、他者の成果も合わせた二者双方の成果の和が、関係のコミットメントに影響を
及ぼすようになると考えられる。この時、対人関係における自己拡張は、関係において獲得
した成果に対する知覚に影響を及ぼすという点から、関係のコミットメントに影響する要因
と成り得ると考えられる。
人は他者との関係において、具体的な事物から認知的な情報資源までも含んだ様々な資源
を相互依存的に交換し合う。それらの資源は他者との関係をより深め、自己拡張という形で
自己の変化をもたらす。その変化は、自分自身だけでなく同時に関係の相手である他者にも
また生じている。人は様々な他者との関わりの中で、親密さや愛着といった他者との関係そ
のものを求めると同時に、関係を通じて自分自身の変化や成長も希求しているといえるだろ
う。
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対人関係におけるコミットメントに影響を及ぼす要因：研究ノート

Factors affecting on the commitment to the
interpersonal relationships: A research note
NAKAMURA, Sachiko
In the realm of relationship studies, it has been pointed out that the commitment, an
intention to be involved and continue the relationships, has several important functions:
stabilizing the present relationships and predicting the relationships persistence in the
future. The present paper discussed factors affecting commitment to interpersonal
relationships on the basis of the interdependence theory (Kelley & Thibaut, 1978) and the
self-expansion model (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991), which addressed interactive
and cognitive processes in close relationships.
Key words: interpersonal relationship, commitment, interdependence theory, selfexpansion model
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