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つながりへの希求は何を求めてきたのか

清水晶子
東京大学大学院総合文化研究科教授

ご紹介いただきましたように、私はフェミニズム理論／クィア理論というのをやっております。最初のご

挨拶を頂いたときに、「哲学というのは役に立たないと言われてきた」というお話がありましたけれども、

同じ人文系からすると、哲学は役に立たなくても偉そうにしてきたのですけれども、フェミニズムとかクィ

ア理論というのはそもそも学問だと思ってもらえないみたいな状況でやってきています。ここの方たちが

偉そうだということではなく、哲学という学問が偉そうだったということですが、今日はそういう人文系の

フェミニズム理論、クィア理論の観点からお話しできたらと思います。

本日の報告ですけれども、日本の現状や、過去にどういう「つながり」があったかという話に関しては、

鈴木さんと石田さんがご担当くださるだろうと思っております。それから、「アカデミックに専門の観点か

ら話をしてください」というお話があり、私の専門が理論なのでどうしようかと思ったのですが、英語圏

の理論史というのを中心にお話ししていこうと思います。

今の鈴木さんのご報告は「分断をしてはいけない」というところが焦点でしたが、ここら辺は後ほど

の質疑応答のときに話ができたら大変面白いと思います。私の報告はどちらかというと、分断ではない

のですけれども、歴史を振り返っても「切断」というのは不可避であり、切断というのを中に含んだまま、

どのようにして連帯するかというところがポイントではないか、というお話になります。だから、批判はす

るのだけれども、批判をしているだけであってののしったりけなしたりしているわけではない、というこ

とです。それから、英語圏の場合はアカデミックな理論史というのが運動と密接にかかわっているので、

その両方をちょっとずつ見ながら、どういう形で「つながり」というものが考えられてきたのか、というこ

とをお話しできたらと思います。

さてイントロダクションですが、まず用語確認から簡単に始めたいと思います。

このシンポジウムのテーマに「LGBT」という言葉が入っていますが、LGBTというのは皆さんご存じ

のように、SOGI をベースにした、特定の少数派アイデンティティの集合体です。集合体自体はこの言葉

ができる前から存在していますが、正直に言うと、ジェンダーで分かれていた時期もあります。ただコミュ

ニティの中に色んなアイデンティティの人が入っているということは歴史的にはあって、LGBTと今言われ

ているようなグループの集合体というのは、それこそ「ストーンウォール」の話を思い出していただければ

分かりやすいと思いますが、ゲイリブの出だしと言われているストーンウォールですら、大きな役目を果

たしたのはトランスの女性とレズビアンだった。そのぐらい、同じところにみんないたということです。

では LGBTというのはずっとあったのかというと、そうではなく歴史的経緯があって、ここはだれに

運動を代表させるか、だれを「冠」に持ってくるかというところで、名前はちょっとずつ変わってきます。

例えば、ゲイリブ（ゲイ運動）という言い方をしていたのが、80 年代半ば過ぎから LG ムーブメント、そ

れから LGB ムーブメントという言い方になって、90 年代にはそこに Tというのが追加されていきます。要
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するに、そもそも集団の中にいるのだからその人たちのことも

