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北海道大学大学院教育学研究院紀要

第129号　2017年12月

夫妻の権力関係：権力の過程に焦点を当てて

孫　　　詩　彧＊

【要旨】　本研究は権力過程に焦点を当て，先行研究を批判的に整理するものである。夫妻の権

力関係を議論する際，研究者による測定と当事者自らの評価に不一致が見られた。それを説明

するため，権力がどのように作用するかの過程に注目して研究がなされてきた。これまでの研

究では次の二つの次元から過程が捉えられてきた。第一に「家庭内重大事項の最終的意思決定

に至るまでのプロセス」，第二に夫妻の権力関係そのものが形成されるプロセスが挙げられる。

資源の内容を経済的から文化的，情緒的なものなどに広げつつ，社会構造と関連付けて夫妻間

の意識的・無意識的な交渉，依存関係，権力の顕在的・潜在的・不可視的な形とその規定要因

が議論されてきた。だがほとんどの研究は権力を客体化し，能力として捉えるため，権力の過

程が二次的な存在となる。この問題は近年の研究において指摘され，権力を関係として捉え直

す視点から研究が展開されつつある。

【キーワード】夫妻間の権力，権力の過程，権力の定義

１．はじめに

　本研究の目的は，権力を「基盤（base）」，「過程（process）」，「結果（outcomes）」という

三つの要素に分けてダイナミックスに捉える枠組において，権力の「過程」に焦点を当てて先

行研究を批判的に整理することである。具体的には，①夫妻の権力関係を取り巻く研究はなぜ

権力の過程に目を向けるようになったのか，もしくは権力の過程に着目することでなにが見え

るのか。②過程に焦点を当てるために，どのような研究がなされてきたのか。③その到達点を

踏まえつつ，今後に向けてどのような課題があるのかを中心に展開する。

 この研究は夫妻間の権力関係を議論する前段階に位置付くものである。家族に潜む権力は

往々にして捉えにくいものとされ，これまでの研究は主に，権力の測定と規定要因を課題とし

て展開してきた。それについては善積・高橋（2000），岩間（2005），松信（2015）が整理して

いる。また，権力研究以外に夫妻の役割分担，家計管理，賃金労働などをめぐる議論では，権

力の視点から分析枠組を立てるものもあり，近隣分野から家族内の権力に迫っている。そのう

ち，日本の家族研究は欧米の権力理論を踏まえて展開しているものが多く，権力はどのような

ものと位置づけられ，権力という視点を取り入れることで家族の問題をいかに説明できるかの

議論がなされている。本研究では，家族内の権力を捉えて議論する際，特に権力の「過程」が

どのように捉えられてきたのかに着目し，権力研究と権力の視点を用いた家族研究両方を含め

て考察を進める。

　社会構造において男女の資源が権力関係に及ぼす影響，および文化的・経済的背景を踏まえ
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て行われた夫妻間の交換と交渉が，家族内の権力構造の議論における主となる二つの視点であ

