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はじめに

イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズにしたがってf家族を子どもの

養育責任を負う親族集団ととらえるならば［Giddens,2000]、こんにちの日

本の家族は、ある種の危機と大きな緊張をかかえているといわざるをえない。

その危機とは、未婚化・晩婚化とそれに伴う少子化が進むことで、家族の世

代的再生産がスムーズにおこなわれなくなってきていることである。かつて

も「家の断絶」ということばがあったように、世代的再生産がストップする

事態は、死亡などの人口学的要因により今よりもはるかに多かったと想像で

きるけれども、現代のそれは、結婚したり家族をつくったりする価値規範が

自明でないという、アノミー的状況が生じているところが昔とは異なってい

る。

また、上で、家族がその内部に大きな緊張をかかえているといったのは、

子どもを養育し、高齢者を扶養・介護するために集う大人たちの役割分担に

ジェンダー的な不均衡が生じており、それがとくに女性にとって不公平感の

源泉であるとともに、若い人たちの結婚への蹟踏と無縁ではないと推察され

るからである。
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そこで、本稿では、こうした家族の現状とその意味を実証的なデータを参

照しながら考察してみたい。まず結婚における配偶者選択について、とりわ

け未婚化・晩婚化現象に注目してみる。つぎに、夫婦間の役割分業をみてい

く。これら２つを取り上げるのは、たんに家族内の変化であるだけではなく、

家族と社会の関係、そしてそれらの変化を如実にあらわしていると考えられ

るからである。

１．配偶者選択と結婚

未婚化・晩婚化の進展

日本では、高度経済成長が終わった1970年代後半以降、未婚率の上昇が著

しい。そして、とくに出産適齢期にある年齢層の女性の未婚率の上昇が少子

化をもたらしているといわれている。実際にデータをみると、２０歳代後半か

ら30歳代前半の年齢層で、未婚率の上昇が著しい（図１）。
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図１未婚率の推移

資料：『国勢調査報告』

出典：井上輝子ほか．１９９９（以下、図６をのぞき同じ）

では、この年齢層の未婚者は、結婚したくなくてしないのか、それとも、

結婚したくてもできないでいるのだろうか。このことを図２で確かめると、

20歳代後半以上の年齢層では、適当な相手にめぐり会えないために結婚して

いない未婚者が半数近くを占めるという実態が浮かび上がってくる。

－９８－
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図２独身に止まっている理由（1997年）

資料：国立社会保障・人ロ問題研究所『第１１回出生動向基本鯛査』（1998年）

男女差もある。資料３にみるように、未婚者の異性関係は友人が減り、恋

人に特化しつつあるが、なかでも男性は、恋人も友人もいない人が増加して

きている。ここから、結婚したくてもできないという状況は、女性よりも男

性にとって深刻であると推察される。

配偶者選択の方式の変化：恋愛結婚の一般化
蛸的Ｓが

ところで、周知のように、戦後日本Iごおけ函
１９８２年

る配偶者選択の大勢は、協定婚から自由婚へ，937句

とシフトした.一般には、これは見合い婚か’'92厚

ら恋愛婚への変化であるといわれる｡実際、ロ題ｉ
統計データをみると、1960年代後半に恋愛婚’…

１９師年

が見合い婚を上回り、さらIご上昇の一途をた，…

どり、現在では、見合い婚は１割にも満たな’…

い(図４)。これをさきの未婚率の上昇と照ら

し合わせると、恋愛結婚制度が一般化した現

在にいたって、未婚率が上がってきたことに

蛸的Ｓがいる恋人とし友人として文庫してい 不博

0２０４０６０ＢＯ１００
い(図４)。これをさきの未婚率の上昇と!§ら％

図３異性との交際
し合わせると、恋愛結婚制度が一般化した現

資料：図２に同じ

在にいたって、未婚率が上がってきたことに

なる。いったい、この傾向はどのように解釈できるだろうか。
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資料：図２に同じ

