恋愛の社会学序説

ー コンフルエント・ラブ

が導く関係の不確定性 ―

山 田 陽 子

本報告は、広島国際学院大学現代社会学部・社会学合同演習「現代社会にみる恋愛」
の一環として、2008年

月21日（土）に広島国際学院大学立町キャンパスにて行なわれ

た公開講義「純化する愛、その不安」の概要である。本講義では、恋愛について社会学
的な観点から講じた。主として、1）ロマンティック・ラブ・イデオロギーと恋愛結婚
の誕生、2）「純粋な関係性」と「コンフルエント・ラブ」（A.Giddens 1992）、3）コンフ
ルエント・ラブが導く関係の不確定性、以上三点について講じている。
受講者は、社会学にまったくなじみのない高校生や一般の方であったため、「恋愛
（資料 ）を作成し、
チェックシート」
講義の前に自らの恋愛観を振り返ってもらうという、

最も身近なところから議論を出発させた。受講者一人一人が普段何気なく抱いている恋
愛に関する様々な規範意識や感覚が、現代社会の成員の多くに共有されている社会意識
であることを示し、そのことを通じて、通常は最も個人的で私的なものと考えられてい
る感情が社会的･外的要因によって規定される側面を持つこと（E.Durkheim 1912）、もし
くは自然で内発的なものであるとみなされている感情が社会的に決められた「感情規則」
（A.Hochschild 1983）に沿う形で経験されていることに対する認識を促すことを目的とし

た。さらには、現代人に共有されている恋愛観や関係性の特徴、不安の来歴について講
（N.Luhmann）
じることによって、社会規範や社会の在り方は常に「別様でもありうること」

を提示し、受講者自らが生きる社会を客観的に観察する契機となればとの期待をこめた。
キーワード：恋愛、純粋な関係性、コンフルエント・ラヴ

1．講義の基本情報
1-1．実施日等
本講義「純化する愛、その不安」は、広島国際学院大学現代社会学部・社会学合同演習「現代社
会にみる恋愛」の一環として、2008年

月21日（土）に広島国際学院大学立町キャンパスにて行な

われた。
1-2．目的
本講義の目的は、三点ある。
一点めは、恋愛について社会学的に考察する視点の提示である。
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二点めは、最もプライベートで個人的な領域に属すると一般には思われている「恋愛」あるいは「恋
愛感情」というものが、実は社会的な広がりをもったものだということに気づいてもらうことであ
る。すなわち、通常は最も個人的で私的なものと考えられている恋愛感情が社会的･外的要因によっ
て規定される側面を持つこと（E.Durkheim 1912）、もしくは自然で内発的なものであるとみなされ
ている恋愛感情が社会的に決められた「感情規則」（A.Hochschild 1983）に沿う形で経験されている
ことに対する認識を促すことである。受講者一人一人が普段何気なく抱いている恋愛に関する様々
な規範意識や感覚が、現代社会の成員の多くに共有されている社会意識であることを示し、そのこ
とによって、個人的なものを起点としつつ社会的なものへの関心を喚起することをねらいとした。
三点めは、個人的なものとみなされている恋愛および恋愛感情にも社会的に規定される側面が多
分にあることを示すことを通じて、現代人が抱えがちな不安や不全感を相対化することである。現
代人は恋愛や友人関係など、対人関係や他者とのコミュニケーションに悩みを抱えることが多いよ
うである。本講義では主として、1）ロマンティック・ラブ・イデオロギーと恋愛結婚の誕生、2）「純
粋な関係性」と「コンフルエント・ラブ」（A.Giddens 1992）、3）コンフルエント・ラブが生み出す
関係の不確定性と不安、以上三点について取り上げる。これらの議論を通して、受講者は現代人に
共有されている恋愛観や関係性の特徴、不安の来歴について知ることになる。社会学的に恋愛につ
いて考察する一つの道筋を示すことによって、恋愛に関するものをはじめとする様々な社会規範や
社会の在り方は常に「別様でもありうること」（N.Luhmann）を提示し、受講者が自らの生きる社
会を客観的に観察する契機になればとの期待を込めた。
1-3．方法
受講者は、これまでに社会学に触れたことのない状態の高校生や一般の方々であった。

