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クィア学会第一回大会

寄付のお願い
クィア学会は、寄付を随時募集しております。お支払いいただいている会費は、学会誌と次年度の大会準備資金として使われ、運営に余裕がない状態が続いて

おります。みなさまには入会の積極的な勧誘とともに、寄付をぜひお願い申し上げます。
【郵便口座の場合】口座番号：00170-7-412546　加入者名：クィア学会　【PayPalの場合】：クレジットカードによる寄付もできます。

https://www.paypal.com/j1/cgi-bin/webscr?cmd=_home-general&nav=0%81j

※寄付されるさいには、寄付であることをお知らせください。学会当日にも受付において寄付をお受けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

開催地：広島修道
大学　開催日時：

2008年11月8日
❨土❩ & 9日❨日❩

11月8日❨土❩ 12:00 ～ 　　     受付開始

13:00 ～ 15:30  シンポジウム

15:45 ～ 17:30  総会

19:00 ～ 21:00  懇親会（広島市
内）

11月9日❨日❩ 10:00 ～ 12:10  個人報告

13:10 ～ 15:20  個人報告・パネ
ル

大会参加費 会員500円、非会
員1000円 学会当日に、大学構内あるいは近

辺で、お弁当などを購入できる場
所はありません。必要な方は各自
御持参ください。11月9日（日）に
ついては、あらかじめ予約をいた
だければこちらでお弁当を準備い
たしますので、受付の際にお申し
出ください。

お弁当について

学会未加入の方は、この機会に是非ご加入ください。

・会計年度境月：10月→翌年9月
・会費納入方法：研究大会および郵便振替にて
・会員の特典：機関誌『論叢クィア』を進呈します。
機関誌への投稿および大会発表の申込みの権利があり
ます。
・年会費：常勤職に就いている方（日本学術振興会特
別研究員などを含む）は8,000円、学生・院生・OD等
常勤職のない方は5,000円です。当該年度内に常勤職
についている期間がある方は、常勤職とします。海外
在住の方の年会費は、学会誌の郵送やカード決済の手
数料等の費用を考慮し、1000円の増額をさせていた
だきます。

【入会の方法】
1.入会申込書をクィア学会事務局宛に添付メールか郵
送の形でお送りください。入会申込書は http://
www.queerjp.org/anai.htmlよりダウンロードできま
す。　送付先：membership@queerjp.org　郵送の
場合は：〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京
大学大学院 総合文化研究科 清水晶子気付 クィア学
会事務局

2.つぎに、郵便振替で下記口座まで年会費を払い込み
下さい。入会金は徴収しておりません。　口座：
00170-7-412546 加入者名：クィア学会

3.ご入金が完了したら、入会完了の案内をお知らせす
るとともに、会員番号が付された領収書をお送りし
ます。お名前と会員番号によって会員管理をさせて
いただきますので、領収書を失くさずに保管くださ
い。

学会入会情報

学会初日(11月8日、土）の総会終
了後、広島市内にて懇親会を行い
ます。みなさまふるってご参加くだ
さい。なお、懇親会に参加なさる
方は、大学構内より懇親会会場ま
での貸し切りバスを手配いたしま
すので、そちらをご利用くださ
い。懇親会費は常勤5,000円、非常
勤3,000円です。

懇親会について

http://www.queerjp.org/anai.html
http://www.queerjp.org/anai.html
http://www.queerjp.org/anai.html
http://www.queerjp.org/anai.html


大学所在地
〒731-3195 広島県広島市安佐南区大塚東一丁目1番1号

アクセス     広島修道大学　６号館

Direction

広島駅からいらっしゃる方
• 広島駅からJR山陽本線に乗り、横川駅で降り、広電バス（免許センター・五月が丘団
地行き）に乗り、修道大学キャンパスで降りる。所要時間　JR約3分　広電バス約19
分

• 広島駅からJR可部線に乗り、大町駅で降りる。アストラムライン（広域公園行き）に
乗り換え、広域公園前（修道大学前）で降りる。　所要時間　JR約25分　アストラム

クィア学会第一回大会プログラム———大会会場案内

大会会場案内

市内中心部（紙屋町・八丁堀・本通など）からいらっしゃる方
• バスセンターで広電バス（免許センター・五月が丘団地行き）に乗り、修道大学キャ
ンパスで降りる。　所要時間　広電バス　約29分

• アストラムライン　県庁前または本通からアストラムライン（広域公園行き）に乗
り、広域公園前（修道大学前）で降りる。　所要時間　アストラムライン　約35分

横川駅からいらっしゃる方
• 広電バス（免許センター・五月が丘団地行き）に乗り、修道大学キャンパスで降り
る。所要時間　広電バス　約19分

広島市内の繁華街は、広島駅付近から少し離れたところにあります。
修道大学へのアクセスという点からいえば、紙屋町・本通付近、
または八丁堀・鉄砲町付近、並木通り・袋町付近の宿泊施設に