自由婚と結婚難

自由婚がなぜ結婚できない人を生み出すかということを考えるのは、理屈

としてさほどむずかしいことではない。それは、自由婚が基本的には、より

よい相手を見つけたいという個人どうしの競争原理によって成り立っている

からである。つまり、競争においては、つねに勝つ者と負ける者がいる。う

まく結婚相手を見つけられた者と、いつまでも相手に出会えない者が必ず出

るのである。ほんらい個人が望む結婚相手をさがす慣行として一見最適であ

るのに、実際には、このやりかたのために結婚相手にめぐり会えない人が確

実に出るという逆説的な現象が生じるのである［樫田,2000]ｏ

したがって、常に結婚したくてもできない人びとが必ず作り出されるよう

になったという意味では、今日の日本には、真に個人の意志に基づく競争原

理としての自由婚システムができあがったということになる。

戦後の自由婚は恋愛婚であったか？

しかし、たんに「恋愛婚」と回答された調査結果をみて、すぐにこれを、

ことばの真の意味での恋愛結婚と見なすことには少々疑問がある。というの

は、もし本当に結婚が夫婦間の恋愛感情を元にしているのであれば、恋愛感

情がなくなったら結婚を破棄するということがもっと起こってよいはずであ

－１００－
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る。恋愛結婚の本場であるアメリカでは、確かに離婚率も高い。また、結婚

年数が経過した夫婦間で恋愛感'情がさめることに対する危機感は非常に大き

いものがある。一方、日本の夫婦の場合にはそのような危機感はあまりない

ばかりか、むしろ、やがて夫婦間の恋愛感情がさめることが当然視されてい

るきらいさえある。離婚率もアメリカなどに比べてはるかに低い。

筆者からみれば、戦後の恋愛結婚制度というのは、ひとつの言説といって

よいものである。そして、専門家も社会調査担当者も一般の人びとも、少な

からぬ影響をそこから受けてきた。実態としては、今われわれが恋愛結婚と

よんでいるものは、実は、非「見合い婚」ともいうべきものである。もっと

厳密にいえば、つまり、親きょうだいや親戚の言いなりになるのではなく、

当事者同士で決めた結婚という意味で、自由婚である。たしかに、結婚する

当事者同士の意志で結婚を決めるときに、多かれ少なかれ恋愛感情に基づい

ていることに疑いはないかもしれないが、それだけで選んでいるという証拠

は必ずしもあるわけではない。その内実が恋愛であるのか、それともほかの

動機によるものかは、夫婦によってさまざまであると推察される。夫婦の間

でさえ、ずれているということもあり得よう。

恋愛結婚言説の誕生

ここで、戦後日本において、なぜ実際にはさまざまな内部的動機づけがあ

り得るであろう自由結婚が、なぜ恋愛結婚という鎧をまとったかについて考

えてみるのは興味深い。

戦前の結婚は、親や親戚の意思が優先する協定婚であろうと、村落内で比

較的自由に相手を選ぶ自由婚であろうと、社会階層・身分内の通婚が規範的

であった。しかし、戦後、そうした結婚のあり方は、社会の階層差・不平等

を温存・助長するものとしてきらわれたというのが、恋愛に基づく自由婚が

支持されるようになった理由であろう。愛は階層差を乗りこえるという文学

的モチーフが、一般の人びとにフィードバックされたといってもよいだろう。

だから、個人の自由意思で結婚相手を選べるようになった若い人たちは、相

手との社会経済的な釣り合いを注意深く見定めていても、それを表に出すこ

とははばかられたのであった。

－１０１－
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実際、高度経済成長期、結婚相手と知り合う場所は、その多くが職場であっ