割は女

（資料 ）を作成し、
性である。そのため、
「恋愛チェックシート」
恋愛に関する自分の感覚を振り返っ

てもらうところから議論を起こした。「恋愛チェックシート」には、恋愛や結婚について現代人が
抱きがちな考えや不安・悩み、関係性の特徴などを15項目にわたって挙げている。受講者には、講
義の前にチェックシートに記入し、自分の（大げさに言えば）恋愛観について振り返った状態で講
義に臨んでもらう。そして、講義を受ける中で、誰もが日ごろなんとなく感じている事柄の来歴が
順次明らかになるという仕組みである。チェックシートは、雑誌の恋愛記事や占いなどで各種チェッ
クシートやフローチャートに親しんでいる世代に、実感と親しみを持って講義を聴いてもらうため
の仕掛けとして用意した。
また、引用文献には、専門的な文献はもちろんのこと、恋愛や結婚に関する社会学の入門書で特
に読みやすく入手しやすいものを多く挙げるよう配慮した。

2．講義内容の概略
「恋愛チェックシート」（資料 ）には、本講義の三つの要点が含まれている。すなわち、1）「恋
愛結婚」の誕生とロマンティック・ラブ、2）「純粋な関係性」と「コンフルエント・ラブ」、3）「コ
ンフルエント・ラブ」が導く関係の不確定性と関係の意味をめぐる不安である。受講者には、いく
つ当てはまったかを問いかけるところから講義を始める。
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2-1．恋愛結婚の誕生とロマンティック・ラブ
2‑1‑1．恋愛結婚の誕生
まず、チェックシートの

項目「二人が真剣な恋愛をしているなら、その二人は結婚して当然だ」。

これは、「恋愛のゴールには結婚がある」という考え方につながるが、恋愛や結婚のスタイルが多
様化したといわれる現在においても、このように恋愛と結婚を直接結び付ける発想は根強いものが
ある。しかし、こうした考え方の歴史は浅く、日本ではつい40年前まで見合結婚のほうが多かった。
国立社会保障・人口問題研究所が2005年に行った「第13回
する全国調査」【グラフ

出生動向基本調査

結婚と出産に関

】（妻の年齢が50歳未満の夫婦の妻を回答者とする。回収数7296票。戦前の1940

（昭和15）年に第一回調査が行われた）を見ると、戦後60年の間に結婚の仕方が大きく転換したことが

うかがえる。戦前に約

割を占めていた見合結婚は減少をつづけ、1960年代末に恋愛結婚との比率

が逆転している。90年代半ば以降、見合結婚は

割に満たない水準を推移しており、

割近くが恋

愛結婚となっている。
【グラフ
】見合結婚と恋愛結婚（国立社会保障・人口問題研究所）
【グラフ 1】見合結婚と恋愛結婚

次に、チェックシートの

項目「恋愛相手と結婚相手は別である」についてである。現在の感覚

からすれば、こうした考え方は「計算高い」とか「したたか」だという印象をもつ人も多いかもし
れない。だが、概念的にも歴史的にも恋愛と結婚は別物であった。まずはその概念的な区別につい
【表
て、山田昌弘の議論を参考にしてごく簡単にまとめておこう（山田 1994:122-123）

】。

山田によれば、恋愛とは、広義に、特定の相手と心理的・身体的コミュニケーションをとりたい
という欲求や感情を基礎とするものである。たとえば、相手と一緒にいたい、話したい、触れたい
と思うことなどが該当する。それに対して結婚とは、第一義的に、夫婦という労働・経済的単位を
作る社会制度である。「結婚して初めて一人前」と言われることもあるように、夫婦は様々な社会
的場面で一つの単位としてみなされるものであり、関係の安定性と子孫の再生産が第一となる。恋
愛が二者間で完結する個人的結びつきである一方で、結婚は二つのイエや親族を結びつける。経済
状態、社会的地位、身分や階層、育った環境、経済観念、年齢的につりあった者同士が結婚して家
庭をつくり、子どもをもうけること。安定して穏やかな日常生活をおくり、イエを初めとした諸々
の社会秩序を再生産することが結婚の要諦である。
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また、結婚が社会秩序の再生産に貢献する一方、恋愛は社会秩序を乱す危険性をはらんでいる。
誰に、どの時点で恋愛感情を感じるかは、周りの人間はもちろん、当人にさえ予測不可能なもの
である。感情が長続きするとも限らず、一度生じるとコントロールすることが難しい場合も多い。
チェックシートの

