わたしたちはここにいる
──地方中核都市に生活する性的マイノリティの「語り」から──
河口

和也
   

近年、
「LGBT」という言葉はメディアでも定着する様相を示している。そして、
このカテゴリーは社会における様々な領域と関連づけられ、多様な問題として提
起されてもいる。
「LGBT 消費」
「職場における LGBT」
「学校教育と LGBT」等々で
ある。こうした流れのなかで、渋谷区や世田谷区のように行政区域におけるパート
ナーシップ証明書発行のように独自の LGBT 対応も現実化している。しかし、こ
れまで語られてきた性的マイノリティや LGBT の現実のほとんどは東京や大阪な
ど大都市圏に生活する人びとを前提としていたといえる。それは、
「メトロノーマ
ティヴィティ」という視角として概念化されてもいる。そこで、本稿では、大都市
圏には含まれない地方都市に居住する性的マイノリティの生活における語りをとお
して、これまで不可視化されてきた地方都市に住む性的マイノリティの現実を明ら
かにすると同時に、インフラストラクチャーという資源がないなか、生活の現実が
不可視化される状況のなかでも、自らの生活を構築していく様相の記述を、
「メト
ロノーマティヴィティ」という視角をとおして試みたい。
キーワード：性的マイノリティ（LGBT）
、地方中核都市、メトロノーマティヴィ
ティ（metronormativity）

１

はじめに

2015 年に東京都の渋谷区や世田谷区で同性カップルに対する証明書の発行が決議された
というニュースは大きな話題となった。
［日本経済新聞 2015 年 4 月 1 日朝刊］首都圏にある
渋谷区や世田谷区は「先進的」な行政圏で、
「革新的」なことをするというイメージを持った
人も多いのではないか。
しかし、同様の取り組みは、首都圏という大都市地域だけでなく、地方の都市において
も行われるようになってきた。インターネットの記事では、虹色で彩られた「地方創生」と
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いう大見出しのもと、さらに「地方創生の鍵は LGBT!? 全国で広がるインクルーシブな自治
体の取り組み」という小見出しが付され、三重県伊賀市で、渋谷や世田谷と同じように、同
性カップルを認める証明書を 2016 年 4 月から交付することが決定されたことや、それに続
き、兵庫県宝塚市や沖縄県那覇市でも同じようなことが年内実施を目指して構想されてい
ると報じられている。
［リディラバ メディア事業部 2016］
このように、
「地方創生」にとって LGBT が重要な存在としてとらえられるようになった
のは比較的新しい現象である。日経 BP ヒット総合研究所の石井和也は、
地方創生のキーワー
ドとして LGBT をとらえており、2016 年 4 月から奈良県が多様性を受け入れる国際観光都
市として海外への発信を始めるために「国際ゲイ＆レズビアン旅行協会（IGLTA）
」に加盟し
たことを取り上げている。
［石井 2016.5.26］
こうして行政や観光を含めた消費の領域で、少しずつ LGBT 支援の輪が広がりつつある
のだが、反面、ある地方都市が番組制作料を支出している地元の FM ラジオ放送番組のパー
ソナリティが「おかま」であるとして、そのような人が出演しているラジオ番組を「行政が
支援することはないのではないか」という発言を市議が行ったという差別的な事例も存在す
る。
［永田 2016］
近年、レズビアン／ゲイを対象とした日本の研究においては、たとえば東京の「新宿二丁
目」を正面から取り上げた砂川秀樹による研究［砂川 2015］
、あるいはその「二丁目」を中
心にゲイ男性において／あるいはゲイ男性の外部から「ゲイコミュニティ」として記述され
るその「困難さ」を焦点化した森山至高の研究［森山 2012］
、さらにレズビアンのミニコミ
誌の分析をとおしていかに「わたしたち」というストーリーが形成されてきたかを探究した
飯野由里子による研究［飯野 2008］がある１）。いずれも日本におけるレズビアン／ゲイ・
コミュニティに光を当てた優れた研究であるが、そのような研究状況の背後では、依然と
して「地方」で生活する LGBT の存在は見えないままであり、かれらをめぐる多様な現実も
また不可視なままとされてもいる。
このような問題関心から、私は地方中核都市に生活する「性的マイノリティ」あるいは
「LGBT」の生活意識や生活実践を把握し、生活者としての「クィア」や「LGBT」が自分たち
の生活の場をいかに作り上げていっているかを理解したいと考えている。
「地方都市は保守
的で、LGBT が生活するにはたいへんでしょう」とか「地方では LGBT の出会いの場やイベ
ントも少ない、あるいはないから、LGBT は孤立しちゃうでしょう」という語られ方には、
筆者もしばしば出会ってきた。しかし、ほんとうに「地方都市」が東京や大阪などの「大都市
圏」に比較して「保守的」なのだろうか、またそこに生活する LGBT は「孤立」しているばか
りなのか。こうした疑問にひとつの回答を与えたいというのが私の研究動機である。
本稿の目的は、日本における東京以外の地方中核都市に居住する「性的マイノリティ」の
生活やその現実に焦点をあて、聞き取り調査データを紹介しながら、かれらが「地方（中核）
都市」をいかに生活の場として作り上げているかを考察することである。
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２