宿泊されるのをお勧めいたします。
広島駅から山口よりに行った一つ先の駅の横川付近でも
修道大学へのアクセスからいえばいいのですが、

繁華街から少し距離があります。



Symposium       1:00-3:30 p.m.シンポジウム詳細

シンポジウム趣旨

　近年の「クィア・スタディーズ」においてその重要性があらためて注目されてきた議論
に、「ポストコロニアル・クィア」の問題があります。西洋形而上学を批判的に継承する
ポスト構造主義理論と、とりわけ英米の大都市圏における性的マイノリティの運動の歴
史、その二つが交錯するところに生じた「クィア」という概念は、言うまでもなく、その
成立自体がポストコロニアルな文脈と無関係ではありえません。

　そもそも正常／異常、起源／派生物、中心／周縁（あるいは、男／女、異性愛／同性
愛、セックス／ジェンダー）といった二項対立の問い直しをその重要な推進力としてきた
「クィア理論」が、みずから前提としてきた地政学上の中心性に批評・批判の先を向ける
ことは、いわば論理的必然だったと言うべきでしょう。そして、「クィア」概念の前提に
ある地政学上の「中心性」の再考というこの試みが、「ポストコロニアル・クィア」をめ
ぐる問題系の要請する重要な作業の一つであるとすれば、それと並行して要請されてきた
のが、地政学上の「周縁」における「クィア」の可能性を批判的に検証するという作業で
す。地政学上の「中心」において展開されてきた「クィア理論」あるいは「クィア」とい
う概念そのものが、「周縁」においていかに翻訳されているのか、どのような形で見出さ
れるのか、そしてそれが「周縁」諸地域における身体や性、あるいは欲望の政治にどのよ
うな作用を及ぼしているのか、さらにはそのことが「クィア」という概念そのものをどの
ように押し広げ、あるいは修正するのか。これらの問いを念頭におきつつ、本シンポジウ
ムは三人のシンポジストの方をお招きして「＜日本＞は＜クィア＞か？」をテーマにした
議論をしていただく予定です。

　時に（とりわけLGBTの権利運動の側面において）「英米より遅れている」という文脈
で語られ、その一方で時に（とりわけ「アイデンティティ概念」が強固ではない、宗教的
な理由による強烈なホモフォビアが見られない、などの理由で）「英米よりクィアであ
る」という文脈で語られる、その時の「日本」とはいかなるエンティティであり、そこに
おける「クィア」とはどのような人、欲望、あるいは作用であるのか、あるいはあり得る
のか。「クィア」は「日本」にいかに働きかけ、「日本」によってどのような制限を受け
ているのか。「クィア」と「日本」を相互に批判的に参照させることで、「クィア・ジャ
パン」、あるいは「ジャパニーズ・クィア」という表現によって見逃されがちな「日本」
「クィア」双方の差異や揺らぎをもう一度考えなおしてみたいと思います。
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クィア学会第一回大会プログラム———シンポジウム詳細
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10:00-11:00 個人報告
加藤慶 (p.2)

大都市圏におけるセクシュアルマイノリティの若者の
「生きづらさ」とは——２００８年「日英LGBTユー
スエクスチェンジプロジェクト」の事例から

ひびのまこと (p.3)

クィア・コミュニティ内部にある権力・差別・暴力
を隠蔽せずに「みんな」の運動と空間を作るために
必要なことは何か

11:10-12:10 個人報告
佐藤美和 (p.2)

同性婚をめぐる議論の再考——承認論の視点から

高原幸子 (p.3)

制度が横断する主体性

※報告内容は、名前横のページ数を参照大会発表順（午前）

10:00-11:00 個人報告
テレサ・アルゴソ (p.1)

『半男女考』——大正時代の良性の接近に対する
不安感と半陰陽をめぐる言説

黄綿史 (p.2)

大正期の性科学書における「同性愛」問題化の位
相——他の「変態性欲」との比較から

11:10-12:10 個人報告
黒岩裕市 (p.2)

「一種異様の人種」とセクシュアリティの表象
——江戸川乱歩『一寸法師』を中心に

菅野優香 (p.3)

クィアな時間、原節子

10:00-11:00 個人報告
野田恵子 (p.3)

「猥褻」と性愛のあいだ——20世紀転換期イギリス
における女同士の親密な関係をめぐる一考察

吉野靫 (p.5)

性同一性障害「正規医療」におけるQOL向上を検討
する（仮）

11:10-12:10 個人報告
ローラン・エリック (p.5)

日本における性人類学のフィールド・ワークでの“性
的参与”——男性同性愛学的な研究の例

菅沼勝彦 (p.3)

薔薇と咲いたハイブリッドな白人性1970年代『薔薇
族』にみるコロニアルな人種言説の攪乱

6202 司会：清水晶子

6201 司会：谷口洋幸 6204 司会：堀江有里

クィア学会第一回大会プログラム———大会発表順（午前）
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13:10-14:10 個人報告
小澤かおる (p.1)

