
1 問題設定

配偶者が自分以外の誰かと性愛を伴う関係を持つということは、それが新聞紙

上の人生相談において定番の悩みの 1つであることからもわかるように（大瀧

2002; 赤川 2005; 池田 2005）、人々にとってしばしば重大な問題となる。また、

有配偶者が婚外でそのような関係を持つことは、いわゆる知識人による批判の対

象にもなってきた。たとえば、福沢（［1872］1999）は、一夫一婦の尊重という

観点から、妻のある男性が妾を持つという風俗は恥じるべきものであると説いて

いるし、戦後になってからも、封建的な家族制度のもとでは、「男は正妻のほか

に側妻すなわち妾をおき、或は妻や妾以外の女と性的関係をもつ自由を承認さ

れ」ていたこと、さらには、妻が「夫の結婚外＝性関係に対して嫉妬してはなら

ないものとされていた」ことが批判的に言及されている（川島 1954: 166）。

婚外の性愛関係が人々の悩みの種になったり、批判の対象とされたりするのは、

それが望ましい夫婦関係や家族のありかたからの乖離を示すものとして捉えられ

ているからである。言い換えれば、そのような悩みの語りや批判が行われるとき

には、有配偶者の性愛関係を排他的なかたちで婚姻の内部に包摂する規範的論理

が使用されているということになる（cf. 瀬地山 1997）。

この愛と性と結婚とを一体のものとして結びつける規範は、日本の社会学では、

ロマンティック・ラブ・イデオロギーと呼ばれて、近代家族を構成する重要な要

素の 1つであると捉えられてきた（上野 1987; 千田 2011）。この捉えかたによれ

ば、近代社会の成立にともなって、愛と性と結婚の 3つが規範的に結合すること

によって近代家族が形成される。それゆえに、この規範的結合からの逸脱を示す

現象の広がりは、近代社会からの時代の転換を示すものともなる（上野 1987）。

そして、有配偶者が婚外で性愛を伴う関係を持つことは、「愛情と結婚の分離」

（山田 2005: 204）が実践されるようになったこと、「結婚していても恋愛があり

得る」（千田 2011: 86）と考えられるようになったことを示唆するものとして、
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未婚者どうしの結婚を前提としないセックスなどとともに、このような現象の 1

つであると位置づけられてきた（上野 1987; 千田 2011; 吉澤
( 1 )

2014）。つまり、有

配偶者の婚外性愛に関する規範は、近代家族の成立と揺らぎを把握するための重

要なメルクマールなので
( 2 )

ある。

このため、近現代の日本社会における家族やセクシュアリティの変容を扱った

歴史社会学的な研究においては、有配偶者の婚外性愛が主題になることはほとん

どないものの、婚外性愛をめぐる言説の特定の時期における特徴やその歴史的変

化が指摘されてきた。たとえば、近代家族の成立期とされる大正期および昭和初

期には、セクシュアリティをめぐる「科学的」な言説において、「婚姻内の性の

みが極大に正当化されエロス化される」ことや「婚姻外性交に対する道徳的罪悪

視」が強まると指摘されている（赤川 1999:
( 3 )

289）。また、同時期の婦人雑誌や新

聞の記事においては、夫が夜遊びをしたり妻以外の女性に愛情を移したりするこ

とが問題視されるとともに（ノッター 2007; 木村 2010）、妻の愛によって夫を改

心させるという対処法が推奨されたり、妻が女性としての魅力を保持することや

夫婦で性生活を楽しむことが、夫が婚外の関係に走ることを予防するうえでは重

要であると説かれたりするようになることが明らかにされている（大塚 2003; 木

村 2010; 田中 2010; 桑原 2017）。さらに、近代家族が大衆化したとされる戦後期

については、新聞紙上の人生相談を資料として、高度経済成長期が終わる頃から、

我慢せずに声をあげるように勧める回答が増加することが明らかになっている一

方で（大瀧 2002）、同時期に至るまで、夫が浮気をしていても、妻は夫を立てる

ように心がけ、忍耐や自分の態度を反省する必要性が説かれ続けているとも指摘

されている（池田 2005）。

しかし、そもそも、ある言説を婚姻内の性のみを正当化するものとして組み立

てたり、婚外での性交を罪悪視するものと理解したりすることはどのように可能

になっているのだろうか。あるいは、夫の女性問題について悩みを訴える妻に忍

耐や反省の必要を説いたりすることは、どのように当の行為として理解可能にな

っているのだろうか。本稿の目的は、行為を理解可能にするものとして規範を捉

えるエスノメソドロジー研究の視座を援用することによって（小宮 2007）、この

婚外性愛について語るという実践が、いかなる規範的論理の使用によって理解可

能なものとして成立しているのかを例証することである。

ある状況において婚外性愛を語るという実践は、歴史的プロセスのなかで理解

可能性を獲得してきた概念の連関に支えられている（松木 2017）。性愛と結婚を

結びつけるロマンティック・ラブ・イデオロギーも、このような概念の連関の 1

つであり、それが使用されるようになることや、ロマンティック・ラブ・イデオ

ロギーとは異なる新たな概念の連関が使用されるようになることは、新たな行為

や経験の可能性が開かれることを意味する（cf. 酒井ほか編 2009）。
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「愛情と結婚の分離」（山田 2005: 204）の実践や、「結婚していても恋愛があり