る。それぞれ資源理論と交換理論を発展させ，権力研究に大きな影響を及ぼしている。一方，

女性の社会進出，高学歴化によって男女間の資源格差が縮小し，共働き家庭が増え，男性の育

児参加も推奨されている。ただしそれで夫妻の対等が実現したとは言えないことが指摘された

（永井・松田2007）。家事育児などの役割分担が女性に偏り，特に社会進出した女性が仕事をし

ながらも家事育児を主に担うという二重役割が問題視されている。夫妻の平等や権力関係に対

する女性の思いを聞いた結果，男性の育児参加と女性自身の所得増加で主観的に自らの権力を

高く評価する傾向を示す一方，男性に対する期待が高くなり，逆に分担の不平等などを感じる

ことが報告された（舩橋2000；2006，李2008）。これは，研究者が夫妻間の権力を測るときの

指標と当事者の夫妻たちが自分の権力関係を評価する時の指標に不一致が存在していることを

示すものでもある。

 不平等な家事分担に関して，当事者がそれを正当化する理由を舩橋（2006）は六つの面（1）

から整理した。またフェミニズムの視点では，家事分担の偏りが存在し続けることは家父長制

に影響された女性たちによるジェンダー規範の実践（doing gender）であるとの指摘もなさ

れている。権力測定において見られた客観と主観の差を説明するため，既存理論の補足と修正

に向けて権力の過程が論じられるようになった。そこでは二つの次元から過程を捉えようとし

てきた。岩間（2005）によれば，「過程」とは家族メンバーの相互作用に焦点を当てるもので

あり，家族の話し合いや意思決定，問題解決，葛藤対応，危機管理などが含まれている。資源

を権力の基盤と想定し，意思決定を権力の結果と見なしつつ，「最終的な意思決定に至るまで

の動的プロセス」を説明しようとするのが権力の過程をめぐる第一次元の議論である。

　善積と高橋（2000）の整理では，夫妻の権力関係をめぐる研究は長年二つの課題を中心に展

開している。一つは夫妻間の権力を操作可能な形に概念化して測定すること，もう一つは権力

関係がどのような要因に影響されているのかを明らかにすることである。このような課題設定

は，夫妻間の権力は確定した構造があると想定し，かつ，それは測定可能なものであるとして

いる。測定指標を変えていくことでより適切な測り方にたどり着き，夫妻生活の「真実」に近

づくことができる。その結果，これまでの研究は研究者が作った枠組において，家庭生活の観

察・測定可能な，より客観的な部分に注目してきた。したがって権力の基盤を構成する当事者

たちが持つ資源と実際の家庭内での決定によって権力を捉えることになった。夫妻の権力研究

は「だれがどのような理由でより大きな決定権を持つか」という問いを基に展開してきた。

　しかし実際，夫妻間の権力構造は固定したものとは限らず，すべてが測定できるわけではな

い。そこでもう一つの次元での議論は，そもそも夫妻間の権力が一定の形を有し，測定可能な

ものかどうかという視点から展開された。観察可能な行動の結果にだけ焦点を置くことで水面

下の権力過程を見逃す可能性が示唆された。さらに，これまで捉えられてきた客観的な事実は

現状の一側面を反映したものに過ぎない。研究者それぞれの枠組によって切り落とされたこと，

もしくは当事者たち自身すら意識していなかったことは議論されていないものの，何らかの形

で作用する。日々の生活において，家庭内の重大事項の決定とあまり関係しないが，夫妻の権

力関係形成に影響を及ぼしている出来事を見逃している可能性が指摘される（鄭2004）。そこ

で第二次元の研究は夫妻間の権力関係が築かれるプロセスそのものを議論しようとし，決定権

を権力の結果として捉えつつ，それに限らない形で展開した。夫妻間の不明瞭な交渉や潜在的，

不可視的な権力作用が存在するとし，解明を挑んだ。その結果，規定要因の説明は文化規範や
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ジェンダー・イデオロギーに止まり，不十分なままである。

　これに対して，従来の研究は権力を客体化し，能力として捉えることに限界があるという指

摘を受けた。権力の「過程」を「基盤」と「結果」に依存するものとして捉えたため，直接「過

程」に焦点を当てることが難しいと示唆された。権力を関係として捉えなおすことでこれまで

の議論を乗り越える視点で研究が進めていく。

　したがって，第二章では資源理論をはじめとする第一次元の研究を批判的に整理する。さら

に，第三章では権力過程の第二次元を意識した研究の到達点を確認した上で，第四章では残さ

れた問題の解決に向け，権力を関係として捉える新たな試みを検討する。

２．夫妻間権力関係の研究動向

　権力という概念は元々政治学，社会学などの分野で議論され，多くの研究がWeber（1922＝

1967：155）の権力定義「おのれの意志を他人の行動に押しつける可能性」を踏まえている。

FrenchとRavenの社会権力理論（Social Power Theory）は権力を「他人に影響を及ぼす潜

在的な能力」（FrenchとRaven1959：251）と定義した。社会構造において人々が手元にある

資源を戦略的に用い，相手を左右することが議論された。その理論で権力の源である六つの要

素（2）を示唆した。経済的な要素に注目することで最初の資源理論が生出され，合法性や崇拝

などの要因が交渉を左右することから交換理論による説明もなされてきた。また，専門性や情

報量などの要素自体が過程において積み重ねられるものだと議論されている。

２．１　資源理論（Resource Theory）

　Herbst（1952）は最終決定（final-say）の視点から，夫妻の権力関係を夫支配型，妻支配型，

自立型，共時型の四つに分けて議論した。BloodとWolfeがそれを受け継ぎ，夫妻を研究の対

象として調査を行い，重大事項の決定権に対する経済資源の規定効果を検討し，資源理論

（Resource Theory）を提起した。夫妻の権力を「一定の社会構造において，相手の行動に影

響を与えることのできる潜在的な能力」（BloodとWolfe1960：11）と定義し，家庭内の重大事

項の最終的な意思決定者を権力者として捉えた。ここでいう能力は収入，職業，学歴などの資

源によって規定されると想定し，そういった資源の多寡を主に取り上げた。分析の結果，資源

と権力に正の関係が見出された。

　その後，この枠組を用いた調査研究が複数の国で実施された。1967年のBloodによる東京調

査（Blood 1967＝1978）では，夫妻が一致する，即ちさまざまな決定を夫妻で共同に行い，

どちらか一方が決定権を握ることが少ない「平等」の形を解明した。増田（1975）の神戸調査

ではまた，「平等」にもう一つ「自律型」が存在し，夫婦が異なった生活領域に自律的な権力

で意思決定を行うことが示唆された。

　これに対して批判的な視点からRodman（1967）は主に性別役割分業に関する文化の違いを

考慮する必要性を指摘し，文化的脈絡において資源理論を捉えた。ギリシャなど家父長主義的

な文化背景において，一部の資源（ex.学歴）が大きくなることは逆に権力の弱さと結びつく

という，負の関係が示された。この結果に対してRodmanは学歴の高い夫は相対的に平等主義
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的な考えを有し，妻に最終決定権を譲る傾向があると解釈した。文化的背景を考慮する視点は