ちゃんと表に名前として出そう、というのが、だんだん広がって

いったと考えていただければいいと思います。札幌のパレードは、

第 1 回のときから―「第 1 回のときに」と言ったほうがいいか

もしれませんけれども― 少なくとも LGB をタイトルに入れて

いた、日本でも数少ないパレードではないかと思います。そうい

う流れで LGBT になっていくのですが、色んなアイデンティティ

の人の集合体というのが LGBT です。

「クィア（Queer）」というのはそれとはちょっと違っていて、

周縁性と連帯のあり方にかかわる政治的な姿勢を指す、と私は

思っています。少なくとももともとはそうです。現在、英語圏で

クィアと言うときには、ほとんどアイデンティティになっているというか、「私、クィアです」というのは「私、

ゲイです」と言うのとほぼ同じといったこともあるのですが、原理主義的にはこういうことです。これも

歴史的経緯があって、「AIDS ポリティクス」とのかかわりが非常に強いと言えるのですが、アイデンティ

ティではなくてコミットメントベース、要は政治的なコミットメントと、あとは社会の中での位置取り―

すなわち、自分は社会の中で力があるところにいるのか、それとも周縁化された存在なのかという、そ

こら辺の位置取りの問題でもあります。

それを踏まえたうえで、今日の報告の焦点です。LGBT がどうつながってきたか、という話ではなくて

……「なくて」というか、それも入るのですけれども、中心は、人と人との間の「つながり」です。「つな

がり」というのは時に情緒化されたり自然化されたりしてきたわけですけれども、それはクィアの観点か

らはどのように理解されてきたのか。さらに、「つながり」をめぐってどういう「文化的な政治」が行われ

てきたのか、そしてどう考えられてきたのか。そういうところをお話しできたらと思います。

そこで、キータームなのですけれども、「つながり」とか「連帯」などももちろん入ってくるのですが、

もう一つ、何回も今日の話の中に出てくるのが、「差異と普遍性」という問題です。女性運動やフェミニ

ズムなどをよくご存じの方であれば、「差異と平等」という言い方で聞いたことがあるかもしれません。差

異のフェミニズムと平等のフェミニズムです。基本的にはこれはフェミニズムであれ LGBT であれ、また

民族運動とかでも同じようなことがあるのですけれども、マイノリティの政治というのは、差異と普遍性

とそれぞれの主張をどう調停するか、そこが必ず直面する大きな問題になります。

つまり一方では、マイノリティというのは、マジョリティが「自分たちだけが人間」と言っているのに対

して、「私たちも人間」という形で普遍性へのアピールをする。あるいは、「私たちだけが人権を持ってい

る」というのに対して、「私たちにも人権をよこせ、人間なのだから」という言い方をする。差異のほうに

ついては逆に、人間とか人権が普遍的であると言われているのに対して、「あんたたちの人間は普遍的な

人間ではないでしょ。あんたたちが言っている人権というのは、みんなに与えられている人権ではないで

しょ」という言い方をしていく。そこが普遍的ではない、ということを突きつけていくということです。

これがフェミニズムだと、ざっくりした言い方になりますが、いわゆる「第一波フェミニズム」というの

は、最初の形というのを運動の中心に置くわけです。今までは男だけが人間だったのだけれども、私た

ちも人間である、と。だから例えば、「参政権をよこせ」「相続権をよこせ」「労働者としての権利を認め

ろ」といった話になっていきます。第二波というのは、もちろんそれもあるのですけれども、どちらかと

清水晶子 氏
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いうと 2 番目の主張を大きくしたということで知られています。つまり、今まで人間は男だと思われてきた。