た。これをたんに、村落内規範に規制された結婚から、育った社会的背景が

異なる者同士による自由な結婚への変化とみることはたしかに正しいが、相

手の学歴、経済力、仕事の将来性などの項目によって、注意深くスクリーニ

ングされた相手選びが、とくに女性の側でおこなわれていたと考えられる。

恋愛は、いわば、そうした合理的な配偶者選択をくるむオブラートのような

役目を果たしたともいえる。

個人の人権尊重という思想をかかげて戦後の復興がはじまったとき、アメ

リカを通して入ってきた恋愛結婚イデオロギーは、個人を抑圧・拘束から救

う救世主として迎えられた。結婚や職業の選択といった、個人の人生上の決

定をその当事者の意思にゆだねること、そして、とくに、結婚については、

恋愛という究極の個人的感情に基づきつつ結婚相手を決めるやり方は、個人

の尊重という価値実現の具体策となった。こうして、それまで反社会的な意

味合いを帯びていた恋愛が結婚という公式の制度と結びつけられることによっ

て、思想的転換の表舞台に引っ張り出されたのであった。社会学の用語でい

えば、帰属主義的な社会から業績主義的社会への転換が図られたのである

[樫田,2000]。われわれの眼にふれる社会調査を企画・実施した担当者も、新

しい結婚方式に「恋愛結婚」というラベルをつけて調査をおこない、人びと

もその分類を受け入れて調査に回答したのだと思われる。

恋愛はほんとうに業績主義的か？

たしかに、恋愛結婚という言説によって、個人に平等に機会を与えて互い

に競争させるという自由主義の理念が、戦後の日本にもちこまれた。しかし、

恋愛結婚が実態を表しているのではなく、言説ではないかと思わせるもうひ

とつの理由は、恋愛がほんとうに業績主義的な行為かという疑問にある。業

績主義的な決定をおこなうには、計算可能性や予測可能性といった合理性が

必要である。逆に、帰属主義はしばしば合理的な判断を退けるものである。

恋愛は合理性とは対局にある非合理的な感情に基づくものである。しかも、

恋愛は身体的な志向性であるセクシユアリティと深くかかわる。その意味で、

人が恋愛感情をいだく原因は相手の身体的特徴にあることが多いと考えられ
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る。そして、身体的特徴とは、ふつうは自分で選択することのできない帰属

主義的な属性であるといえる1M．恋愛至上主義に対する「もてない」人たち

からの異議申し立ては、いわば、業績主義というメッキのはがれて、理不尽

な正体を現した恋愛結婚をするどく告発しているといえる［小谷野,2001]。

恋愛と結婚の関係の現状

いったい、これまで恋愛結婚の体裁を装ってきた自由結婚の内実はどのよ

うなものになっていくのだろうか。恋愛が内実化していくのだろうか。それ

とも、さまざまな内実をともなって、結婚の動機づけは多様化していくのだ

ろうか。

高度経済期を過ぎてから恋愛と結婚との再分離がおこってきているといわ

れている［山田,2001]。すなわち、結婚につながらない恋愛が一般的になっ

たというわけである。しかし、恋愛結婚言説の観点から解釈するなら、今ま

では、そもそも合理的な判断を必要とする結婚と、非合理的な恋愛が、一定

の社会的条件の下で融合していたかのようにみえていたのが、それぞれぼん

らいの姿を現したといえないだろうか。これを、比嶮的にいうならば、ぼん

らい水と油のように混ざり合わないものが、たまたま戦後の大きな社会変動

というミキサーの中でマヨネーズのように乳化していたのが、その流れが止

まって、ふたたび分離してきたというところだろうか。

２．夫婦間の役割分業

戦後大きく変化した性別役割分業

家族に起きた戦後の大きな変化に、夫婦間の性別役割分業の進展があげら

れよう。そして周知のように、男女それぞれの役割でどちらが大きく変化し

たかといえば、男性（夫）よりも女性（妻）である。すなわち、高度経済成

長期に有配偶女性の労働市場からの離脱が進行した。いわゆる「専業主婦」

の大衆化が起こったのである（図５および図６）。さらに、社会規範として

の性別役割分業、すなわち「男は仕事、女は家庭」が受容されていったとみ

られる。

－１０３－
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図５女子の年齢用別労働力率
（1975年，1990年）

叉料：『労働力胸宜年報』
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資料：ＮＨＫ『日本人の愈臓調査』（1998年）