得る」（千田 2011: 86）と考えられるようになることへの言及からもわかるよう

に、このような行為や経験の理解可能性の水準における変化は、婚外の性愛をめ

ぐる規範が近代家族の成立や変容のメルクマールとして言及されてきた理由の 1

つでもある。にもかかわらず、婚外性愛をめぐる言説を対象とするこれまでの研

究は、この言説の理解可能性の水準に焦点化することはなかった。

そこで本稿では、探索的な試みとして、配偶者の婚外性愛をめぐる言説の理解

可能性とそれを可能にする規範的論理に注目するという分析方針がどのようなも

のであるのかを、その意義とともに例証することを試みる。その試みは、ごく部

分的な資料の分析にもとづいているという点でも、それらの資料を歴史的文脈の

なかに位置づけて理解可能性の変容を描くに至っていないという点でも探索的な

ものであるが、日本社会におけるロマンティック・ラブ・イデオロギー、ひいて

は、家族の近代性を、人々の具体的な実践や経験の理解可能性の水準で把握しよ

うとする試みの端緒となることを企図している（cf. 松木 2017）。

2 分析の対象と視角

以上の問題設定を踏まえて、本稿では、『読売新聞』紙上の人生相談欄に掲載

されている記事を分析の対象とする。この人生相談欄では、婚外性愛に言及する

いくつかの歴史社会学的な研究が資料としていることからもわかるように（大瀧

2002; 池田 2005; 桑原 2017）、夫や妻の婚外での関係についての相談がしばしば

取り上げられており（赤川 2005）、婚外性愛について語る実践の多様な事例を収

集することができる。

本稿で着目するのは、この配偶者の婚外性愛についての記事、特に回答の理解

可能性が、どのように成立しているのかである。人生相談の記事は、投稿者によ

る相談と回答者による回答から構成されているが、エスノメソドロジー研究がテ

クストについて指摘してきたことを援用すると、投稿者が夫や妻の婚外での関係

について書いた手紙を記者が編集することによってできあがった記事の相談部分

であれ、回答者が相談者に向けて書いた回答であれ、その記述が理解可能である

ということは、それが「不特定の人びとに読まれることを志向して、そのように

デザインされている」（西阪 1996: 71）ということに他なら
( 4 )

ない。そして、読者

がそれらの相談や回答を適切に理解することは、当の記述を産みだすうえで使用

されたのと同じ方法を用いることによって可能になっている（cf. 酒井 2010; 小

川 2014）。このような意味で、人生相談の記事を産みだしたり読んだりすること

は、相談者と回答者の相互行為であり、また、この両者および記者という記事を

構成する人々と読者との相互行為である。
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そして、これらの相互行為において、配偶者の自分以外の相手との関係をめぐ

って悩みを抱える者に助言を提示するうえでは、つまり、相談に対する回答とし

て理解可能な記述を産出したり読解したりするうえでは、性愛と結婚の関係性を

めぐる規範的論理がしばしば使用されると考えられる。エスノメソドロジー研究

に「概念分析の社会学」という表現を与える論者たちは、人々による実践を社会

学的に記述するにあたって、それを可能にしている規範の運用技法に焦点を当て

るという方針の有効性を示してきた（酒井ほか編 2009）。本稿もこの方針から示

唆を受けつつ、人々による性愛と結婚の関係性をめぐる規範の用法に照準しなが

ら、いくつかの具体的な回答の理解可能性の成り立ちを分析する。

具体的には、次節以降では、3つの記事を題材として、配偶者の婚外性愛につ

いての人生相談の回答が、どのような結婚と性愛の関係性をめぐる規範的論理に

よって支えられているのかを検討する。その際、特に注目するのは、回答が離婚

を勧めたり勧めなかったりすることが、どのような論理に支えられているのかと

いうことである。妻や夫が自分以外の者と関係を持っているとの相談が行われ、

その対処について助言が求められるとき、しばしば回答の焦点になるのは、相談

者は離婚したほうがよいのかどうかである。以下で取り上げる 3つの記事は、こ

の離婚についての回答のありかたと結婚と性愛を結びつける規範との関係がそれ

ぞれ異なる特徴を持ち、なおかつ、それらの関係が相対的に見てとりやすいこと

を第 1の理由として、例証のために選択されて
( 5 )

いる。

したがって、本稿の射程は、『読売新聞』紙上の人生相談欄から収集した資料

全体の特徴を明らかにすることや、それにもとづいてある時代の特徴や歴史的変

容を描くことには及んでいない。資料収集の手続きとしては、まず、分析候補と

して、1914年 4月から 1923年 6月まで連載された「身の上相談」、その中断後

に、1931年 7月から 1937年 5月まで続いた「悩める女性へ」、戦後の 1949年 11

月に再開されて現在に至っている「人生案内」の 3つの欄に掲載された記事のう

ち、各年について 1つの月を選んで、夫や妻が自分以外の者と恋愛関係や性的関

係を結んだことについて相談がなされている 129件の記事を収集
( 6 )

した。そのなか

から、本稿では、1つの 1960年代の記事と 2つの 2000年代以降の記事を分析の

ために選択した。この 3つの記事を選択する第 2の理由は、これによって、配偶

者の婚外性愛をめぐる相談への回答が、結婚と性愛を排他的に結びつける規範を

用いる限り、論理的に直面しうるある帰結に対して、現代においては、2通りの

対照的な方法を用いて、それとは異なる回答が行われうることを明らかにできる

からである。言い換えれば、取り上げられる 3つの記事は、それぞれの記事が産

出された時点の規範的論理の用法の一端を確かに例証するものである一方で、そ

の時代を代表するものではない。
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3 ロマンティック・ラブ・イデオロギーの破壊的効果