多くの場合，資源理論に対する「修正」として位置付けられている（岩間2005）。

　ただし，資源理論とその研究方法の妥当性に対して次の四点から批判がなされている。①そ

もそも夫妻が保有する相対的な社会経済的資源のみで権力関係を説明することはできるのか，

また研究方法の面で②最終的意思決定者を権力者とみなし，操作的に権力を概念化して測定す

ること，③研究者が重大事項だと思うことを予め選定すること，④調査対象者に決定者を報告

してもらうことの妥当性が指摘された。

　①に関しては女性の社会進出と高学歴化が進む一方，男女の役割分担や意思決定の不平等が

変わらなかったことから，経済的資源のみならず，文化的資本（ex.情報量や専門性），夫妻の

愛情関係（ex.崇拝や依存）にも注目する必要が示唆された。権力研究の多くは，だれもが権

力を求めると想定する。にもかかわらず，自律型の平等でも，最終的な意思決定はかならずし

も自分が望んで行っているとは限らない。女性は家庭内役割を主に担い，家庭内のことに決定

権を持つように見えるがそれは不本意である可能性が高い。男性の育児参加を推奨するがなか

なか進まない現状も，男性が自ら家族の扶養責任を担い，家庭外のことで決定権を握りたいこ

とを反映しているとは言えない。③について，BloodとWolfeの研究は「車の購入」，「アパー

トの選択」，「生命保険の加入」など社会における家庭の地位にかかわり，もしくは大金を使う

八つのことを「重大事項」にして男女が持つ経済的資源と決定権の関係性を議論した。これに

対してSentersが同じ調査をロサンゼルスで実施し，前述八つの質問以外に「誰を家に招待す

る」，「どのような服を買う」，「どの番組を見る」など，より私的な家庭生活に関する質問を六

つ加えた結果，男性の決定権が小さくなるという結果は，即ちなにを重大事項とするかで結果

が大きく左右される可能性があると鄭（2004：12）が指摘した。④は一つの世帯から代表者一

人が調査に応じることはほかのメンバーが抱える問題を見えなくする可能性，およびそれに

よって研究者は報告されたことしか見えないなどの視点から批判に晒された。

　したがって，社会経済的資源だけを想定した「基盤」，および最終的決定権で捉えた「結果」

では夫妻間の権力がどのように作用するものなのかを十分説明できない。そのため，社会経済

的資源のほかに多様な資源を取り入れ，夫妻双方の依存関係や交渉に目を向けることで意思決

定の「過程」を見ようとする研究が展開された。また，従来量的な調査方法が多く用いられて

きたが，観察，インタビューなど質的な方法を用いる試みも見られるようになる。

２．２　権力依存関係（Power Dependency Relations）

　資源理論を批判する際，特に夫妻間の依存関係と資源の代替可能性に着目したEmerson

（1962）やHeer（1963）を始めとする一連の研究が行われた。これらの議論は交換理論への橋

渡しとなり，本稿ではその点も整理しておく。

　Emerson（1962）は権力依存関係（Power Dependency Relations）を提起し，特に親密な

関係を有する夫妻間に存在しうる依存を議論し，その依存が権力関係を左右すると考えた。権

力は「潜在的にはAが圧倒的に権力を持つかもしれない場合のBの抵抗力」と定義し，「権力は

他者の絶対的な依存に存在する」（Emerson1962：194）。すなわち，権力関係にある二者がそ

れぞれ社会関係においてどのような立場にいるのかを考慮しつつ，夫妻関係のみに依存するか

どうかで夫妻間権力のバランスを検討した。ただ実際の分析では，依存の程度が相変わらず資

源の多寡に帰結されることが多い。
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　この議論を継承的に取り上げたHeer（1963）は「代替となるものをどれぐらい保有するか」