高度経済成長期が終わった1970年代後半から、子育てが一段落した中年層

の専業主婦がパート労働に参入していくかたちで有配偶女性はふたたび労働

力化していく。ところが、こうした女性の就業化にもかかわらず、家事・育

児の夫婦間での分担・協同化があまり進まなかったために、「男は仕事、女

は家庭と仕事」という、いわゆる新性別役割分業が起こってきたというのが、

近年の状況である(図７)。つまり、現在の家族における性別役割分業の問題

は、女性の社会進出が進み、職場の条件としては男性と同等に働けるように

なってきているにもかかわらず、あいかわらず家庭では、男性側の保守的な

意識と、家事育児分担度の少なさによって、働く妻に過重な負担がのしかかっ

てきているというところにある。

未婚の人たちにとって､このような状況を周囲を見渡したり、あるいはマ

－１０４－
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スメディアを通して見聞きしたりしたときに、結婚して家庭をもつことの魅

力が失せてしまうということが生じているように思う。というのは、今の２０

～30歳代の未婚者たちは、高度経済成長によって豊かになった親に育てられ

た子ども世代にあたり、かれらにとって、結婚して経済的に親の家計から分

離独立することは、生活水準の確実な低下を意味する。ある程度、独身時代

の水準を維持するためには、妻は結婚後も働く必要があるし、夫も妻の収入

をあてにせざるを得ない。しかも、職場から帰宅後の妻にとっては、家事育

児に対する夫の協力はあまり期待できない。つまり、結婚すれば、「男は仕

事、女は仕事と家庭」という不公平な新性別役割分業に甘んじなければなら

なくなることが予想できてしまう。このことは、未婚の女性がかんたんに結

婚に踏み切れない要因のひとつになっていると思われる。

専業主婦はどこから来たか？

高度経済成長期に専業主婦の大衆化がどのような経緯で進んだかを簡単に

振り返っておこう。とくに、専業主婦イデオロギーの普及という観点からす

ると､･専業主婦の立場にある人は有配偶女性の半数を超えたことはなかった

けれども、「男は仕事、女は家庭」イデオロギーをもっともよく体現したの

が専業主婦にほかならないのであり、したがって、全体に占める比率の大小

にかかわらず、専業主婦が高度経済成長に増加していった事実は、このイデ

オロギーの普及をあらわしているといえるからである。

なぜ高度経済成長期に、結婚した女性は家庭に入ったのか。それには、職

場からの既婚女性の排除と、もう一方では家庭への吸引という、２つの作用

があったといわれる。工業化とともに、労働力はほとんどが雇用労働力化し

ていった（すでに1960年の時点で過半数に達していた)。つまり、男も女も

家庭から職場に働きに出ることが一般化していったわけである。ところが、

企業は結婚した女性を家庭に戻すような方針をとった。

その理由は、おそらく企業も結婚した女性を労働力としてあてにすること

ができなかったためであると考えられる。つまり、高度経済成長期に結婚し

たのは、きょうだい数が多い人口転換第二世代[伊藤,1994]とよばれるコーホー

トであって、このうちあととりとして田舎に残った人以外は、都会に出て核

－１０５－



琉球大学法文学部紀要人間科学第10号2002年９月

家族を形成したために、就業時間中に子どもの面倒を見てくれる人がいなかっ

た。このことが、事実上、女性が出産後も働き続けることをむずかしくさせ

たと思われる。雇う側からすれば、女性従業員が結婚退職しても、代わりの

未婚の従業員を雇い入れることは、労働力が過剰気味のこの時代には、さほ

どむずかしくなかった。

そして、結婚した女性を家庭へ押し戻す代わりに、夫の給料に扶養家族を

養う家族賃金を含める制度を採用することで、今度は夫を稼ぎ手とする従業

員家族の生活を保障し、福利厚生を図ったのである［木本,1995]・

厳密にいえば、専業主婦は戦後の産物ではない。しかし、その走りである、

戦前まで「奥様」とよばれていた女性たちは、限られた階層の人びとであり、

そのほかの大多数の女性は結婚後も婚家の家業労働についていたのである。

あくせく働かない戦前の奥様のような生活は、女性にとってあこがれでもあっ

た。

ところが、高度経済成長期に年功賃金制と家族賃金制の恩恵を受けて、サ

ラリーマンの生活水準は急上昇した。そこで、女性にとってサラリーマンの

妻になることが、かつては夢でしかなかった専業主婦の身分を手に入れる方