まず、本節では、1962年 3月 12日に掲載された記事を検討する。「昨年春、

妻の不義の動かぬ証拠をつかんでしまった」という 37歳の夫による相談である。

相談者が、「妻に反省を求めたところ「恋愛は私の自由です」と逆に食ってかか

る始末」であり、「一向不安や反省の色」をみせず、「一時は相手の男を殺してや

ろうと思ったこと」もあったが、残された子どものことを考えるとそれもできな

い。「悩み抜いたあげく、九州の家を飛び出して上京」して、現在は東京で働い

ているが、その後に何度も妻に反省を求める手紙を出しても、反省する様子はな

く、「いまもなお不義を重ねて」いる。「愛情は全く消えさったので離婚しようと

も思いますが、子どもの教育を考えるとそれもできかねています。妻は職をもっ

ているので母子ともになんとかやっていけると思いますが、決断がつかず迷って

います」という一文で相談は締めくくられている。

回答の分析をする準備として、手短に確認しておくべきは、人生相談欄は、読

者が自分の抱えている悩みごとについて相談する機会を提供するものであるが、

だからといって、投稿者はどういう悩みごとでも好きなように相談できるわけで

はないということである。言い換えれば、悩みごとが記事のなかで相談されるう

えでは、その場において相談するに値するものであることが誰にでもわかるよう

に組み立てられていなければならない。

この相談においても、相談者は、妻が「不義」を働いており、そして、それを

指摘されても妻が反省しようとしないと非難を行っているが、このような記述は、

「妻」というカテゴリーを担う者と「夫」というカテゴリーを担う者との間に想

定される権利や義務に支えられている（Sacks 1972a＝1989）。つまり、夫と妻の

間には、性交渉や恋愛の相手をお互いのみに制限するという相互的かつ排他的な

「貞操」の義務が想定されるからこそ、その義務に背く妻のふるまいを夫の悩み

の種として理解することができる。また、義務に背いた妻に対して、夫は「貞

操」を要求する権利を持っていると想定されるからこそ、妻の「恋愛は私の自由

です」という自分のふるまいを反省せずに正当化する言い分が、単に自分が夫に

負っている義務に背いたというだけではなく、義務を負っていることや夫が権利

を持っていること自体をないがしろにするというさらなる問題も含んでいること

がわかる。この妻の反省のなさを非難することは、繰り返し行われており、夫婦

間で問題が生じた場合に最初に想定されるはずの一方の当事者である妻と話し合

うという解決法が取れない事情の説明でもあるという意味で、彼が自分とは個人

的な関係にない人生相談欄の回答者に助言を求める事情の説明にもなっている

（cf. Sacks 1972a＝1989）。このような意味で、この夫の悩みごとやそれがこの場
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で相談するにふさわしいものであることは、夫婦であることとセックスや恋愛と

を排他的なかたちで結びつけること、すなわち、ロマンティック・ラブ・イデオ

ロギーの使用を通じて理解可能になっているのである。

それでは、妻と離婚するかどうかの決断ができないというこの夫の相談に対す

る回答は、どのような論理によって成り立っているのだろうか。作家の小山いと

子による回答は、以下の通りである。

「恋愛は私の自由です」などと妻であり母である立場の女がいえるものか

どうか、奥さんにもわかっていると存じます。売り言葉に買い言葉でつい心

にもないことを口走ることもよくある例ですから、あるいはそうではないか

と考えていました。

お手紙もいくどか読み返してみたのですが残念ながらそうではないようで

す。恋愛結婚で十二年も一緒に暮らしてきたのですから、なぜあなたに愛情

がなくなったのか奥さんの言いぶんも聞いてみなければわかりませんけれど

もお手紙にあらわれたかぎりでは、奥さんはあなたと正しい夫婦の生活をし

てゆく意思はないように思われます。離婚を前提として一度よく話し合って

ごらんなさい。お子さんはいま奥さんといるのなら籍はどっちにしても当分

奥さんのほうでお育てになったほうがよいと思われます。あなたは応分の養

育料を月々送金なさるように。

三十七歳といえばまだこれからです。再婚の相手はあると思います。愛情

のなくなった男と女がにくみ合いながらなやんで一生を送るより、思い切っ

て新しい出発をして心機一転なさるほうをおすすめします…。

回答者は妻に恋愛の自由はないと確認することによって、相談者による妻への

非難にまずは同調した後で、反省の様子を見せない妻の思うところについて「考

えていました」と推論を巡らせていたことを提示してみせる。そして、この推論

を巡らせていたことの提示は、相談者が離婚するという選択について判断を下す

にあたっては、この妻の反省を欠いたように思えるふるまいが何を意味している

のかを見極める必要があるという理解を示すことによって、相談に対する助言を

行うための準備になっている。

このような準備を踏まえて、回答者は、離婚する方向で妻と話し合うことを勧

める。注目すべきは、この離婚の勧めが、繰り返し、夫婦であることと性愛を結

びつけることによってなされていることである。まず、回答者は、相談者に離婚

を勧める直前に、妻がもう相談者を愛していないことに言及した後で、妻には

「正しい夫婦の生活をしてゆく意思」がないという推論の結果を提示している。

この「正しい夫婦の生活」における「正しさ」は、「不義」を重ねても反省する
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様子がなく、それを正当化する妻のふるまいについて訴える相談者の手紙からそ

れを続ける意思の不在が導かれているので、「貞操」の義務を守ることの「正し

さ」であることがわ
( 7 )