性的マイノリティと < 地方都市 >

「メトロノーマティヴィティ（metronormativity）
」という視角
ゲイル・ルービン（Gayle Rubin）は、セクシュアリティ研究におけるもっとも重要な論文
のひとつである「性を考える」のなかで、同性愛が都市と緊密な関係性を有していると述べ
ている。農村部あるいは非大都市部では、セクシュアリティの表出が強く制限されたり、監
視されたりしているために、性的に逸脱しているとみなされてしまう人びとは、移住により
都市に出て生活をすることを余儀なくされているというのだ。そして、都市に移り住むよう
になった性的マイノリティは、集団的に居住する地域を形成し、そこにコミュニティを形成
していったのである。このような状況のなか大都市では、レズビアンやゲイのコミュニティ
が形成されていき、さらにそれは、農村部や小規模な町から出てくる、迫害された同性愛
者たちの受け皿となっていった。
［Rubin 1984］ジョン・デミリオ（John D’Emilio）は、1940
年から 70 年にかけて、おもにアメリカ合衆国のサンフランシスコにおいて、セクシュアリ
ティを理由に迫害された性的マイノリティが、都市的なサブカルチャーを形成する過程を
つうじて、アイデンティティを構築し、それに基づきコミュニティを創造していく歴史過程
を追っている。
［D’Emilio 1983a］
ジュディス・ハルバーシュタム（Judith Halberstam）は、
『In a Queer Time and Place』と
いう著書で、メトロノーマティヴィティ（metronormativity）という考え方を提唱した。メ
トロノーマティヴィティとは、田舎から都市への移住という支配的なストーリーと関連して、
主体が疑惑を向けられ、迫害され、人目を避けるような場所での生活を耐え忍んだのち寛
容な場所へと移り住むような空間的ナラティヴのことをいう。つまり、
これはクィアのコミュ
ニティや幸福が、都市にしか存在しないということを提示するようなひとつの規範ともいえ
るものである。そして、この規範のもとでは、田舎の、あるいは小さな町のクィアの生活は、
たいてい都市のクィアによって悲しげなもの、寂しげなものとして神話化される、あるいは
そうでなければ、田舎のクィアはできることならば、去りたいと思っているような場所で「耐
え忍んでいる」と考えられてしまうことになるだろう。近年の研究では、農村／都市の二元
論は実際に生産的な形で、すなわち伝統的／近代的、西洋／非西洋、自然／文化、近代／
ポストモダンのような他の二元論と関連づけられてもいるのだ。
（Halberstam 2005:36）
また、
ハルバーシュタムは北米の非大都市圏におけるクィアが直面する状況をメトロノーマティ
ヴィティという規範化された世界として分析しているが、
「メトロノーマティヴィティは、
近代アメリカの性的アイデンティティの空間化を支配している都市／農村の二元論のなか
で価値を剥奪された用語として農村を提示している一方、アメリカの非大都市圏のクィア
のセクシュアリティと世界のその他の地域における非大都市圏のセクシュアリティの奇妙
にも同じような構築を焦点化する可能性もあるのだ。
」
（Halberstam 2005:37）と述べているよ
うに、北米以外の非大都市圏のクィアとの共通性をめぐる可能性も示唆している。
このようにハルバーシュタムは、都市におけるクィア自体が規範化され、それとともに
農村や非大都市圏に居住し生活するクィアの姿が不可視化されてしまうことをも問題化す
る。さらに、ハルバーシュタムのメトロノーマティヴィティ概念を踏襲し、先に進めること
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により、規範化に対抗する視点を見出そうとして、
「クィア・アンチ・アーバニズム（Queer
anti-urbanism）
」という理論的枠組みを提唱したのは、スコット・ヘリング（Scott Herring）
であった。かれは、
その著書『Another Country: Queer Anti-Urbanism』で、
「クィア・アンチ・
アーバニズム」を、
「クィアのアイデンティティ／（諸）実践が都市的なものと分離不可能で
あるというような主張の妥当性に異議申し立てをする理論的な視点」として提唱した。そし
て、この考え方は、
「アメリカに基盤をもつあらゆる『ゲイのイメージ』
、すなわち都市が寛
容やゲイ・コミュニティの標識となり、田舎が迫害やゲイ不在の場所となるようなイメージ
をしばしば性格づける絶え間ないアーバニズムに対して批評的に対応するための手段」であ
るとも述べている。
［Herring 2010: 13］
たとえば、英語圏では、これまでにも都市生活や都市文化、都市の歴史と関連づけて
性的マイノリティの生活やコミュニティを論じる著作は、比較的多く出版されてきた。
［Abraham 2009; Boyd 2003; Chauncey 1994; Faderman and Timmons 2006; Hinrichs 2011;
Sides 2009］もちろん、こうした多くの著作は、実際に大都市圏において性的マイノリティ
の生活やコミュニティが目に目える形で実体的に存在しているために研究対象とされたの
であるが、他方で、学術的な刊行物に限らず、商業メディアなどをとおしても、このように
多くの著作が大都市で生活する性的マイノリティをめぐってひとつの言説群を形成してき
たことから、先に述べたようにメトロノーマティヴィティという規範が大都市圏で性的マイ
ノリティに共有されているようなセクシュアリティや性文化それ自体を規範化するというこ
とも考えられるのである。２）
したがって、LGBT 研究においては、LGBT にとっての生活の場として「大都市」が「自
明」あるいは「暗黙の前提」となっている傾向があり、そのこと自体がこれまでの研究におい
ても意識されてこなかったといってもよい。そのときに、メトロノーマティヴィティという
概念は、LGBT 研究における大都市中心の規範化に対して一定程度の批判的な視角を与え
てくれ、また大都市圏ではない場所で生起する不／可視性のポリティクスを描きだす一助
となる。既述の性的マイノリティと都市生活や都市文化の関係に関する研究では、性的マ
イノリティが多く集住する結果として大都市圏に生活に向けた資源であるインフラストラク
チャーが存在し、充実しているということから、そのことが性的マイノリティを大都市に引
きつける要因として描き出されてきた。それはひとつの「語り（ナラティヴ）
」の実体化の効
果をもつ可能性でもある。それゆえに、本稿では、メトロノーマティヴィティという規範化
の陰で、語られてこなかった日本における地方中核都市に生活するレズビアンとゲイの語
りから「もうひとつ」の語りを提示していく。