項目には「誰かを好きになると、勉強が手につかない」とあるが、恋愛によっ

て地に足のつかない状態になった経験を持つ人は少なくないだろう。それまで成績優秀だった人が
急激に落ちこぼれたり、勤勉なサラリーマンが職務に支障をきたしたり、貞淑な妻が家庭を顧みな
くなり家庭が崩壊したりする場合などがありうる。
さらに、恋に落ちた相手が、結婚相手としてふさわしい相手とは限らない。同様に、結婚相手と
して申し分ない相手に、どうしても胸がときめかないこともありうる。また、結婚後、恋愛感情や
相手を好きだと思う気持ちが持続するとは限らないし、夫婦以外の人に恋愛感情を持たないという
保証は誰にもできない。このように、感情の面でも社会秩序という面でも、恋愛と結婚は別物であ
り、恋愛は結婚制度を常に揺さぶる存在である。
【表
】恋愛と結婚の概念的区別
【表 1】恋愛と結婚の概念的区別

恋愛

結婚

特定の相手と、心理的・身体的コミュニケ

夫婦という労働・経済的単位をつくる社

ーションをとりたいという欲求・感情が基盤

会制度

二人の個人の結びつき

二つのイエ・親族の結合

二人の間で完結

他の社会制度と関連する

情熱的、偶発的

安定性を志向

社会秩序にとって脅威

社会秩序の再生産

こうした概念的な区別とともに、歴史的にも恋愛と結婚は別物だった。恋愛結婚の誕生につい
てはこれまでにも多くの先行研究が提出されているが、大略は以下の通りであろう（井上1973, 山田
1994, 上野1997, 名部2007, 谷本2008）
。

古代ギリシャの貴族の男性の間では、「少年愛」すなわち、美少年との性的関係を結ぶことが理
想とされていた。また、11〜12世紀の中世ヨーロッパの騎士道恋愛においては、騎士が自分よりも
身分の高い既婚の女性（領主の妻など）や貴婦人を理想化する女性崇拝が行われた。騎士道恋愛は、
肉体的にも結婚制度上も報われることを前提としないプラトニックな女性賛美であった。時代が下
り、17〜18世紀の宮廷恋愛では恋愛に性的要素が含まれることとなり、貴婦人が愛人を持つ「不義」
がなかば公に認められるようになる。
少年愛、騎士道恋愛、宮廷恋愛などは、歴史的に恋愛と結婚が別のものだったことを示す例であ
る。これらの恋愛は、婚外・夫婦外で展開されるものであった。言いかえれば、恋愛対象と結婚対
象は別であり、結婚相手を決めていたのは恋愛感情や当人の自由意志ではなく、身分や家柄、財産
などの経済的・社会的要因であったということになる。現代社会にしばしば見受けられる情熱的な
恋愛の結末として幸せな結婚を据える考え方は、まったく自明のものではない。
では、本来的に別物である恋愛と結婚は、いつ頃、どのようにして結びついたのか。それはヨー
ロッパでは19世紀から20世紀にかけて、日本では20世紀も半ばの1960年代のことになる。
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騎士道的恋愛や宮廷恋愛では婚外恋愛が認められていたため、恋愛が結婚制度を脅かすことはな
かった。「不義」を公に認めることで、恋愛が社会秩序を破壊する危険性は緩和されていたのである。
だが、フランス革命以降、貴族に代わって近代ブルジョワジーが台頭する頃より、そうした状況に
変化がみられるようになる。この頃、生殖を目的としない性交渉を姦淫・罪とみなすキリスト教倫
理が広まったことから、「不義」は受け容れられないものとなっていった。ここにきて恋愛は、「家
族的秩序や階級的秩序を脅かす危険物」（谷本2008: 71）になった。
こうした恋愛と結婚の対立を解消すべく登場するのが恋愛結婚のイデオロギーである。恋愛結婚
イデオロギーは、個人主義的意識の高まりを背景として普及した。「恋愛を経て、愛する人と結婚
する」というイデオロギーは、「個人」や「自由」という進歩的なイメージを人々に与えつつ、社
会秩序を脅かしかねない恋愛を結婚という社会制度の中に取り込むことを容易にした（同書 : 71）。
井上俊によれば、恋愛結婚イデオロギーは、「一方において『自由』や『進歩』の美しい外衣をま
というるとともに、他方では恋愛という『無政府的な力』を結婚という社会制度に組み込んでしま
うことによって恋愛からその牙を抜くという機能」（井上1973: 195）を果たした。
すなわち、もともと相性の悪かった恋愛と結婚は、「愛する人と結婚する」という形で結婚した
のである。そして、この恋愛結婚の誕生を下支えしたのがロマンティック・ラブであった。
2‑1‑2．ロマンティック・ラブの特徴
ロマンティック・ラブの特徴は、大まかに言って次の四点である。1）自らの意志や感情にもと
づき、交際相手や配偶者を選ぶ（愛の個人主義）、2）愛のゴールには結婚がある（恋愛結婚）、3）いっ
たん結婚すれば、配偶者以外の異性と性交渉や親密な交際をしない（性・愛・結婚の三位一体）、4）
一人の人と添い遂げる（関係の永続性）。すなわち、自らの意志や感情にもとづいて交際相手や配偶
者を選ぶことを肯定し、自分が選んだ相手と恋愛を経て結婚する。一度結婚すれば、配偶者以外の
人とは恋愛せず、一生添い遂げる。この点にこそロマンティック・ラブの特徴が見出される。
本講における「恋愛チェックシート」でいえば、「4．誰と恋愛するか、誰と結婚するかは、自分
で決める」（愛の個人主義）、
「3. 二人が真剣な恋愛をしているなら、その二人は結婚して当然だ」（恋
愛結婚）、
「5．交際相手や配偶者以外の異性と親密な関係になるのは、罪である」（性・愛・結婚の三
位一体）
、
「6．いったん結婚すれば、死が二人を分かつまで、二人の愛は永遠である」（関係の永続性）