で交渉における権力を検討した。夫と妻それぞれが権力の基盤になりうる資源をどう認識し，

捉えるかという視点を用いた。夫が貢献した資源が妻自ら家庭の外部で入手できる資源によっ

て代替しにくいほど，夫がより権力的になる。即ちその場合，資源の代替不可能により，妻が

夫に強く依存することとなる。この研究では，依存関係の規定要因を家庭内のみならず，外部

の要因にまで目を向けて資源の代替可能性に注目したことが評価された（張2008）。ただし，

この研究は資源の代替可能性に力点を置き，権力の過程をめぐる検討があまりなされていない。

　この点を意識したRothschild（1976）は社会交換論の視点から資源理論を批判的に議論し，

相対的な愛とニーズ理論（Relative Love and Need Theory）を提起した。既存の資源理論

に対する修正は，資源もしくは資源がもたらす利益だけを議論し，その資源を得て使うための

代価（cost）に注目していなかった。よって資源の代替可能性や主体による資源への認識で代

価が変わる。特に夫妻の場合，伝統的な社会階層を決める収入，職業などだけではなく，愛情

関係や性的関係なども交換のプロセスに影響を及ぼす。そのため，夫妻関係において感情投入

の少ないほうがより自由に資源を使い，権力の優位性を保つことができる。一方，相手が提供

してくれる資源をより高く評価し，依存するほうが権力関係の弱者になることも主張された。

実際Rothschildの調査はインタビューや観察調査の方法を用いながら，家庭内の事項の決定に

ついて対象者に質問している。事項の重要性と頻度で分けて検討することで精緻化に向けてい

る。なお，Rothschildのギリシャ調査では，教育レベルが高くなるにつれ，理論の有効性が弱

くなる傾向が示された。

２．３　交換理論（Exchange Theory）

　資源理論に対する批判から，夫妻間の依存関係，資源の代替可能性，または権力と引き換え

るためのコストが論じられた。OlsonとCromwell（1975）は交換を視野に入れ，権力は多元

的な概念であり，「基盤」，「過程」，「結果」という三つの要素に分けて議論する必要性を指摘

した。権力を家族システムの所産として捉え，家庭内で個々のメンバー間に起こる他人の行動

を変化させる潜在的もしくは現実的な能力と定義した（OlsonとCromwell1975：５）。そして

最終的な意思決定ではなく，最終的に相手の行動を変化させるプロセスに着目した。

　この論点を受け継ぐ研究は，夫妻間の交換，交渉に二つの視点を導入して展開した。一つは

最終的な意思決定だけではなく，そこに至るまでの折衝などの動的プロセスに着目する視点，

もう一つは収入など社会経済的資源に限らず，情緒的資源などほかの資源やジェンダー意識な

どにも目を向ける視点である。そのいずれも「基盤」や「結果」などを独立して捉えるOlson

とCromwellの議論を批判し，過去の交渉経験を踏まえて検討してきた。

　第一の視点を持つ研究として，Scanzoni（1978）は交渉（bargaining）や折衝（negotiation）

に着目することで過程を議論した。権力とは自分の意図する目的を達成する能力であり，夫妻

間に不一致が存在すると想定した。このような前提で夫妻の間では，たとえ公正な交換が行わ

れたとしても，葛藤は起こりうる。即ち交換と葛藤が常に伴って現れる。功利主義的な考えで，

だれでも最小のコストで最大の利益を得るため相手と交渉しているが，個々人の資源が結果を

左右する。女性の就業は，収入を得ることで交渉の基盤を固めるという点で効果的である。ま

た，夫妻双方がジェンダー規範に取り込まれているため，家庭と仕事の両立問題などを含めて

葛藤が随時生じうるものである。
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　Scanzoniによるジェンダー規範に対する議論はその後のジェンダー階層理論と繋がる。そ

して第二の視点からなされた研究で，Blumbergらが妻の経済力を夫妻の収入比，妻の収入に

対するコントロールから把握し，経済力による権力関係への影響を議論した。また，社会に根

強く残っている男性支配イデオロギーが妻の経済力行使を阻害し，さらに夫妻の権力関係に影

響すると指摘した（岩間2005）。

　本章では第一次元の権力研究を批判的に整理した。資源理論に対する修正と批判を踏まえ，

権力の「過程」に目を向けることを意識し，交換理論が権力研究を発展させた。これらの研究

は「だれがどのような理由でより多くの決定権を占有するか」という問いをめぐり，資源の内

容を経済的要素からジェンダー規範まで広げつつ，資源の代替可能性や相手に対する依存，夫

妻間の交渉などを検討して交換理論を取り入れた。ただし，権力の主体である夫と妻の対立と

不一致を強調した。夫妻どちらかの権力が大きくなることが必ず相手を弱めるというゼロサム

概念が用いられ，生活を共に営む夫妻間の親密関係が十分意識されていない。また，ジェンダー

階層理論の提起は男性主導の社会構造を意識し，批判を行ったが，性別そのものを権力の規定

要因リストに加えたに過ぎないとの批判もある。そのため，権力の過程を見ようとしても，最

終的な測定指標は決定権や実際の家庭内役割分担の現状に縛られたまま，議論が止まった。

３．権力関係構築の過程に着目した研究

　相手の行動や認識を意識的に変えようとするまえに，夫妻の親密関係において無意識のうち

に，暗黙のルールができているかもしれない。依存理論やフェミニズムの視点を用いたジェン

ダー階層理論でそのことは論じられていた。夫妻間の権力関係がどのように構築されてきたの

かという，第二次元にある権力の過程を検討するため，まず無意識に相手に影響する点を視野

に入れる必要がある。また，夫妻間の依存関係も決定権を左右する一つの要因であり，時間の

流れを考慮し，ライフステージに目を向けることが求められる。そうすることで，Scanzoni

（1978）が言う「過去の交渉経験」がその後の交渉に影響する側面が検討可能になった。この

ような課題を踏まえ，本章では第二次元の権力過程をめぐる研究を整理する。

３．１　三つの権力概念

　Komter（1989：188）はこれまでの権力研究が「権力の観察可能な行動の結果に焦点をお

くことは水面下の権力プロセスから注意をそらせた」と指摘した。この観察可能性を乗り越え，

夫妻間の平等がなぜ緩慢にしか進まないのかを説明するため，権力行使のプロセスに隠された

権力を論じようとした。Komter（1989：192）は権力を「他人の情緒，態度，認識あるいは

行動に意識的，あるいは無意識的に影響を及ぼす能力」と定義し，政治社会学者Lukes（1955

＝1974）の権力概念を取り入れ，次のように分析枠組を提起した。権力には三つの概念があり，

一つ目は顕在的権力（manifest power）で，顕在的な対立をめぐって具体化させるものである。

二つ目は潜在的権力（latent power）で，対立が表面化するのを回避させるように作用する

ものである。三つ目の不可視的権力（invisible power） は不満を顕在化させないように働い

ている。
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　この枠組における顕在的権力は従来の研究でよく論じられたものであるが，潜在的権力と不