３

調査概要

筆者は、
地方中核都市（Ｘ市）に在住するゲイとレズビアンの生活実態に関する調査を行っ
た。調査期間は、2008 年 8 月から 2009 年 1 月である。インフォーマントは 5 名（レズビアン
2 名、ゲイ 2 名、ゲイかトランスジェンダーか迷っている人 1 名）であった。インフォーマン
トへのアプローチ方法については、
E さんはかねてより筆者の友人であり、
調査以前から知っ
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ていた。その E さんをとおして紹介されたのが A さんと B さんであった。C さんと D さん
については、それぞれ別の知人からの紹介であった。C さんと D さんへの聞き取りは調査
者の自宅で、A さんについては X 市内のレストランで、また B さんについては市内の喫茶
店で、そして E さんについては、E さんの経営する店内で開店前に行われた。それぞれの
インタビューに要した時間は 90 分から 3 時間であり、方法としては半構造化面接法を採用
した。聞き取りデータはすべてテープ起こしをした。なお、インフォーマントの氏名は仮名
とした。また、インフォーマントの語りの中に登場する人物についても仮名とした。
3.1

インフォーマントのプロフィール

仮名

年齢

性自認

セクシュアリティ

職業

A さん

22 歳

女性

レズビアン

公務員

B さん

40 代

女性

レズビアン

事務員
アルバイト／求職中

C さん

24 歳

男性

自称バイセクシュアル（実際はゲイ）

D さん

37 歳

男性

ゲイ

美容師

E さん

43 歳

女性

ゲイ／ MtF トランスジェンダー

飲食店経営

A さんは、20 代前半で自らをレズビアンと規定している。前年まで大学生であり、調査
時点では、就職したばかりの公務員であった。家族構成は、祖母、両親、弟、妹で、家族
とともに実家で生活している。自分のセクシュアリティに気づいたのは、小学校高学年のと
きで、実際に女性を好きになったのは、中学 2 年のときであった。家族のほとんどにはカム
アウトしており、大学時代にはすべてではないにせよ、多くの友人にはカムアウトしていた
という。職場では、同期の一人の同僚を除いて、自分のセクシュアリティを知っている人は
いない。
調査時点では、交際している女性はいなかった。大学 1 年生のころには一ヵ月半付き合っ
た人がいたが、それ以降 3 年半くらいのあいだに付き合った人はいなかった。知り合う手段
やきっかけは基本的に月に一度行なわれる女性向けイベントのみで、かつてインターネット
をとおして出会いを求めていたときもあったが、現在では、出会い目的では利用していない
という。これまでに一度だけ、いわゆる「普通の生活」のなかで偶然にレズビアンに出会っ
たことがあったという。
B さんは年齢非公表であるが、年代としては 40 代であり、自らをレズビアンと規定して
いる。職業としては事務員をしており、
職場ではカミングアウトはしていない。調査時点で、
外国人のレズビアンと交際しており、彼女とともに「L パーティ」というレズビアン／バイ
セクシュアル女性向けのイベント運営に携わっている。交際期間は 3 年あまりである。
C さんは、24 歳で、地元の大学を卒業後、いったんは就職したものの、職場の人間関係
によりうつ病を発症し退職した。その後、契約社員として働いていたが、契約期間が終了
したので、現在は無職。就職活動はしている。
「自称バイセクシュアル」と規定しているが、
本人も自らのセクシュアリティはゲイだろうとは認識している。大学在学中にも自分のセク
シュアリティについてはほとんどの人には言っておらず、目下の人間関係においてもそれは