だから、「私たちも人間だ」と女性が言うときに、「じゃあ、男と同じようにやればいいじゃん」というふ

うに言われるけれども、「いや、それは人間は男だと思っているからで、人間は女でもある、と思ったと

きには、人間は今までとは別のものになる」ということを言っていくのが、第二波です。常にどんな運動

でも両面があるのですけれども、特にこの二つの側面というのは、つながりであるとか、つながりの作り

方、あるいは運動の連帯 ― つまり動員の作り方、連帯の作り方とも大きく関係していく問題です。

それで、今日のメインとなる「クィア・ポリティクス」というのは、「つながり」をめぐる差異と普遍性

の双方の主張を、矛盾したまま、自覚的に追求しようとしてきたという性格を持っていると私は思います。

それを念頭に置いたうえで、歴史的にさかのぼったところから話を始めたいと思います。

まず 20 世紀の初めから 80 年代ぐらいまで、すごく長いのですけれども、当時 LGBTという言葉はな

く、アイデンティティベースのコミュニティができていった過程の部分……それで、AIDS でコミュニティと

いうのが 80 年代半ばから終わりにかけて、欧米ではほとんど存続が危ぶまれるという状況まで追い込

まれるのですけれども、これはその前のところです。

人間はつながりがなくては生きていけません。当然です。人間というのはまず、オギャーと生まれたと

きはだれかがサポートしてくれなければいけないわけです。それは、外気から守ってくれるとか食べ物を

与えてくれるといった直接的なものでもあるし、心理的なサポート、つまり信用できる人がいるとか、安

心できるところがあるということもあります。「安心できる」というのは同時に、自尊心であったり、「私

はここにいていいのだ」「私はこういう人間なのだ」という、「自分はだれか」という感覚を可能にします。

アイデンティティというのは人間のつながりの中でできていくものなのです。

その基本単位として大体の場合に想定されるのが、血縁的な家族です。ところが、ここに大きな問題

があります。

セクシュアル・マイノリティというのは、家庭の中でもマイノリティであることが多いのです。「クローゼッ

ト」という言い方がありますけれども、あれはとてもうまく状況を言い当てている言葉です。クローゼット

というのは、家の正面玄関を開けたら目の前にあるというものではありません。家の中でも例えば、居間

があって、居間を通り抜けてベッドルームなどがあって、そこにクローゼットがあったりします。家の人も

全員がクローゼットの中にあるものを常に見ているわけではありません。セクシュアル・マイノリティとい

うのは、家族の中でもそのセクシュアリティに関して―ジェンダーに関してもそうですけれども― 秘

密であったということが多かったのです。今もそういう人はすごく多いと思いますけれども、過去はほぼ

確実にそうだった。クィア・セオリーの有名な理論家であるイヴ・セジウィックなんかは― 彼女の時代

には LGBTという言葉はなく、「ゲイ・ピープル」と言っていたわけですが ―「自分と同じような人々を

知らずに育つことが多い」という言い方をします 1。その点で、ほかの、例えば人種的なマイノリティとか

民族的なマイノリティとは異なる要素を持っている、と。つまり、人が「私はこういう人間なのだ」と理解

して育っていくために必要なつながりというのが、必ずしも家の中に見出せない、というのが、セクシュ

アル・マイノリティを取り巻く状況としてずっと伝統的、歴史的にあったということです。「ずっと」という

のは変ですけれども、西洋近代ではありました。

ホモフォビックで性別二元論的な社会において、ちゃんと認可され許可される「つながり」と、許可さ

1 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, Berkeley, CA: University of California Press, 1990, 81. イヴ・コゾ
フスキー・セジウィック（外岡尚美訳）『クローゼットの認識論：セクシュアリティの 20 世紀』青土社、1999、115。
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れない「つながり」というのが、当然あるわけで、同性と同性のつながりというのは許可されない。逆に、

あまりにも当然に許可されているのでほとんど自然なものと思われがちな「つながり」が血縁と地縁、特

に血縁です｡ 要するに、異性愛的な再生産をベースとしたつながりです。血縁というのは、血統というか

家族関係を再生産していきます。地縁は、複数のそういう家族が同じ土地の中に住んでいて、そこがコ

ミュニティとして再生産されていくということです。

ところが、西洋近代における LGBTというのは、異性愛的な再生産およびそれが作り出しているつな

がりの他者というか、あるいはその外部に置かれているというか、そういう存在だった。そこで何が起

きるかというと、人間はつながりがなくては生きていけないので、自然化されてきたつながりとは別のつ

ながりを模索するようになっていきます。そこが空間的には、特に大都市圏……だけではないのですが、

最初は大都市圏におけるコミュニティの成立という事になるし、時間的には、クィア・ヒストリー、ゲイ・

ヒストリーとかレズビアン・ヒストリーとか、時代によって言い方は色 あ々りますけれども、そういうもの

の模索という形をとっていきます。

つまり、異性愛的な再生産をベースに自然化された血縁とか地縁というのに対して、その外部にいる

性的少数者たちは、「つながり」を自分たちで模索して人為的に構築していかざるをえない状況にあった

わけです。

空間的には、コミュニティの成立というのがまず、人為的なつながりの非常に大きな結果です。コミュ

ニティは、「私のような人」と出会うことができる、アイデンティティを作っていく、あるいは自尊心を作っ

ていくときに、重要な役割を果たします。

これは、単に「あそこにもゲイ、ここにもゲイがいて楽しい」といった話ではありません。実際にコミュ

ニティを作っていくと、特にアメリカ合衆国などはそうですけれども、例えば家の中でレズビアンであると

か、ゲイであるとか、トランスジェンダーとか、とにかく親の望む何かとは違う存在であることの判明し

た子供が、本気で追い出される、あるいは家を出ないと自分の安全がヤバイと思うような状況に追い込

まれるということがあって、その子たちが大都市のコミュニティに流れ着きます。そのときに、だれかが

その子たちをケアしてあげる必要があります。子どもでなくても、病気になることもある、落ち込むことも

ある、つらかったりすることもある、あるいは警察に検挙されてしまうことがあるかもしれません。その

ときにだれかが自分を引き取りに来てくれるとか、病院にお見舞いに来てくれるとか、人間はいつもどこ

かでそうしたサポートが要るわけです。そのサポートをする、ケアとアテンドを提供する人々の集まりとし

て、「クィア・ファミリー」というものができていきます。そういうクィアとしての生き方を支えて作っていく

コミュニティができてくるということです。

他方で時間的なところで見ていくと、クィア・ヒストリーの構築というのがされています。歴史というの

は「あったことを結んでいく」という感じですけれども、特に西洋近代より前には同性愛というカテゴリ

は存在しませんし、「トランス」という概念はもっと最近のものです。だから、歴史を見たときに、資料

の中に「ここのゲイの人」とか「ここのトランスの人」などと書いてはいないわけです。でもそれを「そう

じゃないかな」と読み込んでいく。もちろんそこには一定程度誤読があるだろうし、もしかしたら間違

えているかもしれない。私たちはこの人たちをゲイだっただろうと思うけれども、もしかしたらゲイではな

かったかもしれない、あるいは「学問的に言ったらゲイではない」、といったことは色 と々あります。とは

いえ、学問的な正確さとは別に、存在の確認作業が重要だ、という側面もある。なので、コミュニティ

の中では割と早くから、「私たちは 20 世紀になって突然現れてきた存在ではない」「古代ギリシャを見ろ」
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「シェイクスピアもゲイだ」「アレクサンダー大王だって絶対ゲイだ」といった話を、みんな一生懸命やった