かる。つまり、回答者が離婚を勧めるその理由は、妻に「貞

操」の義務を守る意思がない限り、「正しい」結婚生活を送ることが今後も難し

い状況であるのならば、そのような結婚生活自体が解消すべきものだからである。

加えて、まだ若い相談者には再婚の可能性もあると示唆した後に、夫婦が憎みあ

い、互いに愛情がないという状態はいっそのこと解消すべきものであると述べる

ことも、再び離婚を勧めることに他ならない。

つまり、夫婦であることと性愛を結びつける論理は、相談者が自分以外の相手

と関係を持っている妻や夫を非難するだけではなく、それが反転すれば、回答者

が現行の結婚生活の解消を説くうえでも用いられる。言い換えれば、結婚と性愛

を結びつけることは、結婚生活の「正しさ」を回復するべきであると主張するこ

とを可能にする一方で、「正しさ」を欠いた結婚生活にとって破壊的な効果を持

つので
( 8 )

ある。そして、このような結びつきを用いて、相談者に離婚を勧める回答

は、この記事が掲載された 1960年代に限らず、20世紀初頭から今世紀に至るま

で、様々な時期に見出すことがで
( 9 )

きる。

他方で、収集された 130件の記事のうち、回答者が離婚を勧める回答は 25件

であり、配偶者が自分以外の相手と関係を持っているという相談に対しては、離

婚を勧めるのとは異なる回答のほうが、より頻繁に行われている。そこでは、

往々にして、離婚という選択は回避されるべきものや必要のないものであると位

置づけられることになるが、たとえば、子どものために「正しさ」を欠いた結婚

生活にただ耐えることを勧めるのでもない限り、そのような回答は、結婚と性愛

の関係性をめぐる別様の論理によって可能になっているはずである。特に野田

（2008）が指摘するように、1990年代以降、「人生案内」の離婚相談の回答にお

いて、個人の主体的選択がより尊重されるようになったのだとすると、現代にお

ける離婚を勧めない回答では、ロマンティック・ラブ・イデオロギーの使用に支

えられた配偶者の婚外性愛についての相談に対して、それとは異なる結婚と性愛

をめぐる論理を用いて回答が行われていると考えられる。

それでは、そのような回答は、いかなる結婚と性愛をめぐる論理によって成立

しているのだろうか。次節以降では、この点について、2000年代以降に掲載さ

れた、そして、その回答を支えている論理がある意味で対照的な 2つの記事を題

材にして検討
(10)

する。

4 「浮気の論理」による例外化

2012年 3月 19日に掲載されているのは、「3歳上の夫と結婚して 40年近く」

比較家族史研究 第 33号（2019年 3月 31日）

122



になる 60代の女性からの「夫の女性問題」についての相談で
(11)

ある。夫の交際相

手は、同じ会社に勤める「娘たちと同じぐらいの年齢の派遣社員」である。「夫

はマージャンやパチンコなどが好きで、帰宅が遅いのが常でしたが、女性問題に

は無縁と思っていたので、大変ショック」で、「食事も満足にとれず、眠れなく

て、体調不良の日々が続いて」おり、娘も「恥ずかしい」と嘆いているという。

また、相談者が「やんわり問いつめると夫は逆切れし、さらによそよそしい態度

を取るようになりました。頭の中が混乱しており、精神的にも限界を感じていま

す。私が取るべき道をアドバイス願います」と助言が求められている。前節で取

り上げた相談と同様に、「夫の女性問題」を「問題」として、そして、妻の悩み

の種として理解することができるのは、結婚と性愛との結びつきのもとで、夫と

妻の間に排他的な「貞操」の義務が想定されるからであるという意味で、ロマン

ティック・ラブ・イデオロギーの使用がこの相談の記述を支えている。

作家の眉村卓によるこの相談に対する回答は、以下の通りである。

まず、ご主人とその派遣社員の女性との関係ですが、2人とも真剣であな

たたちの家庭を壊してまで一緒になりたい―というのではない気がします。

お手紙によればご主人は、以前から遊びごとが好きだったようで、今度は

その女性、というのでしょう。ご主人があなたや家庭を捨てるだろうかとか、

その女性がこれからもずっと一生、今のあなたのご主人といい仲でいたいの

だろうかとか、判断してから対処法を考えるべきでしょう。

ただ考えられるのは、ご主人が、あなたや家庭では得られないものを外で

求めているのではないか、ということです。自分の一生をこのままでは終わ

らせたくない、との焦りもあるのかもしれません。

口で言うのは簡単だとあなたは怒るかもしれませんが、ここはやはり北風

よりも太陽でしょう。プライドや体面は二の次として、夫婦での生活や楽し

みを再構築し、ご主人が「のぼせ」から冷めて戻って来るのを待つのが良策

のように思います。

ご主人が破滅覚悟でその女性とどこまでも、というのなら、事は別ですが。

この回答では、まず、相談者の夫と女性の関係について、そこに性交渉や恋愛

感情があるか否かではなく、それが「真剣」であるか否かという基準を用いたう

えで、「真剣」なものではないだろうという推論が行われている。この推論は、

相談者が「夫はマージャンやパチンコなどが好きで、帰宅が遅いのが常でした」

と述べていることを参照して、これらの「遊びごと」と目下の女性関係を並列化

することによって導かれているが、この「真剣」か否かという基準が重要なのは、

それによって夫と女性の関係が相談者の家庭を壊すものであるか否かが、ひいて
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は、相談者がとるべき「対処法」が左右されるからである。そして、問題にどう