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変わっていない。調査時点では、付き合い始めて 1 か月になるゲイの交際相手がいた。
D さんは、37 歳で職業は美容師をしている。以前に親戚が経営していた美容サロンで働
いている。職場ではカミングアウトをしておらず、ゲイであることは確実には知られていな
いと思っているが、スタッフのなかにはゲイに関するネタをふってくる人もいるので、感づ
いている人もいるかもしれないという。また、家族に対してもカミングアウトはしておらず、
あえてカミングアウトする必要もないと考えている。
E さんは、43 歳で飲食店を経営している。親や兄弟にもカミングアウトはしている。自
身のことはゲイであるとも認識しているが、他方で、自分の身体の性別には違和を感じる
ので、トランスジェンダーであるとも感じている。したがって、性自認については、男性で
あるというよりは、女性であると認識しているほうが強いという。
3.2

調査地 X 市の概要

この調査は、地方都市に住む性的マイノリティの生活実態を把握するためのものであっ
た。ここでは、インフォーマントの生活実態の背景として、インフォーマントらが在住して
いる都市における性的マイノリティ全般に関連する状況を述べておきたい。
西日本に位置する X 市は、人口 117 万人ほどの政令指定都市である。近隣都市を含める
と人口はおよそ 150 万人になる。市街地中心部には、かつては西日本最大と言われた歓楽街
がある。
ゲイバーについては、歓楽街のなかに 20 軒弱ほどが存在しており、女性も入店できる店
もいくつかあるが多くは男性のみが入店可能である。
（調査時点の）数年前まで、不定期（お
もに週末のみ）で営業するレズビアンバーが 1 軒だけ存在していたが、調査時点では１軒も
なかった。ゲイ向けのサウナは 1 軒存在する。マンションなどの部屋を改装した屋内系ハッ
テン施設はない。
「ゲイナイト」のようなクラブイベントについては、2000 年以降では多いと
きには年に 3 回ほど行われていたが、調査期間には年に 1、2 回開催される程度で、入場は「メ
ンオンリー（男性のみ）
」とされていた。レズビアンやバイセクシュアル女性向けのイベント
としては、月に一度週末に、ゲイバーではないがゲイ男性が経営するバーで女性向けのパー
ティが開催されていた。女性であれば入店できるが、その参加者のほとんどがレズビアン、
バイセクシュアル女性および FtM（女性から男性へ性別を移行した、あるいは移行したい
と思っていたり、性別を移行するまでではないが異性装をしている）のトランスジェンダー
である。ちなみに参考までに付け加えておくと、砂川によれば、2001 年のデータだが、東
京の新宿二丁目には、330 軒のゲイバーと 10 軒のレズビアンやバイセクシュアル女性向けの
バーがあった。また、2000 年からは「東京レインボー祭り」というイベントが新宿二丁目の
通りを通行止めにして開催されてきている。
［砂川 2015:27, 46］
X 市ではレズビアン／ゲイ映画祭、クィア映画祭やレズビアン／ゲイ・パレード、クィ
アパレードなどのようなイベントは行われていない。同性愛の人権団体などはないが、性同
一性障害者支援を行う組織がある。
エイズ活動団体については、さまざまな対象に対してサポートする団体が二つあり、エ
イズ問題が深刻化していた時期にはゲイ男性に対する啓発や感染者に対するサポートサー
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ビスが提供されていたものの、調査時点では担い手不足のために講演会のようなイベント
が行われる程度で、予防啓発やエイズ患者に対するケアなどの実質的な活動はそれほど行
われてはいないようである。３）