わけです。要するに、自分たちだけではない、ということなのです。ほとんど分からないし間違いかもし

れないけれども、ある種のつながりを作り出していこうとするところから始まったのが、クィア・ヒストリー

です。

何れにしてもつながりというのは自然に存在するのではなく作り出すものであると理解されていくわけ

ですが、そうすると、もうちょっと運動的な文脈になったときにどうつながりを作るのだろうか、というこ

とが、嫌でも問題になっていきます。特にこれが自覚的に問題化されていくのがエイズ・アクティビズムか

ら 90 年代で、そこの話を見ていきたいと思います。

80 年代のAIDS 危機では、圧倒的な死亡率の高さ、社会におけるホモフォビアの暴力性― 暴力性

というのは程度で計れないのですけれども― が、欧米では大きく問題にされました。それに対してエ

イズ・アクティビズムが出てくる。

AIDS という当時まったく訳の分からなかった病気にかかって人が死んでいくとなったときに、死んで

いく可能性が高い人たちというのは当時、アメリカであればゲイ男性であり、都市部の貧困層であり、あ

るいは麻薬常用者やセックスワーカーであり、その人たちは当時の社会の周辺に位置していました。ウォー

ルストリートでガンガン稼いでいる妻子持ちの白人男性がドカーンと死んでいくのであれば国も大慌てす

るわけですけれども、真っ先に犠牲になったのはその層ではなかった。その結果、AIDS 流行に直面し

て、政府はほぼほぼ「あの人たちが死んでもまあそんなに問題ないよね？」という感じで、状況を黙殺し

てしまった。アメリカ政府にせよ英国政府にせよ、AIDS という病気への当時の対応のお粗末さは、驚く

ほどです。そして政府によるそのような黙殺の結果として、発症者へのケアも感染予防措置も不徹底で、

情報も伝わって来ない、という状況があった。さらに、未知の病気に対する恐怖は社会のホモフォビア

を―これは常にあるのですけれども― 激化させ、表面化させます。

このような状況をどうにかしなくてはいけないということでエイズ・アクティビズムが生まれて、そこから

クィア・アクティビズムが出てくる。ここでは言うまでもなく、生命と人権の要求というのが非常に大きな

ポイントとしてあります。「社会は、私たちが生きていけるようにすべきだ」「私たちにも人権がある」とい

う、普遍性の訴えです。それに加えてエイズはアイデンティティを超えて周縁的な存在の人たちに打撃を

与えていったので、「周縁に押しやられている存在」というのが可視化されていきます。それを受けて意

図的に、周縁性―あるいは、差異と言ってもいいのですけれども―を、目に見える形で訴え、ヴィ

ジュアライズしていく、という方向が出てくる。そういう二つの流れがエイズ・アクティビズムからクィア・

ポリティクスにかけて出ていて、それを踏まえてクィア・アクティビズムが作られていく。

「つながり」はその中で自覚的に問題化されていきます。「差異の主張」と「普遍性の訴え」、すなわち、

生命と人権の要求ということと、私たちは周縁の存在であんたたちは違うかもしれないけれどもという部

分とですが、この二つをどちらも強く打ち出していく、強調していく。有名な Queer Nationというところ

の、この当時のチャントで、コールみたいなものですが、聞いたことがある方も多いと思いますけれども、

《We are here, we are queer. Get used to it.》―すなわち、「私たちはここにいて、私たちはクィアだ。

それにあなたたちが慣れる必要がある」というものがある。We are here というのは、「私たちは異性

愛社会に存在して」いて、だから、ある意味では「あなたたちの一員でもある」ということです。これは、

普遍性の訴えです。We are queerというのは、「だけど私たちはクィアなので、異性愛社会のあなたたち

から見たら、異質な、なじまない存在である」ということで、「あなたたちにとって他者である」というこ
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とです。これは差異の主張です。その両方を一遍にガッと持ってきて、Get used to it というのは、「そ