対処すべきなのかは関係が「真剣」かどうかによって変わってくるという前提お

よびそれは「真剣」なものではないという推論のもとで、相談者は夫との関係を

よりよいものにすることを自分でも試みながら、夫がその女性と別れるのを待つ

ことを勧められる。

このとき、そもそもの相談では、夫が自分以外の女性と性愛を伴う関係を持っ

ていること自体が問題とされていたのにもかかわらず、回答者が「真剣／遊び」

という区別を持ち込んで、その関係を「遊び」として記述し直すことによって、

目下の関係自体が悩みに値するものであるという含意はかなり弱められている。

言い換えれば、夫の女性関係にショックを受けて体調を崩したり、娘も父親のこ

とを恥じていたり、夫との話し合いは成立しなかったりといった妻が訴えていた

問題が、あるべき家庭からの逸脱という意味で、それこそ「家庭を壊す」ものだ

ったからこそ相談の対象とされていたのに対して、回答においては、それらは離

婚をもたらすものではないという意味で、「家庭を壊す」ものではないという評

価が下される。つまり、妻の相談が、夫婦であることとセックスや恋愛とを排他

的なかたちで結びつけるロマンティック・ラブ・イデオロギーを用いて、自らの

家庭を問題化することによって成り立っているのに対して、この結びつきを相談

者からそのまま引き継ぐのではなく、「貞操」の義務の排他性から夫と女性との

関係の性質へと目下の焦点を移すことによって、夫が「その女性とどこまでも」

関係を続けるつもりではない限りにおいて、結婚生活の継続を示唆する回答者の

助言は可能になっているのである。

以上のように、この回答は、婚外の性愛関係が「真剣」かそうでないかを区別

するいわば「浮気の論理」を用いて、後者に該当する関係を例外化して、その非

難可能性を大幅に弱めることによって成立している。そして、前節で指摘したよ

うに、ロマンティック・ラブ・イデオロギーの使用が離婚の勧めにつながりうる

ことを踏まえるならば、この「浮気の論理」の回答者にとっての実践的な意義は

明らかだろう。すなわち、「浮気の論理」による例外化とは、相談者の夫や妻が

配偶者以外の相手と関係を持っているという状態を即座に解消することは見込め

ない一方で、夫婦であることと性愛とを排他的に結びつけることが離婚という選

択肢を導くという規範的制約のもとにある回答者が、結婚生活の継続という選択

肢を示すうえでの 1つの解法なので
(12)

ある。

ここで確認しておくべきは、ロマンティック・ラブ・イデオロギーによって可

能となる非難に「浮気の論理」が応接するという関係にあるという意味で、「浮

気の論理」はロマンティック・ラブ・イデオロギーを論理的な前提としていると

いうことである。つまり、ロマンティック・ラブ・イデオロギーを通じて行われ

る夫の「女性問題」についての相談に対する回答が、相談を可能にしている結婚
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と性愛の排他的な結びつきを前提にしながら、関係が「本気」ではないという条

件を付加的に導入することによって、それが非難に値するものだという含意を弱

めることを通じて成立している。言い換えれば、婚外のセックスや恋愛は結婚に

とって破壊的でありうるのと同時に、それを例外化することによって、その破壊

力から結婚を「防衛」しようとすることも可能であり続けているのが（cf. 井上

1973）、現代の日本社会だということをこの回答は示して
(13)

いる。

5 ロマンティック・ラブ・イデオロギーの解体による「不倫」

の無関連化

他方で、配偶者の婚外性愛についての相談に対して、離婚を勧めるのではない

回答をすることは、「浮気の論理」による例外化とは対照的な結婚と性愛をめぐ

る論理によっても行われうる。本節では、2005年 3月 21日に掲載された相談を

題材として、この点について検討する。相談者は「結婚して 30年」の「常勤」

で働く女性であり、両親の介護も終わり、3人の子どもも成人して、「ほっとし

たのもつかのま」のところで、「夫の不倫」に気づいた。「（相手の女性には）も

う会わない」という夫の言葉を信じていたが、それは「ポーズ」に過ぎず、夫の

友人に相談したところ、夫は「20年以上もつきあっている。堕胎もさせた。責

任があって、今更、つきあいはやめられない」とその友人に言ったという。夫は

重い糖尿病でインシュリンを打っているが、「食事の配慮は何だったのかと情け

ない気持ちでいっぱい」で、現在は夫とは全く会話ができなくなった。「今後、

どう対処していけばいいか。子どもたちには伝えるべきか悩んでいます」という

相談である。

夫が自分以外の相手と関係を持っていると知った妻が、そのことに悩んで相談

をする。このことは、前節で検討した記事と同様である。異なるのは、その関係

が 20年以上も続いており、夫が彼女への責任があるとまで述べていることであ

る。つまり、この夫と女性の関係は、前節の相談と同じく夫の「女性問題」では

あっても、「真剣／遊び」という区別のもとで、「遊び」と記述することが難しい。

そして、だからこそ、この関係を記述するにあたっては、「不倫」という語が選

ばれているようにみえる。たとえば、「浮気に身を捧げる」と述べることはふつ

うはできなくても、「不倫に身を捧げる」と述べることはできることからもわか

るように、「不倫」は関係の真剣さとも結びつきうる概念で
(14)

ある。そして、この

妻による夫の女性関係に気づいたという記述においても、「不倫」は後でより詳

しく描写される関係の「真剣さ」とも結びつきうる概念として用いられていると

考えられる。

そして、この夫の「不倫」が相談の対象となるとき、夫の婚外での関係が「真
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剣」なものであり、「浮気の論理」によって例外化することは難しい以上、結婚