可視的権力への着目が夫妻という個人的な相互関係に潜む権力関係のダイナミズムな洞察を可

能にしたとTichenor（1999：639）が評価した。また，このインフォーマルな夫妻関係を議論

する際，Komterは「常識」によるコントロールを意識し，Gramsci（1971）が提起したイデ

オロギー・ヘゲモニー概念（3）を踏まえた。それは実際のところ，ジェンダー・イデオロギー

として現れることが多く，ジェンダー規範が常識化される。したがって夫妻間で戦略的，もし

くは意識的な行動に限らず，無意識のうちに内面化されたジェンダー規範を実践することで，

権力関係の形成を射程に入れた。

　Komter（1989）が研究を行った結果，ジェンダー・イデオロギーの存在を検証し，三つの

権力概念による分析枠組の成立を示した。その研究は特に家庭内のことについて要望がある場

合，現状をどう変化させたのか，そのなかで女性の階層と就労がどのような効果を持つかに着

目した。22歳から55歳までの夫妻に半構造化インタビュー調査を行った結果，潜在的権力と顕

在的権力はともに行動主義的で，夫妻関係というミクロレベルの規定要因が主に働いているこ

とが示された。そして不可視的権力の作用においてジェンダー・イデオロギーの規定効果が示

唆された。

　Komterの研究は「水面下の権力プロセス」に着目しようとすることと三つの権力概念で分

析枠組を提起したことが評価された。一方，分析の際に操作的な方法を示しておらず（三具

2007：58），調査対象のライフステージを区分しないまま，世帯主の男性を基準にした階層区

分を採用している点が批判されている。このような問題を修正しつつ，同じ枠組を用いた研究

を次節で整理する。

３．２　ライフステージと権力の規定要因

　Komter（1989）の分析枠組を用いた研究として代表的なものとしてスウェーデンの権力調

査（アーネ・ロマーン2001），それと比較することを目的とした日本調査（善積・高橋2000），

および女性の就業に着目した三具（2007）の研究がある。

　スウェーデン調査はこれまで経済的資源の規定効果，経済的合理性，文化的既成概念やジェ

ンダー・イデオロギーなどをめぐる理論や考察を踏まえたうえで，ライフステージを意識しつ

つ夫妻間の交渉を明瞭・不明瞭の両面から捉えてきた。その際，顕在的権力と潜在的権力が主

に論じられた。不可視的権力については，その測りにくさにより，ほかの二つと比べて捉える

ことが困難であると指摘された。なお，スウェーデンでは夫妻の家事分担に関する平等規範が

浸透し，家族扶養責任に関する平等意識も広まっているため，実際の交渉では顕在的権力と潜

在的権力が主に見られたことも要因として考えられる。ただし，このような文化背景があるに

もかかわらず，母性をめぐる規範意識で出産を契機に家庭内役割分担が女性に偏る傾向が見ら

れる。また，離婚の一般化につれ，交渉の破綻がありうることとなった。将来への予測も現在

の交渉に影響を及ぼす側面が見えてきた。このように一つの段階における交渉の結果および夫

妻の権力関係が次の段階に影響することを議論できた点はスウェーデン調査の特徴である。

　善積らによる日本調査はスウェーデン調査と比較するために行われた。家事分担と家計組織

を中心に夫妻間の交渉プロセスに光を当てた。その結果，日本では潜在的権力と不可視的権力

の働きが多く，役割分担が女性に偏っている。家事の最終責任は妻にあるという考え方が支配

的で，不可視的権力の作用がほとんどである（善積・高橋2000）。日本調査は社会全体の男性
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支配構造と関連づけて夫妻間の権力関係における不可視的権力の作用が維持されることを議論

した。男女平等の意識が普及し，支援策もより整った欧米と比べ，アジア地域では伝統的なジェ

ンダー規範によって夫妻間の権力が潜在的，不可視的に作用することが多いと示唆された。

　そこでスウェーデン調査と日本調査を踏まえ，三具（2007）は女性の就業に焦点を当てて議

論を展開した。ライフステージを考慮し，第一子の出産を控えた夫妻が出産後の役割分業をど

う決定するのか，女性の就業継続の決定プロセスを研究対象にした。先行研究が夫妻の権力関

係を議論するものの，ペアデータに基づいていないことを批判し，三具（2007）は23組のホワ

イトカラー層カップルにインタビュー調査を行った。そしてKomterの権力概念が明確に区分

しにくいことを指摘し，観察可能な対立，結果に対する不満，主観的な選好という三つのメル

クマールで操作的に権力概念を区別した。善積らが指摘した男性主導社会の構造との関連性を

考慮し，潜在的権力は社会構造というマクロレベルにも規定要因を持つとKomterの議論を再

考した。また，ジェンダー・イデオロギーのみならず，労働市場での合理主義的判断など，複

合的要因が潜在的，不可視的権力に影響を及ぼしていると示唆した。にもかかわらず，不可視

的権力がどのようなメカニズムで作用するのかが不明のままである。

　以上，本章ではKomterが提起した権力概念と分析枠組を始めとする研究を整理した。これ

らの研究は第二次元の権力過程に焦点を当て，潜在的，不可視的権力を検討することでそれを

解明しようとしてきた。交換理論が導入した視点をさらに発展させることに成功した。具体的

には，夫妻間に不一致が存在する一方，合理性を考えて一致した暗黙な目標があること。無意

識的な側面や不明瞭な交渉で夫妻の権力関係が構成されること。特定の結果が将来の夫妻間権

力関係の基礎になりうること。そしてその動的なプロセスにおいて夫妻間の権力関係を議論す

るときにライフステージを意識すべきことと，調査方法として夫妻ペアのデータが求められる

ことなどを指摘し，研究を展開した。

　ただし，三具（2007）が指摘したように，夫妻間の権力を検討するのに当事者両方からデー

タを集めていないという調査方法上の問題があり，ペアの質的調査によるデータの積み重ねが

求められる。また，ライフステージについては，スウェーデン調査ほどの大規模なもの以外に

夫妻間権力の構築を系統的に分析することが難しい。子どもの出産を控えた夫妻を対象に女性

の就業継続を検討した三具の研究は夫妻関係を形成する初期に位置付く。しかし，さらに早い

段階，即ち結婚相手を選択する時点ですでに就業をめぐる合意が一定の程度形成され，顕在的

権力の不在に至った可能性も考えられる。この一連の研究は権力には測定不可能な側面がある

こと，夫妻間では無意識的な影響があることを意識したにもかかわらず，権力の過程に直接焦

点を当てることができなかった。夫妻間の不明瞭な交渉，不可視的権力のメカニズムなど測定

しにくい部分がまだ明らかになっていないと言える。
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４．権力の再定義に向けて