れにあんたたちがいいかげんに慣れろよ」「いいかげんに分かれよ」ということです。そういうチャントを

していく。

この差異と普遍性というのは実際に複雑な形で、クィア・ポリティクスの中、特にこの時代のクィア・ア

クティビズムの中で絡み合っていて、80 年代までの LGB 政治というのは、ある意味ではアイデンティティ

政治の側面があります。コミュニティの中には常に色んな人がいるのですけれども、例えばゲイ・ポリティ

クスというのが一方にあり、そこに入っていくレズビアンもいれば、それと一回袂を分かって、「女性の政

治」みたいなところに入ってくるレズビアンもいます。また、「レズビアンの固有性」を追求していくレズ

ビアンもいます。ある種の差異を追求していく部分があったわけです。それに対して、アイデンティティ

政治というのを完全に否定するわけではないのですけれども、この時代のエイズのアクティビズム、それ

からクィア・アクティビズムは、一つのアイデンティティでまとまろうというのではなくて、もう少しインター

セクショナルな政治的な連帯を考える方向をとります。つまり、私たちが持っている様々に異なる要素を

踏まえたうえで、社会の中枢に対して周縁層の連帯を考えようとする。それはどちらかというと、普遍性

にアピールする立場です。

ところがこれと同じ運動の歴史を別の見方でまとめると、80 年代までは比較的「同化的な戦略」が執

られていました。これは、普遍性のアピールだと言うこともできる。「私たちもあなたたちと同じ市民です」

「私たちも税金を納めています。だから私たちもあなたと同じように、権利があってしかるべき」という方

向ですね。例えばロビイングにおいてはそういう訴えは有効でした。それに対して、エイズ・ポリティクス

のときは突出した可視的な差異の主張が行われます。例えばドラァグであったりレザーダイクであったり、

明らかに「あんたたちの文化と私たちの文化は違うよ？」と言うところを見せつける。差異を消去させるま

いというドライブがあるわけです。その二つが、クィア・ポリティクス、クィア・アクティビズムの中では絡

まっていく。

ところで、「インターセクショナル」という用語ですが、この言葉が出てきたのは 1989 年のキンバレー・

クレンショーという人の有色人種女性の政治に関する論文です 2。要するに人種政治の中だけでは女性は

常に後になるし、女性の政治ということになれば「有色人種」というところが落ちるというわけです。こ

のこと自体はクレンショー以前からブラック・フェミニズムが問題にしていたわけですけれども、それを踏

まえて、「インターセクショナルなアプローチが必要」ということをクレンショーは言うわけです。

これは時代性だと思うのですけれども、89 年のこのクレンショーに対して、「クィア」という言葉を最

初にアカデミックに使い始めたテレサ・デ・ラウレティスという人が、90 年に「クィア理論」という用語を

提出したときに、ほぼ似たようなことを言っています 3。つまり、レズビアンとかゲイと言ったときに、実際

にはゲイのことしか考えていないのではないか。あるいは、レズビアンと言ったときに、白人のレズビアン

のことしか考えていないのではないか。それではやっぱりよくないだろう。そうではなくて、色んな要素

が絡まっているものとして、色んな人たちが入っているものとして、コミュニティの中のことを考えていか

なくてはいけない。そういうものとして、ジェンダーとかセクシュアリティを考えていかなくてはいけない

2 Kimberle Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimina-
tion Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum 40 （1989）,  139-167.

3 Teresa De Lauretis, “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction”, differences 3.2（1991）,  iii-xviii. テ
レサ・ド・ローレティス（大脇美智子訳）「クィア・セオリー：レズビアン／ゲイ・セクシュアリティ イントロダクション」『ユリイカ』
28.13 （1996）,  66-77。
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―というところで、ラウレティスは「クィア理論」という言葉を使うのです。

そういう形で運動が進んでいくのですが、先ほど言った「突出した可視的な差異の主張」というのは、

運動の中でも革新的（progressive）な側面であると当初は思われていました。異性愛者間に衝撃を与え

て、びっくりさせて、大きな変化を起こそう、といったところがあったわけです。エイズ・アクティビティ

で有名なのは亡くなった人に関するキルトを何十枚、何百枚、何千枚と並べてアピールする「メモリアル・

キルト（Memorial Quilt）」の運動ですが、それだけではなく「棺おけアクション」といって本当に亡く

なった人を棺おけに入れて担いで政府の政策の欠如を批判するなど、かなり衝撃的なアクションをエイズ・

アクティビティのときにはやっている。

さらに、Queer Nationという団体が特徴的だとされているのですが、いわゆるクィア・アクティビズム

というところになっていくと、「劇場型」と言われて、「モール・アクション」とか「キス・イン」という運

動が特徴的なものとして知られていくようになります。モール・アクションというのは、ショッピングモール

などに「いかにもだよね！」という感じでみんなで入っていって、異性愛社会のパパとママとお子さん達と

の幸せな時間と場に、驚きを与えようというものです。キス・インというのは、異性愛者のバーだというこ

とが前提とされているバーにグループで入っていって、そこでいきなり同性同士でキスをします。

このような過激なといいましょうか、革新的なアクションが特徴的だったのですけれども、そのうちに

それに対して批判も出てきます。どこが問題かというと、そこにある種の卓越性みたいなものが入り込ん

でくる。すごく突出した visibility（可視性）というのを追求していくときに、私たちは“extraordinary”