と性愛の排他的な結びつきのもとでは、相談者の結婚生活にとって破壊的な含意

を持つようにも思える。しかし、作家の久田恵による回答は、以下のように、相

談者に離婚を勧めるものではない。

夫の不倫が 20年。あなたにすれば、家族に献身してきたこれまでの自分

の人生が全否定されてしまった心境だと思います。悔しいと思います。でも、

どうぞ考えてみてください。

あなたの人生は、夫との関係だけに集約されるほど貧しいものではなかっ

たはずです。仕事での評価、子育ての喜び、友人との交流、介護した両親と

のかかわりなど。困難も含めてたくさんの豊かなドラマに彩られていたはず

です。

夫婦の人生がぴったり重なっているとは幻想で、夫は、あなたの人生にと

ってはある部分。あなたは、あなたで夫とは別の固有の人生をしっかり生き

てきたのだと思います。その納得が大事です。それができれば、あなたの今

後の選択が自然と定まる気がします。

過去に悶々（もんもん）とするより、子育ても終えて親を卒業したのです

から、この際、夫婦も卒業し、「今後は自分のためにだけ楽しいことをして

生きる」、そう宣言してしまう道もあるかと思います。ちなみに、私なら、

あえて傷つける必要もないので子どもには言わないでしょう。

回答者はまず、20年もの長きにわたって夫が「不倫」をしていたことが相談

者にもたらす苦しみの大きさに共感を示したうえで、彼女に自分の人生の豊かさ

に目を向けるように促す。それはロマンティック・ラブ・イデオロギーの観点か

らは「正しさ」を欠くものであった夫との結婚生活は、とはいえ、彼女の人生に

とって一部分に過ぎず、自分の人生は夫の人生とは区別して考えることができる

という認識を促すことでもある。このような区別可能性の認識が促されるのは、

「今後の選択が自然と定まる」と述べられているように、相談者が現状にどのよ

うに対処すべきかを、その認識が導くからであり、つまりは、それが回答者によ

る助言を受け入れるための条件になっているからである。そのうえで、回答者は、

夫婦を「卒業」すること、そして、これからは自分のためだけに楽しく生きると

夫や周囲に宣言することを勧めている。

重要なのは、この夫婦の「卒業」の勧めが、先述のように、離婚の勧めではな

いということである。この「卒業」の勧めは、相談者が子育てを終えて親を「卒

業」したことに言及した後になされている。相談者が自分の子どもの親であるこ

と自体は、子どもが何歳になっても変わることがないが、ここでは「子育て」、
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つまり「親」として「子ども」の世話に責任を持つ時期が終わったことが、「子

育て」という活動と「親」というカテゴリーの規範的な結びつきのもとで

（Sacks [1972b] 1974）、親の「卒業」であると記述されている。そして、この親

の「卒業」という記述の後に並置されることによって、夫婦を「卒業」すること

の勧めは、「子育て」をすることがなくなっても相談者とその子どもが親子であ

ることは変わらないのと同様に、相談者と夫が夫婦であることは維持したままで、

「妻」と「夫」との間にふつうは規範的に想定される事柄を期待する時期を終わ

りにすることの勧めであるとわかるようになっている。そして、その規範的に想

定される事柄とは、具体的には、夫がそれを守らなかったことが相談のそもそも

の理由である「貞操」の義務や、糖尿病を患う夫に彼女が行ってきた食事の配慮

である。これらを前提にしたり実践したりすることをやめることによって、夫の

「不倫」について悔しがったり、夫の世話をこのまま続けたりするのではなく、

夫とは独立した自分の人生を楽しく生きることが可能に
(15)

なる。つまり、ここで勧

められているのは、ふつうは夫婦の間に想定される権利や義務を見直すことであ

り、それはすなわち、夫婦であることと性愛の排他的な結びつきを切断すること

の勧めでもある。

このように、夫婦であることと性愛の結びつきを切断することによって、夫の

「不倫」は、たとえ「浮気」ではない「真剣」な関係であっても、妻の人生とは

関連のないものとして、したがって必ずしも離婚を導くのではないものとして、

記述することができる。それは、ロマンティック・ラブ・イデオロギーからの逸

脱によって相談者に生じている悩みに対して、ロマンティック・ラブ・イデオロ

ギーは前提として、婚外での関係の「真剣さ」などに照らしてあくまで個別的に

例外化する「浮気の論理」とは異なり、いうなれば当のロマンティック・ラブ・

イデオロギーを解体することによって、悩みをそれが成立する条件の次元で解消

する方法の提案である。したがって、前節の最後で述べたことに付け加えるなら、

婚外の性愛が結婚生活にとって持つ破壊的な含意に対して、「浮気の論理」によ

って結婚を個別的に「防衛」することが可能であるのと同時に、ロマンティッ

ク・ラブ・イデオロギーの解体によって原理的にその含意を消失させることもで

きるのが日本社会の現在である。つまり、現代の日本社会では、「浮気の論理」

とロマンティック・ラブ・イデオロギーの解体という異なる 2つの規範的論理の

用法のいずれもが、配偶者の婚外性愛についての相談に対する回答において利用

可能になっているのである。

6 むすびにかえて

本稿では、新聞紙上における人生相談に対する回答を題材として、配偶者の婚
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外性愛について語るという実践が、どのような結婚と性愛をめぐる規範的論理に