情報アクセスに関する、女性性的少数
者の事情と条件

フレイザー真実 (p.3)

同性愛に対する偏見の規定因分析

14:20-15:20 個人報告
岩川大祐 (p.1)

アビューズの人類学——「男性」への
性的暴力の表象をめぐって

齋藤征子 (p.2)

政治学における「市民」像のもつ構造
的差別と再生産労働の位置づけ

大会発表順（午後）

6201 司会：風間孝

クィア学会第一回大会プログラム———大会発表順（午前）

午

後

13:10
～
15:20

13:10-14:10 個人報告
眞野豊 (p.4)

内面化した同性愛嫌悪をめぐるポリ
ティクス——広島・北海道を中心とし
たゲイのライフストーリーから

森山至貴 (p.4)

ゲイ男性とゲイコミュニティのねじれた
関係——「こっちの世界」という言葉
に関するインタビューから

14:20-15:20 個人報告
トッド・ヘンリー (p.4)

メディア監視と性的解放の間に

石田仁 (p.1)

タチ／ネコの記号史（仮）

6202 司会：菅沼勝彦

13:10-14:10 個人報告
溝口彰子 (p.4)

「こころのチンコ」論　あるいは、レ
ズビアン・フェミニスト・ジャンルと
してのヤオイ

相田美穂 (p.1)

腐女子のセクシュアリティは虚構か?

——メディアにおける言説を通じて

14:20-15:20 個人報告
光本順 (p.4)

可能性としてのクィア考古学

川坂和義 (p.2)

＜主体＞への回帰?

6204 司会：クレア・マリィ

13:10-15:20 パネル
加藤慶 (司会)、長谷川博史、たいへい、江草 (p.5)

非大都市圏におけるMSMへのHIV予防の対応と課題

6203 担当：釜野さおり

※報告内容は、名前横のページ数を参照



報告者50音順
400字を超える要旨は、400字に達した時点で消除致しました。ご了承下さい。個人報告／パネル内容

報告者　相田美穂（6204教室/13:10-14:10）
報告タイトル　「腐女子のセクシュアリティは虚構か?―メディアにおける言説を通じて」

所属　広島市立大学国際学研究科（博士課程後期）
要旨

おたくは、いわゆる現実ではなく、虚構を性的な欲望の対象とする人びととして定義される。その意味で腐女
子は、おたくの一カテゴリーである。しかし、腐女子においては、虚構に向かう欲望が自らのアイデンティ
ティとして存在するにもかかわらず、それが否定される傾向にある。それは、性的マジョリティを対象とした
メディアに表される腐女子や、腐女子による腐女子批判に現れる。ブログ本やテレビドラマに腐女子が登場す
る場合、多くは「彼氏持ち」あるいは、「男性に片思いする女性」として描かれる。また、腐女子が腐女子を
批判する際、根拠は、腐女子の容姿や、ある腐女子が腐女子を自称して一般に露出することに求められる。腐
女子の腐女子たるゆえんである虚構に向かう欲望は、「一般」からも腐女子自身によっても存在しないかのよ
うに扱われるという現実を問題とし、腐女子をめぐる表象や批判を通じて、「普通の」欲望・性的マジョリ
ティを問う。

報告者　テレサ・アルゴソ（6202教室/10:00-11:00）
報告タイトル　『半男女考』——大正時代の両性の接近に対する不安感と半陰陽をめぐる言説
所属　カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校博士課程／大阪大学大学院文学研究科（日本学）

要旨
半陰陽は明治時代後期から、いわゆる「男女両性の接近」に対する不安感の一つの焦点となった。この発表で
は1922年に出版された宮武外骨の『半男女考』という本を通して、男と女がどんどん似てくるのではないかと
いうおそろしい可能性に当時の人々がどう取り組もうとしていたかを分析する。半陰陽は、「女らしさ」また
は「男らしさ」とは何かについての議論の結節点となった。半陰陽を異常と見る概念が理論的正当性を持つの
は、個人を男と女に区別する体系内においてのみだからである。今にも崩壊しそうな男女二元制を懸命に安定
させようとする人もいた一方、男女の接近を人類の進化として信奉する人もいた。性別が明確に分類されない
人々は大衆にとって非常に魅力あるものであった。外骨は半陰陽が人間文明の終着点であると示唆して、「今
日の多数決にて奇形と呼ばるゝ半男女は軈て単性の男或いは女を目して奇形と呼ぶに到らんか」と記してい
る。