途となったのである。戦後入ってきた漫画ブレンディに描かれたような、ア

メリカ流のライフスタイルに対するあこがれも強く作用した[斉藤,2000]。

こうして、女性たちの人生戦略は、結婚という永久就職の相手をさがすた

めに、高卒・短大を出て会社に就職することとなった。そして、そこで将来

性のあるサラリーマン男性に見初められて結婚し、退社して専業主婦になっ

た女性たちは、いわば勝ち組であったのである。

現在の専業主婦の微妙な位置

近年、シングル、既婚を問わず、フルタイムで働く女性が増えてきた。彼

女たちの間で、税制などで優遇を受けている専業主婦に対する不公平感が募っ

てきているといわれる。あからさまに専業主婦を批判する論調も出た(2)。

しかし、興味深いのは、専業主婦批判そのものよりも、それを受けた一般読

者の反応、とくに専業主婦からのヒステリックともいえる反撃の大きさであ

る。むしろ、こうした批判・反批判のやりとりを通して、現在専業主婦に対
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する価値付けが自他ともに微妙になってきていることがかえって浮き彫りに

なったといえよう。すなわち、高度経済成長期には、人もうらやむ専業主婦

であったのが、現在ではそれは、一方では羨望の的でもありながら、他方で

は椰楡や攻撃の対象ともなっているのである。

専業主婦という生き方をどのように評価するかということとは別に、夫の

収入に自らの生活水準が左右される存在[山田,2001]である専業主婦は、経済

的にリスクの高い生き方になってきた。終身雇用制や年功賃金制などの我が

国の雇用慣行が見直され、夫が定年退職まで働き続けられ、収入も増加し続

ける見込みが少なくなりつつあるからである（離婚の危機もそれに加わる)。

社会の景気低迷の現状からすれば、よほど給料が多い（将来的な見込みも含

めて）男性と結婚しない限り、たとえ専業主婦になりたくてもなれないので

ある。加えて、識者のなかには、専業主婦の歴史的役割はすでに終わったと

いう見解もある[山田,2000]。要するに、価値付けの面からも、また実際面か

らも、専業主婦という生き方は現代日本において微妙な位置におかれている

のである。

３．家族のゆくえ－結びに代えて

ここまで、戦後日本の社会変化をふまえながら、現代家族がかかえている

危機と緊張について考察してきた。すなわち、一つは未婚化・少子化による

世代的再生産の停滞という危機であり、今一つはジェンダー役割不均衡から

生じる緊張であった。では、このような家族に起こっていることが、日本の

家族の未来になにをもたらすのだろうか。このことについて私見を簡単に述

べて、本稿の締めくくりとしたい。

まず、すでに述べたように、戦後大衆化した恋愛結婚といわれているもの

は、実際には、社会階層や教育程度などにより、当事者が注意深くスクリー

ニングを行う合理的行動でもあったとみるほうが納得がいく。しかし、経済

的安定や上昇という裏の動機づけが成り立ちにくくなった今後は、逆に恋愛

結婚イデオロギーがもっと幅を利かしてくる余地もあると思われる。

ところで、恋愛結婚イデオロギーは、家族集剛の基礎を情緒的結合に求め

る家族観とパラレルである。すなわち、男女間の恋愛感情は性愛とも密接に
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かかわっている。その意味で、これらはセックスという再生産行動の基礎と

なる。したがって、夫婦間の恋愛感`情は、やがてそれを基礎としながら、生

まれてきた子どもも含めて、家族集団の情緒的結合へと発達していくとされ

る。このことが－面で正しいことは認められよう⑤

しかし、実際、日本において欧米よりも離婚率が低いのは、日本の家族に

は、‘情緒性よりももっと重要な基礎があることの証左ではないだろうか。そ

れにもかかわらず、家族の結合における情緒性のみを家族価値として過度に

強調することは、かえって壊れやすい家族を作り出すことになるのではない

か。若い人たちがそう簡単に結婚に踏み切らないのは、どこかで情緒主義が

たんなる神話で、うさんくさいものと感じているからではないだろうか。あ

るいは、それは合理的な配偶者選択がしにくくなった不透明な現代社会にお

ける、かれ（かのじよ）らの自衛的行動かもしれない。そう考えると、情緒

的結合が不安定な家族をむやみに増やさないという意味では、未婚化・晩婚

化現象もあながち悪いことばかりだとはいえない.