　第三章は第二次元の権力過程を意識し，そこに着目しようとする研究を整理して検討した。

それらの研究は有意義な権力概念と枠組を提起し，調査，分析の方法を示唆して検証したもの

の，「過程」そのものを捉えるには十分ではない。これに対して鄭（2004）は権力そのものの

定義から捉え直し，今までの議論を乗り越えて権力の過程に焦点を当てる試みをしている。

４．１　関係として捉えられる権力

　鄭（2004）はこれまで夫妻の権力関係や役割分担などをめぐる研究を整理したうえで，大き

く二つの研究を進めてきた。第一は「第二回中国婦女社会地位調査（4）」のデータを用いた研究

である。ジェンダー理論が性別を広義的な資源として捉えることを意識したものである，中国

都市部の家庭が家族メンバーの相互依存関係と夫妻間の対立が少ないことを特徴として挙げ

た。これまでの研究で捉えられてきた夫妻間の権力関係による重大事項の決定に加えて，個人

のことに関する決定権と調査対象者の夫妻権力に対する評価を加えた。

　その結果，主観と客観の差が存在することを確認した。決定権にもとづいて客観的に夫妻の

権力を測ると，共働きが多い都市部家庭においても男性が権力的であるという結果になる。一

方，主観的に調査対象者が夫妻の権力を評価すると，「夫が権力的」と「妻が権力的」と答え

る割合が男女でほぼ同じである。これに対して，量的調査で集められたデータは「報告された

権力関係」で，いわゆる調査対象者に「認知（perceived）」された権力に過ぎず，実際の権力

そのものではないと鄭（2004：６）が指摘した。また，調査で「夫と妻，どちらがより権力的

だと思うか」と聞くときも，対象者それぞれのロジックや想定した範囲で曖昧な評価をする傾

向が見られた。これまでの研究と同様に，当事者として感じたことと，研究者が観察した現象

に不一致が存在する。

　このようなことに対して，鄭は権力を改めて定義し，現象学の研究手法をインタビュー調査

で用いた。これが第二の研究である。ここで鄭はFoucaultの権力概念を取り入れ，権力をモ

ノではなく，関係として捉えてきた。権力を客体化することの合理性が現代の権力研究者に疑

われるなか，鄭（2004：78）は権力を「一連の出来事に存在する力関係」と定義し，「関係」

として捉えた。同時に現象学的社会学の理論を主張するSchutz（1980）の議論を取り入れ，

エスノメソドロジーの方法を用いた。人々は自分の生まれ育ちから一定の知識を得て，それが

「貯蓄知識（stock of knowledge at hand）」となる。その知識や経験が一定の場面（field）

において繰り返されるうちに，他人との関係を形成（shaped）していくという主張である。

鄭（2004：76）は夫妻の関係形成を，次の三つのレベルに分けた。それぞれ①夫妻双方の関係

において形成された交際原則，②この関係形成は抽象的に夫妻関係における地位の共通認識，

③現実的には比較的固定した行動モデルである。

　この分析枠組を用い，中国四都市27名の対象者（5）にインタビュー調査を行った。夫妻間の

相互作用を踏まえ，一連の出来事を通して権力関係の形成，維持，変化を議論した（鄭2003）。

鄭の研究は権力そのものを関係として定義し，捉え直したため，夫妻間の権力がどのように形

成してきたのかに焦点を当てることができた。権力関係は夫妻の相互作用において，一連の行

動と権力行使を作り上げると同時に，形成した夫妻の権力関係がまた後の権力作用に影響を及

ぼす。そのなかで鄭は潜在的，不可視的権力など測りにくい部分を意識しつつ，顕在的・潜在
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的・不可視的と分けることなく測定し，議論することができた。この点はKomterの枠組を乗