が該当する。こうした考え方は、映画や小説、ドラマなどで再生産され続け、現在も根強いもので
ある。
2‑1‑3．ロマンティック・ラブと性別役割分業との関連
ロマンティック・ラブは、18-19世紀の西欧社会に誕生し、日本には1960年代半ばに一般にも浸
透した。それは、近代家族の誕生や、家族愛・母性愛のイデオロギーと同時期に発生したものであ
り、性別役割分業と関連が深い（江原・山田 2008）。
戦後の日本企業では、終身雇用と年功序列の賃金体系が「サラリーマンと専業主婦、子ども

・

人」型家族の夢を支えていた。「男性は外で仕事、女性は家庭で家事・育児」、そうしていればお
のずと生活水準も上昇すると誰もが信じていた頃、
「専業主婦」の数も爆発的に増加する。ジェンダー
による役割分担を遂行することで「豊かな生活」に近づくことができる、そしてそれがお互いへの
「愛情の証」でもあるとみなされていた時代。そうした時代には、男性の愛情とは、妻を外敵から守っ
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たり経済的に養ったりすることだとされ、その一方、女性の愛情とは、自分を犠牲にして夫や家族
をサポートしたり、身の回りの世話をすることだと理解されていた。そして、「女性たちにとって、
ロマンティック・ラブという夢は、残念なことに、しばしば容赦ない家庭生活への隷属へとつながっ
た」（Giddens1992:62=1995:96）。
性別役割分業に沿ってお互いが役割を果たすこと、それが愛情表現であるという図式は、ある意
味で非常にシンプルでわかりやすいものである。というのも、夫は経済的責任さえ果たせば、一方、
妻は家事育児さえこなせば、お互いに愛情があると思い込むことができるためである。そうした関
係においては、二人の関係性について逐一反省的に振り返ったり、関係性の維持に没頭したりする
必要がない。つまり、自ら選んだ相手と恋愛を経て結婚し、貞操を守って生涯をともにするロマン
ティック・ラブにおいては、「夫／妻」という外面的な役割さえ滞りなく遂行していれば、愛の内
実はブラックボックスのまま留め置かれた。
2-2．「コンフルエント・ラブ」の登場
1980年代頃より、経済成長の鈍化や不況、雇用の不安定化などによって、「サラリーマン／専業
主婦」型夫婦は行き詰まりを迎える。また、価値観やライフスタイルの多様化、女性の社会進出と
経済的自立、性的解放などによって、性別役割分業も流動化する。そうした中で、従来のステレオ
タイプ化された性別役割の遂行だけでは愛情を感じにくくなる場面が増え、代わって、密にコミュ
ニケーションをとることにこそ愛情を見出す人々が多くなる。
ギデンズによれば、「ロマンティック・ラブの理想は、女性の性的解放と自立を求める圧力のも
とで崩壊する傾向にある」。そして、新しい愛の形態、「コンフルエント・ラブ」（Giddens1992:61=
1995:95）が生まれつつあるという。