クィア学会第一回大会プログラム———個人報告／パネル内容

報告者　石田　仁（6202教室/14:20-15:20）
報告タイトル　タチ／ネコの記号史（仮）
所属　聖マリアンナ医科大学非常勤講師

要旨
ゲイ／レズビアンのコミュニティで頻用される対概念に「タチ／ネコ」がある。この対概念に関する研究は杉
浦郁子や森山至貴が行っているが、戦後をつらぬく歴史研究はまだ手つかずである。報告者が現時点で明らか
にしていることとは、(1)まず歌舞伎の「立形／女形」を転用する形で派生したこと、(2)同性愛とSMとがあま
り分岐していなかった頃の「責」概念の対で「受」が使われ出したらしいこと、(3)この「受」概念がやおいの
「攻／受」概念へと転用されたらしいこと、(4)ゲイコミュニティでの「ネコ」概念の普及は意外に遅かったこ
となどである。本報告は、対概念の変遷や諸概念の意味射程の変化に考慮しながら、諸概念に付随するジェン
ダー／セクシュアリティのあり方を明らかにすることを目的とする。

報告者　岩川大祐（6201教室/14：20-15：20）
報告タイトル　アビューズの人類学―「男性」への性的暴力の表象をめぐって

所属　早稲田大学大学院　文学研究科　文化人類学コース
要旨

「男性」への性的暴力について、「サバイバー」への聞き取り調査を行っている。その際に、「男性」という
カテゴリーがどのように構築されているのか、法や医学の言葉による規定と、「サバイバー」の語りとの間に
起こる「齟齬」の問題について発表したい。特に、「被害者」や「サバイバー」という言葉が、名詞的に、性
的被害を受けた人を規定するのに対して、語り直しの実践によって、述語的に、自己を再定義することの可能
性について話したい。

報告者　小澤かおる（6201教室/13:10-14:10）
報告タイトル　情報アクセスに関する、女性性的少数者の事情と条件（仮題）

所属　和光大学修士課程
要旨

性的少数者やその疑いを抱く人々は、さまざまな局面で情報が不足しがちであり、情報へのアクセスも差別さ
れることへの恐れなどから困難を伴うことがある。商業出版のほか運動体も情報発信をすることがあるが、そ
うしたものも運動体にたどりつかなければ見られないことが多い。また女性性的少数者の場合、労働のジェン
ダー編制のために経済的困難があることが指摘されることがある。これが女性当事者向け商業出版を支えられ
ない、あるいはいくつかのコミュニティが現在経営難である理由となっている可能性がある。そこで、数か所
のコミュニティで、情報を得られるコミュニティへの参加経路や参加に至るまでの困難、その年齢、経済状態
や、労働の状況を作り出す進路や就業の選択などについてアンケート調査を行ない、これを分析して、よりよ
い情報アクセスの保障のための情報収集を試みる。

個人報告（10:00-15:20）あ行
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報告者　加藤　慶（6201教室/10:00-11:00）
報告タイトル　大都市圏におけるセクシュアルマイノリティの若者の「生きづらさ」とは

——2008年「日英LGBTユースエクスチェンジプロジェクト」の事例から
所属　横浜国立大学大学院環境情報研究院社会環境と情報部門非常勤教員

要旨
セクシュアルマイノリティの若者は、さまざまな「生きづらさ」を抱えながら生活していることが指摘されて
いる。では、具体的にどのような「生きづらさ」があるのだろうか。本発表は、2008年8月に行われた「日英
LGBTユースエクスチェンジプロジェクト」において実施した、若者(ユース)の「生きづらさ」に関する調査の
結果を報告するものである。このプロジェクトは、日本とイギリス・ブリストル市とのセクシュアルマイノリ
ティの若者の交換留学・イベントを開催したものである。開催にあたっては、セクシュアルマイノリティの当
事者を主とする実行委員会が組織され、国際基督教大学ジェンダー研究センターが事務局を担当する形で実施
され、イベント模様はNHK教育テレビなどを通じて日本全国に放送された。なお、本研究は平成20年度厚生労
働科学研究費補助金エイズ対策研究事業(研究代表者:加藤慶)による研究成果の一部である。

報告者　川坂和義（6204教室/14:20-15:20）
報告タイトル　＜主体＞への回帰？

所属　国際基督教大学比較文化研究科博士後期課程
要旨

現代社会の権力の作用を分析する場合も、また権力への抵抗を模索する場合においても、＜主体＞はクィア・
スタディーズにおいて重要な問いのひとつとして扱われてきた。今回、ヴォルター・ベンヤミン、ハンナ・
アーレント、ミシェル・フーコーなどの思想家の「権力(power)／暴力(force)／主体(subject)」の分析を参照し
ながら、現代のクィア・スタディーズの＜権力＞と＜主体＞の問題化の仕方を再検討する。

報告者　黄綿　史（6202教室/10:00-11:00）
報告タイトル　大正期の性科学書における「同性愛」問題化の位相——他の「変態性欲」との比較から

所属　一橋大学社会学研究科　総合社会科学専攻
要旨

大正期は、「同性愛」のみならず、多くの「変態性欲」が問題化された時期であった。本発表では、その中で
も「同性愛」が他の「変態性欲」とどう異なる点において取り扱われ、問題化されたかを、当時の性科学書の
分析を通して明らかにする。