という言い方をします。ordinary（普通）ではないのです。でも英語の extraordinaryというのは、同時

に「卓越した」という意味でもあります。つまり「普通ではなくて、あなたたちよりも上」だと。異性愛社

会に対してそれを言っている間はよかったのですけれども、そのうち運動内で「突出していない人たちは

だめなのでは？」という雰囲気が出てきてしまう。つまり、ドラァグのおねえさんはカッコいいけど、普通

に異性愛社会になじんでしまうレズビアンなどはだめという、極論すればそういう雰囲気ができてしまっ

て、それはどうなんだ？という批判が出てくるのです。

キャシー・コーエンはクィア理論の中で早くから「有色人種のクィア」について話をし始めた人の一人で

すが、「売れる」差異と排除される差異の区別がすごくはっきりしてきてしまう、と指摘しています 4。モー

ル・アクションやキス・インがなぜインパクトを持てるかというと、そもそも「モールにいる人たちはみんな、

同じ私たちの仲間」「このバーの中にいる人たちはだいたい同じような人たち」という、場に関する無言

の前提があって、そこにいきなり、すごいゲイゲイしいとかすごいレズビアンっぽい格好だの振る舞いだ

のが出てくるので、みんなびっくりするわけです。ところが、ゲイであるとか、レズビアンであるとか、ト

ランスジェンダーであるとか、その一点以外はその場にいてもおかしくない、その場にいて当然に見える

人でないと、そもそもびっくりさせることができない。コーエンは、場合によっては黒人の、あるいはメキ

シコ圏、中南米系のゲイの子たちだったら、そもそもモールにいることができないかもしれない、と言い

ます。ゲイかどうかが問題ではなく、人種の問題として白人以外はモールをぶらぶらしていられないかも

しれない、と。

Queer Nationというのは、「劇場型」というのと同時に「広告的」手法を使ったと言われています。広

告的手法はもちろん効果的に売る為には有効なのですけれども、同時に、売るためには、相手の欲望

4 Cathy Cohen, “Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer Politics?”, GLQ: A Journal of 
Lesbian and Gay Studies, 3（1997）, 437-465.
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にある程度こたえなくてはいけません。そこで難しい問題が引き起こされるのですが、次にそのお話をし