ギデンズのいう「コンフルエント・ラブ（Conﬂuent Love）」とは、「融合する愛、合流する愛」
のことを指す。その特徴は、1）能動的で対等な関係のもとに、感情をやりとりする。ステレオタ
イプ化された役割遂行よりも、相互のコミュニケーションを重視し、相手の性格や人間性を知り、
理解することに価値を置く。2）年収の多寡やかいがいしく世話を焼くか否かよりも、相手に対し
てどれだけ心を開くか、無防備に自分をさらけだせるかによって愛情を量る。3）関係の永続性よ
りも、流動性を特徴とする。相手や相手との関係性に満足しない場合、別れることも大いにありえ
る（ibid:94-98）。
ギ デ ン ズ は、 コ ン フ ル エ ン ト・ ラ ブ を よ り よ く 理 解 す る た め に、「 純 粋 な 関 係 性（pure
relationship）
」（ibid.:58=90）というキーワードを援用する。「純粋な関係性」とは、人と人との結び

つき（恋愛関係に限ったものではない）が、その関係がもたらす精神的充足や価値によってのみ構成・
維持されている状態である。関係性の構築や維持は、経済や法律などの外的要因ではなく、互いの
自発的な感情に基づいておこなわれる。そのため、
「純粋な関係性」
においては相互コミュニケーショ
ンや意志の疎通、互いに理解しあうことが重要となる。
この観点からすれば、気持ちは冷え切っているのに、離婚すれば社会的立場や生活レベルが低下
するという理由で別れない夫婦は「不純（impure）」であるとみなされる。社会的経済的要因によっ
て結びついている夫婦は、従来であれば特に非難されるべきものではなかったはずであるが、近年
では「仮面夫婦」という形で揶揄される対象となる。
このような「コンフルエント・ラブ」やそれを下支えする「純粋な関係性」が一般化しているこ
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とは各種社会調査によっても示唆されている。離婚件数及び離婚率の年次推移（平成19年度人口動態
統計

厚生労働省）
【グラフ

】をみると、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、同46年には10万組

を超えた。近年では、熟年離婚も多く見られる。経済的に苦しくなっても敢えて別れを選択する妻
たちの言い分は、「会話がなく、コミュニケーションが成立しない夫と老後を過ごすよりも、一人
のほうが気楽で充実する」、「 風呂、メシ、寝る