クィア学会第一回大会プログラム———個人報告／パネル内容

個人報告（10:00-15:20）か～さ行
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報告者　黒岩裕市（6202教室/11:10-12:10）
報告タイトル　「一種異様の人種」とセクシュアリティの表象——江戸川乱歩『一寸法師』を中心に

所属　一橋大学大学院 言語社会研究科 博士研究員
要旨

大正時代の日本で流行した性欲学では、「正しいセクシュアリティ」（竹村和子『愛について』）から逸脱
したセクシュアリティ、当時の言葉を用いれば、〈変態性慾〉が個人の内部にある特殊な〈素質〉によって
解釈され、それに関与する個人は変態性慾者〉と「種族」（ミシェル・フーコー『性の歴史』）化された。
一方、昭和初期の〈エロ・グロ・ナンセンス〉の風潮のもとでは、〈未開人〉や〈土人〉に脚光が浴びせら
れたのだが、そこで強調されたのはその奇妙なセクシュアリティであった。本報告は、このようにセクシュ
アリティと人種の問題が交錯する過程を探るものである。特に、江戸川乱歩の長編小説『一寸法師』（『朝
日新聞』1926年12月－1927年2月）に目を向け、テクストでメタファーとして持ち出される「一種異様の人
種」（江戸川乱歩『一寸法師』）の表象を分析する。なおその際には、同時代の欧米のモダニズム芸術や黒
人表象も視野に入れる。

報告者　齋藤征子（6201教室/14:20-15:20）
報告タイトル　政治学における「市民」像のもつ構造的差別と再生産労働の位置付け

所属　ICU 行政学研究科
要旨

現代社会において、完全な「市民」として社会生活を送ることの前提として子育てをすることが組み込まれて
いない。ゆえに、仕事をし、市民として社会に参与する際に、子育てをしていることが障害となっている。こ
の現状をふまえ、現在の、子育てから免責されている「男性」を基準に構成されている社会が、構造的に主
に子育てを担っている「女性」を排除しているという問題を指摘したい。そして完全な社会の構成員として子
育てをする人を包摂しうる新たな社会像の探求を、政治哲学の観点から行う。アイリス・ヤングは、普遍的
な公的社会への参加の価値の強調が、性差による差別を隠蔽してきたとする。そして、公的領域の普遍性は、
「非男性的」とされたものを囲い込む場としての家庭と、女性の排除に由来すると主張する。そして、平等な
市民という時の「平等」を規定するおおもとの基準がすでに社会における支配的階級である「男性」により
規定されているがゆえ

報告者　佐藤美和（6201教室/11:10-12:10）
報告タイトル　同性婚をめぐる議論の再考——承認論の視点から

所属　お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期過程
要旨

本報告は同性婚について理論的考察を進めるための一試論として、承認論の視点から分析を試みるものであ
る。主な分析対象はアメリカにおける判例とする。そこから、同性カップルに対する法的権利を要求・獲得す
ることの意義を検討したい。法的権利の要求・獲得をすることは、アイデンティティやカテゴリーの固定化と
ともに新たな周縁化を推し進め、ジェンダー、セクシュアリティの抑圧構造の維持に加担することが懸念され
る。しかしそこには「アイデンティティの政治」には回収されないダイナミズムが生起しているのではないだ
ろうか。承認の場面には不可避的に権力関係が横たわることをふまえつつ、動態的なプロセスとしての承認と
いう概念を再検討することによって同性婚をめぐる議論を新たに展開する可能性を探る。

個人報告／パネル内容 報告者50音順
400字を超える要旨は、400字に達した時点で消除致しました。ご了承下さい。



報告者　菅沼勝彦（6204教室/11：00-12：10）
報告タイトル　「薔薇と咲いたハイブリッドな白人性

——1970年代『薔薇族』にみるコロニアルな人種言説の攪乱」
所属　メルボルン大学大学院博士課程

要旨
本稿は1971年に創刊されたゲイ雑誌『薔薇族』の初期に見られた白人性の表象について分析する。戦後連合軍
による占領期を経て、日本と西洋（特にアメリカ）との間に築き上げられることとなったコロニアルな関係性
はしばしばジェンダーの比喩を用いて「女性化された／小さな日本」対「男性的で／大きな西洋」といった二
項対立軸を基調にしていた。本稿では、初期の『薔薇族』が日本と西洋との間に存在していた力関係をいかに
戦略的に流用しながら、最終的には逆転させ、日本のマスキュリニティの奨励化へと結びつけていったのかと
いうその過程をハイブリッド化、クレオール化、パロディなどのポストコロニアル理論を応用しながら分析す
ることを目的とする。