ていきたいと思います。

人種、経済階層、ジェンダーといった「古い分断線」が、新しい形で再び浮かび上がってくるのが

2000 年代です。2000 年代というのは、LGBT の政治アクションという意味では、進んだ……という言い

方がいいかどうか分かりませんけれども、昔と比べたらよくなった時代ではあります。SOGI をめぐって、

政治は大きく展開します。2007 年発表の「ジョグジャカルタ原則」というのが特徴的ですけれども、国

連などで意図的、意識的に LGBT の権利、もう少し最近だと SOGI をめぐる権利をきちんと守っていこ

うという話が出てきます。それから、2000 年のオランダを出発点として、欧米を中心として同性婚の法

制化がどんどん進んでいきます。アメリカにおいては、「DADT の撤廃」―これは「Don’t Ask, Don’t 

Tell の原則」と言うのですけれども、「同性愛者は軍隊の中にいてもいいけれども、自分が同性愛者

であることを言ってはだめ」という政策です。これは非常に評判が悪かったのですけれども、この撤廃

―言い方を変えると「従軍の権利」ということですが、これが確保されていきます。

同時に、ポップカルチャーにおいても受容が進んでいきます。90 年代後半からテレビドラマや映画、

あるいはポップミュージックなどで、「自分はゲイの権利を守る」という人がどんどん増えていきます。また、

ドラマや映画の中にゲイやレズビアンの登場人物が増えていく、あるいは、そこをテーマにしたドラマな

どができてきます。ところが、ポップカルチャーにおける受容というのは、「受け入れる」ということと同

時に、そういう需要があるということです。先ほどのマーケットの話と同じなのですけれども、この時代

は、逆に言うと、一般のオーディエンスの中にそういうニーズが出てきた時代でもあります。そこが、よく

も悪くもあるわけです。

このような 2000 年代の権利獲得と同時進行で、同化を拒否して差異を主張する方向性を持っていた

はずのクィア・ムーブメントがマーケットや国家のロジックに同化しているのではないか、という批判が出

始めます。これはもう少し前から、白人ではないクィア・コミュニティ、それから特にレズビアンの女性や

トランスの人々を中心に、「今の状況ではまずいのではないか」と意識され始めていた問題です。そして、

それを酌み上げたのが、デュガンの言った「新しいホモノーマティビティ」です 5。ここで問題にされたのは、

「売れる」差異、需要に基づく形で受容を進めていく、ニーズに基づく形でアクセプタンスを進めていくと

いうのが、実際のところ、新自由主義体制と親和性を持った形で権利獲得をしていこうという方向になっ

てしまっているのではないか。そして、そこには問題があるのではないかということです。

この時期アメリカ合衆国でメインになっていくアジェンダが婚姻と従軍の平等です。つまりは、DADT

撤廃と同性婚というのが大きな目的になるのですが、これはどちらも国家の維持・再生産にかかわる機

能です。もちろん婚姻の平等がないのはおかしい、従軍の権利が不平等なのはおかしいのですが、こ

の 2 点に特化して権利が語られていく。そこは優先して公的に平等を達成すべきだが、それ以外は私的

領域の問題なので口を挟むべきではない、という運動の流れができてくる。婚姻と従軍というところだ

けに運動が特化していて、その裏でそれ以外のこと、例えば企業の中での権利や、あるいはもうちょっ

と大きく社会全体の経済的な再分配の話に行かない、これはまずいだろう、ということになってくる。婚

姻と従軍以外のことが結局私的領域と見なされ、いわゆる民営化（privatization）が起きていくというこ

とになって、そのかげで、特に白人以外の人種、あるいは女性とか男性ではないトランスの人たちに多い

5 Lisa Duggan,The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy, Boston: 
Beacon, 2003.
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経済的な困難層が切り捨てられていく状況が、批判されるのです。

同じように批判が出てきたのが、2007 年にジャスビール・プアが批判した「ホモナショナリズム」で

す 6。9.11 同時多発テロの後の米国において一部の当事者やアクティヴィスト達が、愛国の精神とゲイの権

利、レズビアンの権利、トランスの権利の追求をカップリングし始めます。「『私たちがいるアメリカはす

ごい。私たちはアメリカと一緒に戦うぞ』と言うことによってgay rights を推進していこう」という人た

ちが現れる。勝手に推進してくれる分にはいいのですけれども、対テロ戦争の時代なので、それは裏

で「gay rights を推進しない悪いイスラムは殺してしまえ。悪いイスラムは追い出してしまえ」ということ

につながっていきます。そういう形で、ゲイ・アクティヴィズムがイスラモフォビアとか排外主義と危うい

関係を築いてしまう。これはアメリカだけではなくて、ヨーロッパの国でもそうです。例えば、「あなたは

gay rights を信用しますか、しませんか」みたいなことが、移民の権利とかかわったりします。そういう

ことがあって、それはまずいのではないかということです。

では、そういうのを色々見て、色々経て、クィアというのは結局、どういうつながりをより望ましいと考

えているのか。2000 年代の英語圏のクィア・ムーブメントあるいは理論というのは、清濁併せ呑んでいる

ときに濁の部分をより強く呑んでいる人たちがいて、そのより強く呑む側というのは、基本的には、例え

ば人種だったり経済階層だったり、セクシュアリティとかジェンダーだけではないほかの社会的な要素と強

く関係している、ということに注目してきたわけです。そのような形は私たちが求めているものではない、

と。では、それを踏まえて、何がしたいのかという話になってきます。

正直言って、全く結論は出ません。ただ、世界的に社会運動がどうなってきたかというと、LGBT 系

は権利獲得に向けて 2000 年代にすでに大きく動き始めており、2010 年代で新しく大きな運動は起きて

いません。それに対して、2010 年代を特徴づけるものに、まず「Occupy 運動」があります。これは新

自由主義体制の中での経済的な不平等、再分配の不平等に対して異議申し立てをする運動で、経済的

特権階級と 99％という形で運動を作っていきます。これは、2011 年から数年続きます。今も続いている

のですけれども、盛り上がったのは数年です。アメリカでは 2013 年から「Black Lives Matter」という

運動が始まり、昨年から、皆さんご存じのように「#MeToo」が始まりますが、この二つは運動の質が

違うと言われることが多いのです。メンバーが重なっているし、明らかに前を踏まえてのこれなのです

が、質としてはけっこう違っていて、前者が 99％の我々の連帯を目指したのに対して、後者はある意味で

はアイデンティティの話です。ただ、同時に後者は、けれどもアイデンティティをベースにしつつもアイデン

ティティに限定されないイデオロジカルな動員でもあります。これが、先ほど鈴木さんの話にも出てきまし

たけれども、非常に強い社会分断を世界各地で生んでいると言われていて、Us vs Them（われわれか、

彼らか）という動きができつつある。例えばトランプ政権であったり、Brexit であったり、ヨーロッパの

極右政権のあり方だったり、そういうことです。

その中でここで最後に取り上げたいのが、ジュディス・バトラーというクィア理論の出だしのところで有

名だった人で、今でも有名ですけれども、彼女が 2015 年に Notes Toward a Performative Theory of 

Assemblyという本を書きます 7。そこで何を話しているかというと、ストリートに色 な々身体が集っていって、

多様な運動をしていく。集う身体は経済的な困窮者、セックスワーカー、不法移民と色 な々のだけれども、

6 Jasbir Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, Durham, NC: Duke University Press, 2007.
7 Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015. ジ

ュディス・バトラー（佐藤嘉幸、清水知子訳）『アセンブリ：行為遂行性・複数性・政治』青土社、2018。
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そういう様 な々身体が集うことによってどのようにして政治的な力を持てるのか、連帯ができるのか、と