よって可能になっているのかを例証することを試みた。その結果として、以下の

ことが明らかになった。まず、性愛と結婚を結びつけるロマンティック・ラブ・

イデオロギーは、相談者による配偶者の非難を可能にする一方で、「正しさ」を

欠いた結婚の解消を回答者が説くうえでも用いられる。それに対して、この結び

つきを前提として、個別的に婚外の関係が「真剣」か否かを区別する「浮気の論

理」を用いること、さらには、配偶者が「真剣」な「不倫」関係にある場合でも、

夫婦であることと性愛の結びつきを切断することを通じて配偶者の「不倫」と自

分の人生を原理的に無関連化することによって、離婚を勧めるのではない回答が

現代の日本社会では可能になっている。

このような記述は、あくまでそれぞれのテクストを生み出したり理解したりす

る人々による規範の用法を例証するものであって、日本社会におけるロマンティ

ック・ラブ・イデオロギーの通時的な変化を俯瞰するものではもちろんない。と

はいえ、結婚と性愛を排他的に結びつける規範を用いる限り論理的に直面しうる

離婚の勧めという帰結に対して、現代においては、2通りの方法を用いて、それ

とは異なる回答が行われうるという知見は、婚外性愛を語るという実践において

結婚と性愛をめぐる規範的論理を人々がどのように用いているのかについて、現

状の一端を明らかにするものであるだろう。つまり、例外化はあくまで例外化で

あるという意味で、ロマンティック・ラブ・イデオロギーは高度経済成長期まで

と変わらず前提とされうる一方で（cf. 大瀧 2002; 池田 2005）、それとは異なる論

理のもとで配偶者の婚外での性愛を自らの人生と関連のないものと理解するとい

う行為や経験も可能になっており、ここには相反する規範的論理の併存を見てと

ることができる（cf. 松木 2013）。これは配偶者に「貞操」を求める／求められ

ること、例外として「浮気」をする／されること、配偶者の「不倫」と無関係に

人生を楽しむことのいずれもが可能であるがゆえに、配偶者の「不倫」への非難

が失効したり、反対に「浮気」や結婚と性愛を切り離して実践していた「不倫」

が非難を受けたりなど、ある論理のもとでの行為や経験が別の論理のもとで常に

再記述されうるということでもある。このように、配偶者の婚外性愛をめぐる言

説の理解可能性とそれを可能にする規範的論理に注目するという分析方針を採用

することによって、ロマンティック・ラブ・イデオロギーという近代家族の規範

が、婚外性愛をめぐる行為と経験の前提であり続けると同時に、それとは大きく

異なる規範のもとでの行為と経験も可能であるという現在の日本社会における理

解可能性の水準での二重性を明らかにすることができた。

もちろん、本稿による記述は、新聞紙上の人生相談に限っても、結婚と性愛を

めぐる規範的論理の用法の一端を明らかにしたに過ぎないという意味で限定的な

ものであり、まずは回答を支えるより多様な論理の用法の記述という課題が今後
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に残されている。また、ある規範的論理が特定の時期に新たに出現して支配的に

なったり、支配的でなくなり消滅したりする歴史的プロセスを描くことも、具体

的な実践や経験の理解可能性の変容を伴うものとして、日本社会における家族の

近代性の成立やその揺らぎという家族変動を記述することにつながるという意味

で重要である（松木 2017）。これらの課題に取り組むうえでは、より多くの記事

を収集し、分析の対象とすることが不可欠になるだろう。さらに、新聞紙上には

「不倫」を堂々と正当化する記事はおそらく掲載されにくいのに対して、書籍、

雑誌、TV番組や webメディアには、新聞紙上とはまた異なる規範的論理の使

用が観察されると考えられる。このように、様々なメディア上の婚外性愛に関す

る言説を比較して分析することも、本稿で示した方向性を展開するうえでは有効

だろう。以上の通り、本稿はごく探索的な試みであり、多くの課題を残している

が、それらへの取り組みについては別稿を期したい。
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注

（1） この際、よく例に挙げられるのは、1980年代半ばに TVドラマシリ

ーズ『金曜日の妻たちへ』が登場人物の「不倫」を描いて、大きな話

題になったことである（山田 2005; 千田 2011）。

（2） 他方で、結婚がロマンティック・ラブにもとづいていないために、有

配偶者が婚外で性愛関係を持つことが社会的なタブーになっておらず、

結婚生活との「両立」が可能であることが日本社会の特徴だという議

論がある（牟田 1998; Notter 2002）。これは日本の近代家族においては、

夫婦愛が重要なメルクマールとなっていないという指摘や（瀬地山

1997）、夫婦愛は近代家族の普遍的要素であるかもしれないが、「『ロマ

ンティック・ラブ・イデオロギー』と呼ばれてきたものは実際には近

代家族の必要要素ではない」（ノッター 2007: 114）という日米比較にも

とづいた問題提起とも関わっている。これらの議論から示唆されるの

は、有配偶者の婚外性愛に関する規範は、家族の近代性の日本的特徴

を把握するうえでも重要な論点だということである。

（3） 赤川（1999: 289）はここに「『セクシュアリティの近代』の成立」を

見てとっているが、これは近代家族の成立に直結する（ノッター 2007;