報告者　菅野優香（6202教室/11:10-12:10）
報告タイトル　クィアな時間、原節子

所属　UCアーヴァイン校ヴィジュアル・スタディーズ博士課程
要旨

「クィア」を定義することはいかにして可能なのか、そもそも定義することの必要性が誰にとって、なぜ生じ
るのか？今回の発表では、クィアを時間性という観点から捉え直してみたいと思う。クィアを時間の問題とし
て再定義したジュディス・ハルバシュタムによれば、奇妙な時間性、想像的な人生スケジュール、そしてエキ
セントリックな経済活動の結果としてクィアはあるという。それに対置されるのは、幼児期から思春期を経
て、成熟した成人期へと至る「ストレート」な時間であり、生殖的、家族的時間である。クィアな時間とスト
レートな時間は、全く異なる時間の論理に裏付けされたものなのか、それとも、ある部分で、交差、あるいは
重複するような時間の概念から派生したものなのかを明らかにしてみたいと思う。このようにクィアを時間の
問題として考えるのに最も相応しいテクストとして、原節子が主演する二本の映画（『晩春』『麦秋』）を検
討してみたい。戦後

報告者　高原幸子（6201教室/11:10-12:10）
報告タイトル　制度が横断する主体性

所属　中京大学ほか
要旨

制度とその前に形成される主体性について議論する。具体的には日本における異性婚の婚姻制度がもつ社会的
影響力と、その制度が内包する規範力と親密な関係性の形成の仕方について批評的に取り上げる。脱家族や個
人への社会保障の議論、婚外子の立場性なども主体性に還元されない場を目指して考えたい。

クィア学会第一回大会プログラム———個人報告／パネル内容

個人報告（10:00-15:20）さ～は行
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報告者　野田恵子（6204教室/10:00-11:00）
報告タイトル　「猥褻」と性愛のあいだ

——20世紀転換期イギリスにおける女同士の親密な関係をめぐる一考察
所属　日本学術振興会特別研究員（東京大学）

要旨
本報告の目的は、イギリス社会における女性「同性愛」の位置と排除／不可視性の構造、およびその可視化
の軌跡を跡付けることで、イギリスにおける性やジェンダーをめぐる認識のありようとその変容を考察するこ
とにある。具体的には、本報告では、近代的な性への認識形態が生起した始点と見なすことができる20世紀
転換期イギリスにおける性や身体をとりまく知の変容に焦点を当て、その変容の過程を法とそれをめぐる事件
を中心に跡付ける試みを行う。社会的に負の価値を負わされていた性の形態である「同性愛」のなかでも、
さらなる周縁化を被っていた女性「同性愛」をめぐる事象や社会がそれを否定する論理を見ることによって、
当該社会の性やジェンダーに対する認識のありようや、当時イギリス社会における「同性愛」めぐる錯綜した
状況を指摘する。

報告者　ひびの まこと（6201教室/10:00-11:00）
報告タイトル　クィア・コミュニティー内部にある権力・差別・暴力を隠蔽せずに

「みんな」の運動と空間を作るために必要なことは何か
所属　ばらいろネット（http://barairo.net/）

要旨
「クィア・コミュニティー内部の差別」として問題化された例では「東京レズビアン＆ゲイ・パレード」の名
称問題が有名です。しかし組織や権力に関わるトラブルは、他にも多数あります。自分が少し権力を持つと傲
慢な振る舞いをする活動家の姿は、残念ながら例外的ではありません。実は、クィア系の社会運動が顕在化
する前から、他の社会運動においても、同様の問題とトラブルが繰り返されていました。先行する運動の失敗
とそれを踏まえた新しい取り組み―例えばメキシコのサパティスタ民族解放軍やパレスチナの非暴力直接行動
―も参考にしつつ、「みんな」の運動と空間を作るために必要なことは何か、を考えてみます。今回は、クィ
ア学会を「学者の集まり」ではなく誰でも発言できる場にしたいと思い、研究発表というより活動家として
の問題提起を行います。（事例として、関西のパレードの歴史や、T-junction問題などを取り上げる予定）

報告者　フレイザー真実（6201教室/13:10-14:10）
報告タイトル　同性愛に対する偏見の規定因分析

所属　名古屋大学大学院国際言語文化研究科ジェンダー論講座　M1

要旨
日本全国で1,000人を対象に行われたアンケート調査の結果を基に、同性愛に対する偏見の規定因を分析す
る。性別、学歴、年齢、収入といった個人の属性や、権威主義的であるかどうか、外国人に対して排他的で
あるかどうか、性別役割分業の意識の高さ、信仰心といった要素が同性愛に対する偏見にどのように影響を
与えているかを明らかにしようと試みた。統計的に有意な結果が得られたのは、年齢（高齢になるほど偏見
が強い）、性別（男性の方が偏見が強い）、学歴（学歴が高い者ほど偏見が強い）、権威主義（権威主義的
である者ほど偏見が強い）、外国人への意識（排他的である者ほど偏見が強い）、性別役割分業への意識
（性別役割に固執する者ほど偏見が強い）の要素である。学歴と偏見の関連に焦点をあててさらなる分析を
行い、報告したい。