いったことを考えようとするのです。一方で色 な々身体があるので、どういう形でもいいからとにかくそこ

が連帯して、政治的な力を持つようにしたい、と。ただ、みんなで同じ一つの運動に取り組むべき、今

は 99％のみんなで悪い資本家をやっつけよう、次は #MeToo 運動なのでみんなで悪い男をやっつけよう

という話をするのではない。そうではなくて、そもそもそこに多様な目的と考えと経験を持った多様な身

体がすでに存在しているということを前提に運動しなくてはいけない、と。そこにどのような政治的な力

があるのか、という話をしていきます。

こうした中で ― 細かい話を飛ばして―バトラーが持ってくるのは、「複数性」と「相互依存性」と

いう概念です。ある場所に複数の身体が存在している。その複数の身体は、必ずしもそのことをお互い

に納得しているわけではなくても相互に依存的な関係にある。つまり、私たちは、私たちが知っている

わけではないし、了承しているわけでもないし、ましてや仲がいいわけでもないかもしれない様 な々身体

と同じ社会空間を共有していて、そういう様 な々身体にある意味で依存し、私たちも依存されている。こ

の相互依存は私たちの生の条件でもあり現実でもあって、私が認めない身体を排除したり、そのような

身体を切り捨てたりすることはできない。

この話は、いわゆるダイバーシティとはちょっと違っています。ダイバーシティというのは、メンバーシッ

プを多様性に拡大していくことを目指します。けれどもバトラーが考えようとするのは、メンバーシップの

「外部にあるもの」―すなわち「メンバーシップをあげない」と言われていた人たち、あるいは私たちが

メンバーシップをあげたくないと思っている存在 ―との共存をどう可能にするか、その点です。そして

彼女は、ぴったり、しっくりいかなくても私たちはすでに同じ場にいるし、それは仕方がないというとこ

ろから出発するしかない、という話をしていくことになるのです。これを私は「にもかかわらずの隣接性」

と呼んでいます。つまり、しっくりいかない、納得いかない、好きになれない……にもかかわらずそうい

う身体と隣合っている、という関係性です。これを割と重視しているのはバトラーだけではなくて、2003

年に別のクィア理論家であるイブ・セジウィックが同じようなことを言っているのですが、時間がないので、

細かい話は飛ばします 8。

セジウィックが言っているのは、次のようなことです。複数の個体が隣り合って存在するときに、そ

の隣り合い方というのは必ずしも平和ではない。むしろそこには軋轢があり、ねじれがあり、歪みがあ

り、対立があるのだけれども、対立を含んで隣り合っている多数のものが存在しているというそのこと自

体に、クィアの可能性を見出すべきだ。これは、Queer Nation のチャントとすごくぴったり合う考え方で

す（Queer Nation の人たちがそう考えていたわけではないかもしれませんが）。《We are here, we are 

queer. Get used to it.》というのは、私たちが今いる場は分断の場である。すなわち、私たちとあなた

たちは違うという、切断のある、分断のある場である。分断があるのだけれども、にもかかわらずみんな、

ここという場所で隣り合っている。それを認めるところからしか、何も始まらない。そういう方向性の主

張です。連帯と分断（切断と言ってもいいのですけれども）、あるいは普遍性の訴えと差異の主張、そこ

の緊張関係をどうにか調停しなくてはいけないとはいえ最終的にそれを解決することはできない。ただ、

ここで重要なのは、「解決方法が見つからない」だけではなくて、おそらく「解決方法を早急に見つけよう

とするべきではない」ということです。解決せずに、むしろ、にもかかわらずきしみがある、断裂がある、

8 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Durham, NC: Duke University Press, 
2003.



公開シンポジウム　「『LGBT』はどうつながってきたのか？」記録

22

あるいは対立があるということを、自覚的に維持していくことが重要ではないかと。

実際にクィアという話をしたときに、あるいは LGBTという話をしたときに、インターセクショナルな側

面を無視してはまともな議論はできない状況になっている。それを踏まえてそれでも何らかの力を持って

いく、何らかの連帯を模索するためにはおそらく、今のところそれが唯一の解……ではないですけれども、

可能性ではないかと、私も思います。

長くなりましたが、私の話を終わります。（拍手）

（近藤）

ありがとうございました。

最後に石田仁先生にお話しいただきます。

石田先生は現在明治学院大学社会学部付属研究所研究員でいらっしゃるほか、成蹊大学などで非

常勤講師をされています。日本の男性同性愛の戦後史を研究テーマとされており、これまで研究が及ん

でいなかったテーマに果敢に挑んだ研究を進めていらっしゃることで知られています。本日お話しいただ

く「ハッテン場」についてはすぐにご説明があるかと思いますが、基本的にはゲイ・バイセクシュアル男性

（の一部）に関係するものです。しかし、それがこのシンポジウムのテーマである多様な「つながり」の

一コマであることは確かであり、その切り口を通してより広い射程をもつ問題が浮かびあがってくるので

はないかと期待しております。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。