だけの夫なんて言語道断！」というものが多い。

【グラフ
【グラフ 】離婚件数及び離婚率の年次推移（厚生労働省）
2】離婚件数及び離婚率の年次推移

また、大学生765名を対象した「別れの理由」に関する調査では、恋人との別離理由として「性
格の不一致」「価値観の違い」「考え方の相違」が最も多く挙がっている（谷本2008：184-208）。これ
は、現代の恋愛事情においては、性格や価値観・考え方など、感覚的なものの一致や精神的充足が
重視されていることを示している。本講の「恋愛チェックシート」においても、「7. 交際相手や結
婚相手には、趣味やフィーリングなど、感覚的なものの一致を求める」、
「8. 恋愛や結婚において重
要なのは、相手とのコミュニケーション、意思の疎通、互いに理解しあうことである」、
「9. いくら
お金持ちやルックスが良くても、価値観や性格の合わない人とは交際・結婚したくない」の各項目
にチェックを入れた人は多いのではないだろうか。
2-3．「コンフルエント・ラブ」が導く関係の不確定性
ロマンティック・ラブからコンフルエント･ラブへの移行によって、どのような現象が生じるの
だろうか。ここでは、「純粋な関係性がもたらす不安」（名部 2007: 12-15）について整理している名
部圭一の議論を参照しながら、コンフルエント・ラブがもたらす関係の不確定性について指摘して
おきたい。それは、現代社会における恋愛の諸相を確認することでもある。
2‑3‑1．関係の持続性をめぐる不安
純粋な関係性は、個々人の感情や自発的意志によって構築、維持されるものである。それは、社
会的役割や経済的要因、法的拘束などの外的要素に縛られず、個々人の感情や気持ちといった不安
定であいまいなものに基礎をおく。そのため、相手や相手との関係性それ自体に魅力を感じなくな
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れば、当の関係はいつでも自由に終わらせることが可能であり、関係にまつわる不確定要素を常に
含みこむことになる。つまり、コンフルエント・ラブは流動的であることを特徴とするがゆえに、
非常に脆弱なものである。
したがって、「いつ、この関係が終わってしまうかわからない」という漠然とした不安が現代人
の胸を去来する。チェックシートの「10．交際相手からメールの返信がないと、不安になる」、
「11．
交際相手が浮かない顔をしていると、『私、嫌われたのかな？』と心配になる」などは、そうした
不安の典型例である。
さらに、この種の漠然とした不安は、常に関係性のメンテナンスを行なうような振る舞いを生じ
させる。特に用件がなくとも一日に何往復もメールのやり取りをしたり電話をしたり。返信や電話
がないと不安になったりイラついたり。たいした内容でなくともメールや電話があると、妙に嬉し
かったりホッとしたり。このようなメールや電話をめぐる悲喜こもごもは、相手とつながることそ
れ自体やコミュニケーションすることそれ自体が目的となることによって導かれるものである。
さらに、関係の持続性をめぐる不安にはもう一つの型がある。現代の恋愛では交際相手や結婚相
手を自分自身で選択するため、「本当にこれでよかったのか」、「他に良い人が現れるのではないか」
という不安や迷いが生じるのである。社会経済的条件よりも当人の意志や感情といった不確定なも
のによって相手を選ぶことによって、誰を選んでも幸せになれるはずなのに誰を選んでも幸せにな
りきれないという現象が生じる。不全感が常につきまとい、自分の気持ちに確信が持つことが難し
い。チェックシートの「12．交際相手が自分をずっと好きでいてくれるのか、確信がもてない」、
「13．
交際相手がいても、『もっといい人が現れるかもしれない』と密かに思っている」といった項目に
チェックをした人は、この種の迷いや不全感につきまとわれている人だといえるだろう。自由に選
択できるからこその不安や迷いは、時に負担となる。
2‑3‑2．関係の意味をめぐる不安
「純粋な関係性」は、恋愛関係に限らず、友人関係にも当てはまるものである。金銭の介在や損
得勘定抜きの親しさが存在するとき、人はそれを美しき友情と呼ぶ。このような親密な関係が高度
に純化すると、いかに良い関係が継続していても、それが「恋人関係」である保証にならなくなる。
すなわち、関係性の純度が高まると、友人／恋人の区別が曖昧化し、関係の未確定性が新たな不安
や迷い−「あの人は一体、私をどう思っているのか？」−を呼び寄せる。チェックシートで言えば、
「14．『けっこう仲良くはなったけれど･･･、これって付き合ってるって言えるのかな？私たちの関
係って何？友達？恋人？』と思った経験がある」がこれに該当する。
さらに、関係の意味をめぐる不安は、関係を確定させることを先送りすることにも通じる。チェッ
クシートの「15．告白して振られるぐらいなら、仲のよい友達のままでいたほうが良い」というよ
うに、あいまいな関係のままたゆたおうとする男女もあれば、「結婚するつもりはあるのか？」と
恋人に尋ねる勇気がないまま、なんとなく独身をつづけるといったケースも報告されている。婚姻
【グラフ
件数及び婚姻率の年次推移（平成19年度人口動態統計 厚生労働省）

】を見てみると、近年、

婚姻率は低下し、未婚率と初婚年齢は上昇しているが、こうした現象も関係確定の先送りという観
点から考察することが可能であろう。少子高齢化はコンフルエント・ラブと関連している。
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【グラフ 3】婚姻件数及び婚姻率の年次推移
【グラフ
】婚姻件数及び婚姻率の年次推移（厚生労働省）