個人報告／パネル内容 報告者50音順
400字を超える要旨は、400字に達した時点で消除致しました。ご了承下さい。



報告者　トッド・ヘンリー（6202教室/14:20-15:20）
報告タイトル　占領期東京における「男娼」の主体性：メディア監視と性的解放の間に

所属　コロラド州立大学助教授（近現代日本・朝鮮史）、バーバード大学・韓国学研究所研究員
要旨

アジア太平洋戦争における日本の敗戦、またそれに引き続いたアメリカによる占領はたくさんの意味において
日本をダイナミックな変革の期間へと誘い込んだ。と同時に、多くの若者達が徴兵制に課されたことなどに代
表される戦時中の社会的事情が戦後日本の進展へ大きく影響をもたらしたことも明らかである。本稿はそのよ
うな戦後日本の社会背景を、カストリ雑誌と称された当時のメディアの存在が示すように、急速に占領下の日
本に増加したクィア・セクシュアリティの視野から考察する。特に注目するのは今まであまり語られることの
なかった東京を中心に戦後すぐさま軍服を脱ぎ捨て、自らを過剰に女性化しセックス・ワーカー（男娼）と
なった男達についてである。当時の娼婦としてのパンパン女性ともよく似た、女装した男娼による語りや彼ら
に関するレポートなどをたよりに、彼らの主体構築の分析を主目的とする。彼らの性的立場性が戦後の変革期
における性の解放と

報告者　眞野 豊（6202教室/13:10-14:10）
報告タイトル　内面化した同性愛嫌悪をめぐるポリティクス
——広島・北海道を中心としたゲイのライフストーリーから

所属　広島市立牛田中学校
要旨

本報告は、いわゆる地方都市に住む男性同性愛者における同性愛嫌悪の内面化過程を、そのライフストーリー
から考察することを目的としたものである。調査地域には、北海道と広島が選ばれ、そこに在住するおおよそ
30名の同性愛者に対する聞き取り調査を行い、ライフストーリーという形でデータを収集した。報告者はそれ
らのデータを1．ライフストーリーが語られる現場、2．異性愛至上主義／同性愛嫌悪の内面化の現場、3．同
性愛への気づきと主体形成、4．メディアが媒介するホモフォビアというメッセージ、5．クローゼット空間に
おける不可能な主体、6．クローゼット空間とカミングアウト、7．インターネットとゲイ・コミュニティ、
8．新しい世代の語りをめぐるポリティクスという観点から考察する。このような考察過程の結果、報告者は
近年の同性愛者若年層においては、ゲイ・アイデンティティがかつてほど重要なものではなくなりつつあるこ
と、またその

クィア学会第一回大会プログラム———個人報告／パネル内容

個人報告（10:00-15:20）は～ま行
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報告者　溝口彰子（6204教室/13:10-14:10）
報告タイトル　「こころのチンコ」論　あるいは、レズビアン・フェミニスト・ジャンルとしてのヤオイ

所属　非常勤講師（多摩美術大学、共立女子大学、法政大学）
要旨

女性作者による、主に女性読者のための、男性キャラクター同士の恋愛を描くマンガやイラストつき小説の
ジャンル、ヤオイ。もともとは異性愛女性の異性愛ファンタジーを男性キャラクター同士の「攻め」と「受
け」に仮託するものであり、異性愛規範やホモフォビアを反映したテキストがほとんどだったヤオイだが、
1990年以降に登場したヤオイ商業出版であるボーイズラブ・ジャンルが成熟するにともない、とくにここ数
年、女性たちが性的妄想を自在に交換・交歓し、「こころのチンコ」を交わらせる、いわばヴァーチャル・レ
ズビアン・セックスの言説空間としての機能が濃厚になっている。同時に同性愛者のカミングアウトや人権
問題、結婚制度や生殖などの問題について、誠実な思考や問題解決の提案を行う作品が増えている。この意味
で、ヤオイはレズビアン・フェミニスト・ジャンルとしてのポテンシャルを示し始めていることを、具体例を
示しながら発表する。

報告者　光本　順（6204教室/14:20-15:20）
報告タイトル　可能性としてのクィア考古学

所属　岡山大学埋蔵文化財調査研究センター・助教
要旨

クィア理論は、過去の物質文化を探求する考古学という分野に、どのようなインパクトをもたらしうるか。あ
るいはクィア理論に基づく考古学は、どのような学際的貢献が可能か。本発表の目的は、近年、欧米考古学を
中心に議論がなされつつあるクィア考古学（Queer Archaeologies）について検討し、その理論的・実践的
パースペクティヴを明らかにすることにある。クィア考古学には、主としてディシプリンとしての考古学や、
既存の資料分析・歴史叙述のあり方に関する批判的研究の方向性と、歴史としての「クィア・ヒストリー」を
追究する方向性がある。本発表では、ケース・スタディをまじえつつ、特に近代批判に基づくクィア理論を原
始・古代の社会分析に応用する際の理論的問題点および課題について整理し、クィア考古学を有効に機能させ
るための枠組みについて探求する。