つぎに、夫婦間の性別役割分業に関していうと、高度経済成長期に正当性

を勝ち得た「夫は仕事、妻は家庭」イデオロギーは、低成長期以降、その下

支えを失ってきた。とくに、妻のあり方の典型である専業主婦に誰もがなれ

る希望が少なくなった今日では、専業主婦に対する処遇のしかた（たとえば

税制面）も変わりつつある。そのことが、専業主婦をますます少数派に追い

やっていくだろう。

さて、日本の家族における戦後変化をこれまで述べてきたようなものとし

てとらえた場合、その論理的帰結として、今後日本の家族はどのような方向

に向かうのだろうか。少なくともここでいえることは、おそらく、長い人生

をともに歩む結婚パートナーをもたない人、あるいは子どもをもたない人は、

今後も増えていくだろう。つまり、家族をもつ人ともたない人という区別が

生じ、いわゆる家族の「ライフスタイル化」が進行していくと思われる。そ

の結果として、人口再生産はますます停滞するだろう。

国や自治体は少子化現象を憂慮し、なんとかこれをくい止めようと努力し

ている。たとえば、1994年のエンゼルプランの策定や、育児手当や乳幼児医

療費補助の増額するといった政策などがあげられる。たしかに、これらはす
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戦後の家族変化再考一配偶者選択、性別役割分業をめぐって

でに子どもがいる夫婦にとっては、まちがいなく大変ありがたい施策である。

しかし、少なくとも少子化現象の主因とされている未婚化・晩婚化現象をく

い止め、独身者を結婚に向かわせることにはならないだろう。

ここで問題となるのは、いわゆる家族的機能とされてきた、扶養、社会化、

再生産といった社会が存続するための諸機能の分担の仕方である。国や自治

体や企業が、再生産活動を援助するのは、ここに参入する人たちに対して報

奨金を出し、そうでない人たちからは罰金を徴収しているようなものである。

実際、子どもを育てる夫婦、そして育児に専念する母親に対する優遇策は、

配偶者をもたない、あるいは子どもをもたない人たちの不公平感を募ってい

る。プールされた国家や企業の収入が、上述の機能分担者により多く分配さ

れるからである。

このような状況のもとで、上のようなかたちで再生産に対する報奨金をもっ

と増やせば、再生産活動の外にいる人たちにとっては、ますます不公平感を

募るものでしかない。では、まだ独身の人たちが、そうした報奨金Iましさに

(あるいは罰金逃れに？）結婚して子どもを作るかというと、そうはならな

いだろう。なぜなら、今日、結婚や子育ては、国家や地域共同体や親族集団

のもくろみとは関係のない、個人的、情緒的営みであるからである。人は、

経済的な利得のために、感情的な投資をする、つまり一生懸命恋愛して結婚

することはしないだろう。未婚化・晩婚化をくい止めるためには、制度に由

来する不公平感をなるべく少なくしつつ、独身者が情緒的な行動が自由にで

きるような環境を用意するような方策がなにか必要であろうと考えられる。

付記本稿は、つぎの２つの講演内容に基づいている。

●「家族に今なにが起こっているか－現代家族の状況」，沖縄女性総

合センター「ているる」平成13年度女性学識座，2002年２月７日．

●「２１世紀の家族像」，沖縄県北谷町主催，男女共同参画フォーラム、

ちやたん，基調識演，2002年３月９日．
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注

(1)昨今のプチ整形やエステのブームは、生まれながらの身体に加工するこ

とによって、帰属主義的な属性を装うとするもくろみであるといえる.情

緒的な実践において帰属主義的な身体属性が大きな意味をもつことをよく

知っているからこそ、人はそうした加工を施すのであろう。）

(2)フリーライターの石原理沙が書いた『ふざけるな専業主婦』（ぶんか社，

1998年）が大きな反響を呼び、その後の展開を記した『くたばれ１専業主婦』

（ぶんか社,1999年)、『さよなら専業主婦』（同,2000年）が読者を巻き込ん

だセンセーションとなった。
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