3．結びに代えて
ここまで、恋愛に関するいくつかの社会学的研究を紹介することによって、恋愛の社会性につい
て提示してきた。一般的には私的で個人的なものと考えられている恋愛や恋愛感情、恋の悩みや不
安にも、当該社会の構造や時代の状況といった社会的要因が常に絡んでいる。感情には、社会的・
外的要因によって規定される側面がある。どのような場面でどのような種類の感情をどのように表
出すべきかをとり決める「感情規則」（A. Hochschild 1963）に沿う形で感情が経験されることも多い。
社会学は、恋愛に関する社会規範や場のコード、社会がどのような恋愛・恋愛感情を正当とみな
し、どのような恋愛・恋愛感情を正当とみなさなかったのか、人々はその中でどのような恋愛行動
をとってきたのかなどについて量的・質的調査によって明らかにすることができる。恋愛には人間
の最も強い感情や情熱が表出されやすいため、社会と個人のあり様を観察するには恋愛は格好の素
材となりうる。
本講義においては、主としてギデンズの議論を中心に提示したが、親密な領域が純化し、社会的
経済的要因や道徳的拘束などの外堀がなくなることによって愛や結婚が不安定化することは R. ベ
ラーも早くから指摘している（Bellah,R.N.1985=1991:102-136）。ベラーとギデンズとの相違点は、社
会的なものによって関係に枠がはめられにくくなること、他者との関係性において個人的な意志や
感情が優位になることによって関係が不安定化する点をいかに評価するかという点であろう。さら
に、N. ルーマンは、愛が不確定で曖昧なものであるがゆえにこそ、絶え間ない愛をめぐるコミュ
ニケーションが接続されうるのだとして、恋愛に関するより理論的で原理的な議論を展開している
（Luhmann 1982=2005）
。量的・質的調査研究や社会史的研究によって恋愛にアプローチするとともに、

恋愛に関する理論的研究の今後も期待される。
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【資料

】
【資料 1】
恋愛チェックシート

あなたは、どう思いますか？
あなたの感覚に合致する項目にチェックを入れてください。考えすぎず、直感でどうぞ。

1．□

誰かを好きになると、勉強が手につかない。

2．□

恋愛相手と結婚相手は別である。

3．□

二人が真剣な恋愛をしているなら、その二人は結婚して当然だ。

4．□

誰と恋愛するか、誰と結婚するかは、自分で決める。

5．□

交際相手や配偶者以外の異性と親密な関係になるのは、罪である。

6．□

いったん結婚すれば、死が二人を分かつまで二人の愛は永遠である。

7．□

交際相手や結婚相手には、趣味やフィーリングなど、感覚的なものの一致を求める。

8．□

恋愛や結婚において重要なのは、相手とのコミュニケーション、意思の疎通、互いに理
解しあうことである。

9．□

いくらお金持ちやルックスが良くても、価値観や性格の合わない人とは交際・結婚したくない。

10．□

交際相手からメールの返信がないと、不安になる。

11．□

交際相手が浮かない顔をしていると、「私、嫌われたのかな？」と心配になる。

12．□

交際相手が自分をずっと好きでいてくれるのか、確信がもてない。

13．□

交際相手がいても、「もっといい人が現れるかもしれない」と密かに思っている。

14．□

「けっこう仲良くはなったけれど･･･、これって付き合ってるって言えるのかな？私たちの関係って
何？友達？恋人？」と思った経験がある。

15．□

告白して振られるぐらいなら、仲のよい友達のままでいたほうが良い。
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Introduction to Sociology of Love:
Contingent Relationship arisen from Conﬂuent Love
Yoko YAMADA
This paper is the summary of open seminar “Purifying Love and Anxiety” at Hiroshima
Kokusai Gakuin University on 21th June, 2008. In this seminar, I lectured on Love in late
modern age from the viewpoint of sociology. That is to say, 1）romantic love ideology and the
invention of love marriage, 2）“Pure relationship” and “Conﬂuent Love”（A.Giddens 1992）, 3）
contingency of relationship arisen from “Conﬂuent Love”.
In this lecture, I try to show that feeling about love is not only private or personal one but
also social. In other words, Manʼs Feeling or emotion are regulated by “the social”（E.Durkheim
1912, A.Hochschild 1983）. Besides, Discussing the features of love, “pure relationship” and
origins of anxiety today, I clarify the forms of love and social norm about love is essentially
“contingent”（N.Luhmann 1982）. I hope for audience to gain sociological perception about love
and above all “the social” through this lecture.
Kay Words: Love, Pure relationship, Conﬂuent Love
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