４
4.1

地方中核都市在住の性的マイノリティの語りから

カミングアウトー困難さ、揺らぎ、ノリ

日本社会においては家族へのカミングアウトは多くの同性愛者が直面するであろう大き
な問題である。家族は異性愛主義のもとで、非異性愛者を「抑圧」する存在だとみなされて
いるからだ。現実の「問題」となる可能性が出てくるのはカミングアウトを実践した経験が
ある場合、
もしくはなにかの拍子に
「バレてしまった」
場合であり、
それ以前に自分のセクシュ
アリティを家族には明かさないという選択をしている同性愛者も多い。
将来、異性との結婚を考えている C さんは、カミングアウトすることに対して躊躇して
いる。また、なぜ自分のセクシュアリティを「自称バイ」としているかという理由は、
「いつ
かノンケになれると思っているから」ということにあるようだ。それは、将来、
（異性との）
結婚を踏まえてのことである。このように考える C さんだが、女性と結婚する理由は、自
分も子どもが欲しいし、
「親も孫の顔が見たいとうるさい」からだ。それで、
「早く結婚しな
さい」と言われるという。結婚のプレッシャーは最近とくに感じる。それも両親が 23 歳、す
なわち今の C さんの年齢ですでに親は結婚していたということなのだ。そのような理由か
らも、親は早く結婚をするようにプレッシャーをかけてくるのである。
「偽装結婚」や「友情
結婚」も選択肢として考えているともいう。
しかし、家族からの結婚圧力がありながら自身も子どもは欲しいという C さんだが、
「最
近ではゲイでいいかなっていうこともある。ゲイのほうが楽しくて、楽。あと、いろんな友
達が増えて話をすると、ゲイとして一人で生きていくのであれば、自分が楽しい仕事をす
ればいいじゃないと友達から言われる。そのほうが楽だと最近思うようになってきた。
」と
も語っている。それは、インターネットを通じて、個人的にではあるが、実際に会って話す
ようなゲイの友人ができたということが大きな要因ともなっている。そうした友人たちとの
交流によって「以前の考え方とは少しずつ変わってきた」という。ここには、C さん自身の
アイデンティティのあり方に対する逡巡（
「自称バイ」からゲイへ）といっていいような変化
を見出すことができる。もちろん家族に対するカミングアウトを考えているわけではないが、
「男の友人しか家に連れていかない」ことから、親も自分のセクシュアリティについては薄々
気がついているかもしれないと感じているともいう。
他方、結婚のプレッシャーをまったく感じてこなかったし、子どもを欲しいと思ったこと
はまったくないという D さんであるが、これまで家族にも職場でもカミングアウトをした
経験はない。美容師として働いている職場は、メディアなどに露出している性的マイノリ
ティに「美容業界や芸術系」の仕事の人が多いというところから、ゲイが多いというイメー
ジをもたれがちだが、それほどカミングアウトがたやすくできるというところではないと D
さんは感じている。職場では、ゲイだということは知られていないというが、それでも「若
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い女性スタッフは『オネエマンズに入れますよ』と言ってきたりして、そういう（ゲイの）キャ
ラクターとして見られているところはある」
とも語っている。お客さんからも
「彼氏いるの？」
と聞かれることもあるといい、周囲の人たちは、かれのことをゲイだとみている節もあるよ
うだ。
D さん
「カミングアウトはあえてすることもないのかな。自分の見られ方の問題なので、
それについては（したい人はすればいいと思っている、カミングアウトは）いいことだ
と思うけど。あえて、いいとか悪いとか考えて言わなくていいのかな。学校でカミン
グアウトして島流しにあった事例もあるからね。
」
「あまり人にかかわっていないということはあるのかもしれない。仕事は仕事、プラ
イベートはプライベートにしていたんです。また、そういう（カミングアウトする）機
会もなかったのかなと。決めつけるわけではないけど、いう必要のある人が周りにい
るかといえば、いるとも思えない。