り越えたと考えられる。なお，夫や妻の行動，意識などはどれも独立したものではなく，配偶

者や家族，または外部の人々や物事と繋がるなかで形成される。そのなかで夫と妻それぞれが

自分の権力をどう評価するかが理解しやすくなり，前述の当事者による評価と研究者による測

定の間に存在する差がどのように生じたのかを説明することができた。こうして権力を動的に

捉え，関係としてその形成を議論することは先行研究における当事者と研究者のギャップを説

明することに有意義である。夫妻間の権力作用を家族や社会の構造において議論することも評

価される。権力を静止したものとして捉える概念を乗り越えたため，権力の過程研究を可能に

したと張（2008）が評価した。

　ただし，鄭の研究にいくつかの問題が残っている。一つは鄭（2004）自身と張（2008）の指

摘通り，権力を再定義することで過程への着目は可能になったが，実際の議論は夫妻の関係を

描いくところに止まっている。さらに，夫妻間役割分担の不平等など，権力がもたらすものの

議論が必要である。鄭の研究は女性の地位や家庭内の権力に目を向けている。先行研究の整理

で場面（field）を絞る重要性も示唆されたが，実際のインタビュー調査などでそのような制限

をしていなかった。そのため，報告された出来事は子どもの入学から家電の購入，妻の博士進

学など幅広い。結局先行研究と同じ重大事項の決定が権力測定の指標として使われていた。ま

た，鄭の研究は関係としての権力にだけ目を向けた。無論それは重要な側面であるが，多様な

形を有する権力は，関係として表出する一方，場合によってモノとしての側面から交換され占

有されることもありうる。さらに，権力を関係として定義したものの，鄭の調査対象はすべて

ペアの夫妻とは限らなかった。前述のように，夫妻間の相互作用を見るためには，ペアデータ

が不可欠である。片方のデータで説明された権力関係は鄭が指摘する「認知された権力」と同

様の問題を抱えている。さらに，対象者の年齢や婚姻関係におけるステージをコントロールし

なかったため，各家庭の権力関係が調査時点でどこまで形成されていたのかが検討されていな

い。また，夫妻間権力関係の規定要因について，鄭は前半の量的調査で社会規範や経済資源等

の要素を指摘したが，後半の質的調査では個々の事例を描くことに力を入れ，俯瞰的な分析を

欠いていると思われる。

４．２　権力とはなにか

　鄭の研究は権力を関係として捉え直すことで，質的データを用いて夫妻の関係を描き，過程

に着目する議論を可能にしたことが大きな成果である。一方，ライフステージや場面を限定し

ないままでは権力がどのようなメカニズムで働いたのかを正しく議論できない。それを踏まえ，

今後に向けて研究の枠組を提起してみたい。

　まず，権力とはなにかを改めて整理する。ここまで整理してきたように，鄭（2004）以前の

研究の多くは権力を「能力（potential, ability, capacityなど）」と定義し，配分，交換，占

有を想定して分析した。これは実体論的権力観や構造的権力と呼ばれる。第一次元の研究は，

権力を測定可能なものと見なし，家庭内の重大事項の決定で夫妻の権力を捉え，決定に至るま

でのプロセスを議論した。その際，権力の主体となる夫や妻は相手を変えたりコントロールし

たりすることを目的とし，主体が十分強ければ相手からの権力行使に逆らうこともできるとさ

れる。このような議論は権力研究本来の政治学視点から夫妻間の対立と不一致を強調した。経

済的資源だけに注目した資源理論に対する修正と批判をもとに，夫妻間の依存など親密関係に
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よる感情的な部分が提起され，ジェンダーそのものを一つの資源として夫妻の交渉に取り入れ