比較家族史研究 第 33号（2019年 3月 31日）

129



宮坂 2012）。

（4） 読者からの相談は、掲載時には記者によって再構成されている（読売

新聞社婦人部 1974）。このため、記事になった相談からは読みとりよ

うのない情報が回答に盛り込まれている場合もある。

（5） 具体的には、相談者の夫が家庭にお金を入れていなかったり、相談者

である妻が夫に暴力をふるわれていたりなど、離婚の理由になりうる

他の事情が相談に含まれる場合には、離婚についての回答が結婚と性

愛の関係をめぐる規範に支えられていても、それらの関係が相対的に

見てとりにくくなることも少なくない。言い換えれば、次節以降で取

り上げる 3つの記事は、回答の理解可能性が結婚と性愛の関係をめぐ

る規範に多くを負っており、そのことが見てとりやすいという基準か

ら選択されている。

（6） 野田（2006）は、『読売新聞』の人生相談欄の記事から、夫婦や親子

のありかたを問題化する語りを収集するために、離婚が多いという理

由で 3月分の記事を選んでおり、本稿もそれに倣っている。なお、3

月分の記事がない年のうち、1914年と 1931年は 9月分の記事を、9月

分も記事がない 1949年は 12月分の記事を収集の対象とした。参考ま

でに、年代別の記事数を記すと、1914年〜23年が 10件、1931年〜37

年が 11 件、1949 年〜59 年が 17 件、1960 年〜69 年が 25 件、1970 年

〜79 年が 23 件、1980 年〜89 年が 18 件、1990 年〜99 年が 14 件、

2000年〜15年が 11件である。また、妻からの相談が 115件あるのに

対して、夫からの相談は 14件である。

（7） 回答者はこの結論に至った根拠について、「お手紙もいくどか読み返

してみた」と述べるだけで、相談者が述べていることのどの部分に着

目したかを明確にしていない。なお、注 4で述べておいたように、回

答者が回答を書く際に参照している相談者からの手紙に記された情報

のすべてが、記事の相談部分に盛り込まれているわけではない。

（8） とはいえ、このような結びつきは、夫が何度も浮気を繰り返すので離

婚を考えているという相談に対して、妻がまだ夫を愛していることを

理由に再考が促される 1994年 3月 6日の記事のように、結婚生活の維

持を説くことを可能にする場合もあり、回答者によってどのように用

いられるかはあくまで偶有的である。

（9） たとえば、2008年 3月 29日には、40歳代の主婦からの、3年前から

夫に「好きな女性」がいて、「休日にはデートに出かけ」ているという
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相談が掲載されている。これに対して、回答者は「愛人と好き勝手な

ことをしている」夫は「無責任・不誠実」であると、夫が「貞操」の

義務を守っていないと非難したうえで、「私だったら、許せません」

「離婚すべきかどうか、決心する時がきている」と回答している。それ

ぞれの記事を支えている実践の論理は複雑で、個別の分析を必要とす

るものの、これらの記事と同様に結婚と性愛の排他的な結びつきを用

いて、相談者に離婚を勧める回答は、1915年 3月 21日から 2008年 3

月 29日に至るまで、相談者が夫である場合に限っても、1959年 3月 7

日から 1983年 3月 9日に至るまで存在している。

（10） 2000年代以降に掲載された記事は 11件あり、そのうち離婚を勧め

る記事が 2件である。残りの 9件には、夫との意思疎通や自分の気持

ちを見定めることを促したりと、離婚の是非についての相談者の判断

が明確でない回答も多いのに対して（cf. 池田 2005）、結婚と性愛の関

係をめぐる論理にもっぱら支えられて離婚を勧めるのではない回答が

なされていることが見てとりやすいのが、以下で取り上げる 2つの記

事である。

（11） 本節と次節で検討する 2つの記事は、前節で検討した夫からの相談

の記事とは異なり、妻からの相談の記事であるが、本稿では、相談者

が女性の場合には離婚を勧める回答がなされにくいといった相談者の

ジェンダーに焦点を当てた分析は行わない。参与者が当該の場面にお

いてそれに対する指向を示していないアイデンティティ・カテゴリー

を分析に持ちこむことは、本稿のように、参与者がどのような論理を

用いて実践を組み立てているのかを記述するうえでは避けられるべき

である（cf. Shegloff 1991）。そして、本稿で主に取り上げられている 3

つの記事においては、たとえば、相談者たる妻が離婚すると生活が苦

しくなることへの不安を表明したり、女性であるがゆえの生活上の不

安を理由に回答者が結婚生活の継続を勧めたりといったかたちで、相

談者のジェンダーへの指向を見いだすことはできない。言い換えれば、

いずれも相談者の性別にかかわらず可能な相談および回答である。な

お、注 9で述べたように、妻からの相談に対して離婚を勧める記事が

広いタイムスパンで存在することにも注意されたい。

（12） このような論理は、配偶者の「浮気」に直面した夫や妻、さらには、

「浮気」をしている当人によっても、結婚生活の破綻を回避するために

使用可能なものだろう。
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（13） 井上（1973: 193）は、西欧社会における恋愛結婚の理念についての

知識社会学的考察を展開するなかで、上流貴族社会においては「不義

の公認」は「恋愛の破壊力に対する『社会の自己防衛』」であり、「恋

愛と結婚＝社会秩序との矛盾・敵対を解消せんとする一種の弥縫策」

であったのに対して、「近代市民社会はこの弥縫手段を採用しえなかっ

た」と述べている。ただし、婚外の恋愛が、結婚にとって潜在的な破

壊力を持ち、弥縫の必要をもたらすためには、そもそも恋愛と結婚が

排他的に結びつけられていなければならないだろう。

（14） 本稿による収集の範囲からは外れるが、「妻子ある男性と深い仲」に

なって、「情が移り、つらい毎日を過ごして」いる女性による「一日も

早く不倫をやめたい」という相談や（1987年 3月 14日）、お互いに家

庭があるとわかっていながら男性と交際している女性の、「家族のこと

を考えると心が痛み、一日も早く別れた方がいい」とは思うが、彼へ

の思いが募り、「別れる決心がなかなかつかず、思い悩む毎日を過ごし

ています」という相談に対する「不倫の恋の切なさ、うしろめたさに

悩み続けてください」という回答についても（2003年 3月 21日）、同

様のことが指摘できる。

なお、「不倫」という語は、1980年代半ば以降に、現在のように有

配偶者の婚外性愛を指すために一般的に使われるようになったという

指摘を踏まえれば（氏家 1996; 井上 2010）、このような「不倫」の用法

が可能になったのは早くともこの時期以降だということになる。

（15） この論理は、いわゆる「卒婚」の提案の論理と重なっている（杉山

2004）。
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