」
D さんは、カミングアウトすること自体には、肯定的でも否定的でもない態度をとってい
るが、今の自分にとっては必要のないものとして認識している。さらに、仕事とプライベー
トを分けるという気持ちを強くもっており、セクシュアリティは自身のプライベートに属す
るものというふうに考えている。中学校で臨時教師をしていた友人が学校でカミングアウト
をしたことにより契約を更新できず、結果的にその地域を離れ別の地域で臨時教師の仕事
をみつけなければならなくなったことに触れて、仕事とプライベートを関連づけることにな
る職場でのカミングアウトがもたらす（否定的な）結果について意識化していた。
そのような意味で、家族成員のほとんどにカミングアウトしている A さんは数少ない事
例だろう。大学 1 年の時に、家族のなかでは最初に母親にカミングアウトした。母親に「話
があるんだけど」と、
ちょうど別のことで落ち込んでいたことも重なって多少深刻そうに言っ
たら、母親から「エイズか妊娠かと思った」と言われたという。とくに両親が娘のセクシュ
アリティで苦悩するという場面は見られなかったそうだ。その後、父親には A さんから直
接カミングアウトしたのではなく、母親から A さんがレズビアンであることを伝えてもらっ
たという。両親以外に家族で A さんのセクシュアリティを知っているのは弟である。家族
のなかでは、祖母と妹はまだ知らない。妹にはいつか自分がレズビアンであることを言い
たいとは思っているという。母親とはセクシュアリティそのものの話題というわけではない
が、自分のレズビアンやゲイの友人について話をする機会も多い。
このように生まれた家族のなかでは比較的カミングアウトができていることを語る A さ
んではあるが、親のみへのカミングアウトは受け入れられていても、そのカミングアウトに
よって兄弟たちが被るかもしれない問題ゆえに、家族外へのカミングアウトについて母親
からは諫められたことがある。
A さん：
「あたしは親とかにはいうほうが親に対する誠意なんで、言おうかなって思っ
てた部分もあるんですけど。隠しているほうがあたしとしては不誠実。だからといっ
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て誠実だったら親のためになるのかっていったら、それはわかんないですけど。言っ
た結果、悪い方向に働いてないんで。……どっちかっていうといい方向なのかな。か
かわりが深い人には、どうしても言わないだけでなくても、うそをつくことになるから。
」
「地元は気を付けますけど。弟も妹も地元じゃないですか。弟なんて歳近くて二つ違
いなんで、地元の友達に言ったらバレるかもしれないんで。やっぱりちょっとかわい
そうですね。
「
」あたしの感覚なんで、
一回親に怒られました。大学の友達にけっこう言っ
て。親に、あんまり言うのやめなさいって言ったでしょって言われたんですけど。な
んでって言ったら、あんたの得にならないからって言われた。あたしは自分が得する
かどうかっていうよりも、そんなにリスクがあるとは思えないっていう部分もあるんで
すけど、言わないでいることによって得られるバレないっていう安心よりも、言って
得られる安心のほうが欲しかったからあたしは言うことを選んでいるわけじゃないで
すか。そういう説明をしたら、弟や妹のことも考えなさいって言われて。……そうやっ
て切り返されると弟や妹のために自分を犠牲しなきゃいけないのって思ったんですけ
ど、それはさすがに言えなかったですけど。
」
このように A さんのカミングアウトは、家族に対する「誠意」からなされ、家族内では受
容され、理解されている。しかし、たとえ「誠意」からなされるカミングアウトであっても、
A さんのセクシュアリティに関する情報が家族外へ出てしまうこと、それにより兄弟姉妹
が否定的な影響を被る可能性が存在することに対しては、A さんは自分の考えを控えて、
自分自身を犠牲にしないといけなくなるのである。
「カムアウトは、
（迷いとかはなく）言っちゃって、ああ言っちゃったっていうのばっかり。
」
と語る A さんにとって、カミングアウトは言いたい言いたくないという意志とか主張では