報告者　森山至貴（6202教室/13:10-14:10）
報告タイトル　ゲイ男性とゲイコミュニティのねじれた関係
——「こっちの世界」という言葉に関するインタビューから

所属　東京大学国際社会科学専攻相関社会科学分野博士課程、日本学術振興会特別研究員
要旨

ゲイ男性とゲイコミュニティの関係性に関しては、ゲイ男性としてのアイデンティティを持った者がゲイコ
ミュニティを作り上げていくという、アイデンティティ基礎付け主義的な考え方に対し、ゲイコミュニティに
参入することによって人はゲイ男性としてのアイデンティティを獲得していくというコミュニティ基礎付け主
義的な考え方が対置され、歴史的にはこの分析が妥当な時期もあった。しかし現在のゲイ男性とゲイコミュニ
ティをめぐる状況は、これら2つの物語のどちらをも裏切る複雑なものである。そこで本発表では、ゲイ男性
が用いる、「ゲイコミュニティ」という言葉に近いニュアンスを持つ「こっちの世界」という言葉に照準し、
この言葉についてのゲイ男性へのインタビューをもとに、ゲイ男性とゲイコミュニティの現在の関係性とそこ
に働く論理を明らかにする。

個人報告／パネル内容 報告者50音順
400字を超える要旨は、400字に達した時点で消除致しました。ご了承下さい。



報告者　吉野　靫（6204教室/10:00-11:00）
報告タイトル　性同一性障害「正規医療」におけるQOL向上を検討する（仮）

所属　立命館大学先端総合学術研究科博士後期課程
要旨

近年、敢えて決定的な性別移行を行わず、一般には中途半端とされるような身体の状態を肯定的に捉え、二元
化の圧力を超え出ていく性同一性障害（GID）当事者の存在が徐々に顕在化している。一方でGIDを巡って、
当事者の性別を男／女へと二元的に振り分けようとする磁場が働き、法や社会制度が当事者の多様性を縮減す
ることも指摘されている。当事者が身体を変えるためには何らかの形で医療が介在せざるを得ない。しかし、
医療側と当事者側がそれぞれ想定する「GID医療」の内実には齟齬がある。望む身体の状態は個人によって振
れ幅があるが、外科医療は二値的であり、最終的に「女／男」の身体に近似した状態に当事者を誘導していく
側面がある。「正規医療」を提供している大学病院は5カ所あるが、その中心の目的であるQOL向上について
は詳らかでない。「正規医療」を受診した当事者への聞き取りを開始し、医療との距離を埋める実証的研究の
足掛かり

報告者　ローラン・エリック（6204教室/11：00-12：10）
報告タイトル　日本における性人類学のフィールド・ワークでの“性的参与”——男性同性愛学的な研究の例

所属　岐阜経済大学
要旨

1990年代の初めから、文化人類学では、フィールド・ワークにて研究者とインフォーマントの関係の性的な側
面についての様々な論文が多くなってきた。客観的“非性的”な研究者というドグマには、亀裂が生じてきた。
さらに，性人類学の研究なら、より複雑になると考えられる。このような理論的な背景の中、私が行った日本
における同性愛学についてのフィールド・ワークによると、いわゆる“性的参与”は、しばしばデータの収集を
可能にするので発見に役立ち、さらにインフォーマントを見つけるため必要不可欠になると言える。実に、性
的な現象が方法論の中さえに囲まれている。自分の存在や立場のせいだけで、同性愛者である研究者は、そう
されたくなくても、含蓄のある「性欲のタイポロジー」の中に、インフォーマントから分類される。そうする
と、“性的”になる。しかも他の文化に比べて日本では、身体や性行為に対しての宗教的道徳的な教訓の非実存
は、そ

クィア学会第一回大会プログラム———個人報告／パネル内容

個人報告（10:00-15:20）や～ら行

 ５

個人報告／パネル内容

司会　加藤　慶（横浜国立大学）
報告タイトル　非大都市圏におけるMSMへのHIV予防の対応と課題

報告者　長谷川博史（日本HIV陽性者ネットワーク）、たいへい（なんくる）、江草（岡山）

要旨
今日、東京・大阪を中心とする大都市圏におけるMSMへのHIV予防対策は、諸外国におけるそれと比較したと
き、極めて小さな予算規模ではあるものの、行われてはいる。しかし、非大都市圏における対策は、大都市圏
と比較して立ち遅れているのが実情である。では、これから、MSMを中心にHIV感染の拡大がみられる日本の
現状においては、非大都市圏における対策として、何が可能であるのか。また、課題であるのだろうか。本パ
ネルでは、沖縄県と岡山県を事例として、非大都市圏におけるMSMへのHIV予防への対応と課題について、そ
れぞれの地域の実情と対応についての報告と検討を行うものである。

パネル（6203教室/13:10-15:20）

報告者50音順
400字を超える要旨は、400字に達した時点で消除致しました。ご了承下さい。