た。

　そして第二次元では，客観的に測定できる明瞭な交渉や意思決定などのほか，夫妻間の無意

識的，もしくは暗黙のルールが意識され，水面下の権力プロセスを追及しようとしてきた。夫

妻の権力関係を社会構造において捉え，ライフステージによる関係の変化などに留意した。顕

在的権力に限らず，潜在的，さらに不可視的権力の存在を示唆し，それぞれの規定要因とメカ

ニズムを解明しようと議論が重ねられた。個人の選好や相手に対する配慮など観察しにくい権

力の存在を指摘しつつ，家庭内は完全に理性的で，経済的合理性や利益だけを求めるわけでは

ないことを提示した。

　権力をモノとして捉え，二つの次元から「過程」に着目しようとしてきた研究は権力を客体

化していることで，「基盤」と「結果」に焦点が当てられ，「過程」が常にその両者を仲介する

二次的な存在として扱われる。そのため権力の「過程」になかなか焦点を当てることができな

かった。Foucaultや鄭が主張した権力を関係として捉える方法はたしかにこの問題を乗り越

えるのに有効である。しかし，「権力＝関係」の定義が一面的で，権力は多様な形で，関係，

モノ，またはその他の側面も有する。また，政治的の場面などで権力は能力として，相手との

対立を意識的に解決するなど，理性的な側面をより多く見せた一方，私的場面でとりわけ夫妻

間の権力は必ず対立が存在するとは限らず，親密関係において常に変化していく関係的な側面

について検討する必要がある。

　以上を踏まえ，本研究で権力の定義と分析の枠組を提起したい。夫妻間の権力とは，配偶者

との関係において，一時的または長期的に見ると，互いの情緒，態度，認識，あるいは行動に

意識的，あるいは無意識的に影響を及ぼす力と，その積み重ねによって形成されていく夫妻関

係の傾向である。個々の出来事において，権力は顕在的，潜在的，不可視的，または複合的に

作用する。一連の出来事で実践され，積み重ねられるうちに夫妻の権力関係が一定の傾向を示

し，形成されていく。この傾向が次の出来事に影響を及ぼし，またその出来事によって形成し

ていく。なお，現在の権力関係における傾向を踏まえて未来のことを想定し，ありうるリスク

を回避することなどもこれに含まれる。

　夫妻はそれぞれが家事育児に対する選好があり，能力の差もある。そのため，役割の配分は

双方の理想を同時に叶えられないことが多いが，共働き家庭では共に働きつつ生活を営むこと

に対して夫妻は一致する。したがって結婚，妊娠，出産などのライフイベントに伴って役割分

担の優先順位が付けられる。だれの希望を優先するか，だれの意見を認めるのか，このような

配分，遂行，調整のプロセスを通して役割分担が決められていく。役割遂行で得た実践経験や

ノウハウなどが次の交渉または調整に役立つかもしれない。また，無理して相手に役割を分担

してもらうことで喧嘩が起こることや，離婚などに至るリスクを避けるため，自分が役割を多

めに引き受けることも考えられる。

　ここで示した権力の関係としての側面を視野に入れ，実際の権力行使の場面とライフステー

ジを念頭に置いて分析する方法は，既存の権力研究を土台に提起した理論上のモデルである。

このモデルを実証レベルで議論することが重要で，そのためにペアの質的調査データが不可欠

であると指摘したい。
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５．おわりに

　本研究は権力の過程に着目しながら，夫妻間の権力関係をめぐる研究の整理と検討を行った。

その結果，以下のことが確認された。まず，早期の権力研究は政治学や社会学の理論に大きく

影響される。その段階では，経済的要因を始めとする資源を用いることで，当事者たちが自分

の利益を最大化するために，意識的に相手をコントロールするという視点で研究が展開された。

その後，誰がどのような理由でより多くの資源を占有し，権力者となったかをめぐり，家庭内

の親密関係を意識しつつ，夫妻間の依存関係や社会構造と関連付けて議論が進められてきた。

近年の研究は，夫妻間の権力をどこまで測定できるかを念頭に置きながら，権力を構成する「基

盤」と権力がもたらした「結果」のみならず，水面下にある権力の「過程」に目を向けている。

夫妻間の権力関係そのものがいかに構築され，形成されてきたのかを議論するため，様々な視

点から研究を展開している。

　その中で，いくつかのことが示唆された。第一，親密関係における夫妻間の権力作用は無意

識的，または潜在的であることが多い。そこに焦点を当てて議論するため，ジェンダー・イデ

オロギーを含めて複数の要因による重層的な規定効果を意識しつつ，夫妻の権力関係を構築す

る動的なプロセスを捉えることが重要である。ライスステージにおいて夫妻間の権力関係が形

成し，再帰的に影響を及ぼす可能性も指摘された。第二，男女間の経済的，文化的資源格差が

縮小するなかで，家庭内の権力関係は対等に近づくが緩慢にしか変化しない。この関係に対し

て研究者の測定と当事者の評価が不一致であり，その違いを説明するためにも権力行使の過程

を解明し，当事者の評価基準を理解する必要がある。同時に，夫妻間の権力関係をより完全に

捉えるため，既存の研究では，夫妻ペアの質的調査がまだ欠けている。さらに，実証レベルで

権力関係の構築過程を説明することが求められる。本研究はこのような知見を踏まえつつ，今

後の研究につなげるために，権力の定義と分析の枠組を提起した。

注

１ 六つの理由：舩橋（2008：125-132）が指摘した六つの理由とは，育児遂行による埋め合わせ，相補性，性

別特性，愛情関係における平等不要，ハビトォス，男性の仕事優先である。

２ 六つの要素：①奨励（reward）：他人が自分の思う通りに行動する時，奨励を与えること。強制（punish）：

他人が思う通りに行動しないとき懲罰を与え，もしくは与えられるだろうと認識させること。合法性

（legitimate）：他人の行動を変えることが正当だとみなされること。崇拝（referent）：他人に魅力を感じ

させること。専門性（expert）：全般的な領域において，自分が他人より卓越した知識を持つとみなされる

こと。情報量（informational）：他人の行動変化を促すようなコミュニケーション，説明などができるこ

とである。

３ イデオロギー・ヘゲモニー：Gramsciによるこの概念は主に，支配集団は自らの価値観，シンボル，信仰，

認識などを教育システム，宗教，マスコミなどを通して被支配集団に吹き込み，それによって権力の優位

性を保ち，非支配集団との権力関係を維持することを議論した。イデオロギー・ヘゲモニーの三つの特徴

はまずイデオロギーの常識化，そして矛盾を利用して社会凝集力を高めること，そして非支配集団は支配

集団のイデオロギーを受け入れることで，一定範囲内の自由を手に入れる。
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４ 中国婦女社会地位調査：全面的に中国婦女の地位を把握するために行われた調査で，1990年に第一回を実

施してから，10年毎に行われる全国規模の調査である。鄭の研究で分析対象となったのは2000年第二回中

国婦女社会地位調査（都市部ｎ＝9827）で，全国30の省，市，自治区をカバーするものである。

５ 27名の対象者:鄭の研究では，夫妻とは限らない33人を調査対象とした。そのうち男性が16人で，女性が17

人である。分析対象は都市部に限定したため，調査対象者のうち農村地域の出身者６人を除いて27人と

なった。
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The Power Relationships between Husbands and Wives:

Research Review Focuses on the Process of Power
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Abstract

This paper takes a critical look at the previous researches and focuses on the power process 

between the husbands and wives. In terms of the division of labor and the marital power, the 

results of researchers’ measurement are not always in line with the evaluation of husbands or 

wives. Previous researches have paid attention to the process of power from two dimensions in 

order to give an explanation of this. One is the process of final decision making which is 

suggested by the Exchange Theory, and the other one is how power relationships between the 

husband and wife is shaped. By now, a wide range of factors of the power, such as economics, 

cultural, emotion and so on have been discussed. Therefore, this paper will include the discussions 

of conscious or unconscious bargaining between couples, the dependency relations, the manifest 

power，latent power，and invisible power, etc. However almost all of these researches define 

power as a certain of ability or potential, and the tendency to objectify power leads to keeping 

the power process in a subordinate status. Recent studies point out this bias and try to redefine 

power as a relationship, which is expected to clarify the mechanism of power.