なく、むしろ「ノリ」である。とりわけ友人に対するカミングアウトはそうだったという。
わざわざ言おうとは思わないが、隠しているのが面倒くさくなるとき、また落ち込んでいる
ときや反対にテンションがあがっているときに、
「言っちゃおう」という感じでカムアウトし
ていたのが大学１、2 年生のころだった。
「ノリ」でカムアウトする A さんだが、学生時代に
は多くの友人に自分のセクシュアリティを明かしていたというが、男性の友人に対しては、
選択的に何人かにしかカムアウトをしなかったという。
筆者：
「大学の時とかには友達には言っていた？」
A さん：
「大学のときの友達は、女の子はほとんど知っていた。男は何人かしか知らな
いな。
」
筆者：
「男はなんであんまり言わなかったの？」
A さん：それこそ、あたしの偏見かもしれないけど、男に対する。男のほうが、その、
ビアンとかに対する偏見があるんじゃないかなって、やっぱり感覚的に思っちゃうし。
女の子同士って、あたしにもその友達とかのつながりとかも見えてくるけど、男同士
がどこがどう仲良くって、こいつに言っちゃうだろうなっていうのがあるかもわかんな
いし。やっぱり女の子の方がよく話すから、ダメかどうかの判断っていうのがつきや
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すい、自分のなかで。
」
このように語る A さんには、自分の（セクシュアリティに関する）情報がどこで独り歩き
して流通してしまうかわからないという懸念があり、
「ノリ」でするカミングアウトであって
も、その相手については周到に選別をしている。異性愛男性に対しては、
（異性愛）女性の
友人たちと比較するとレズビアンに対する偏見をもちやすいと認識しており、かれらに対
するカミングアウトではその男友達のネットワークが自分のコントロール下にないことで生
じるさまざまなリスクを回避する手段を取ろうとしていた。男性の友人のなかでも、A さ
んがカミングアウトしたのは、大学時代にジェンダーに関する授業をいっしょに受けていた
人で、ある回の授業の話題として、ゲストスピーカーとしてゲイの先生が来て同性愛につ
いて話したことについて自分から切り出してきた学生であった。A さんは、友人の男性が
そのように話していても、それは偽善（同性愛を理解しているようにふるまっているだけ）
かもしれないし、そう理解をしている自分に酔っているだけかもしれないこともあると若干
疑っていたという。しかし、
少なくとも表面上では同性愛を受容していそうな話ぶりでもあっ
たので、その友人にはカミングアウトしたが、結果として悪い影響は出なかった。日常生活
のなかでも、カミングアウトをしても、とくにレズビアンとして扱われるわけでもなく、か
といって異性愛者として扱われるわけでもないという。
「日常（生活）ではノンケ（異性愛者）
とビアン（レズビアン）の区別はない、ノンケとビアンでは感覚の違いはあんまりない」とも
語っている。
以前に、A さんが友達にカムアウトしたときに「恋愛に好きになるには、男も女も関係な
いよねーって言われて、
いやあるわぁーって」
一度だけ反論したくなったことがある。これは、
「日常ではビアンもノンケも区別がない」と思いつつも、
「レズビアンの恋愛」を異性愛の側
から表象されてしまうことに対する違和感を提示しているものと解釈することができる。A
さんは自らのセクシュアリティについて、さらにレズビアンの表象について他者が作り上げ
たり、解釈したりすることのリスクを心得ており、つねにそうしたリスクには敏感になって
いる。インタビューでは、A さんが、
「語り」の前置きや挿入句として、
「あたし個人として
は……」や「レズビアン全部がそういうわけじゃないけど……」という表現をしばしば付け加
えることで、自分の発した言葉が、レズビアン全体を表象しているものととらえられないよ
うに配慮しているような話しぶりは印象的であった。
レズビアンの B さんは、以前、6 年間付き合っていた女性の恋人と別れたとき、やけくそ
になって自分のセクシュアリティを母親に話したという。電話でカミングアウトをしたのだ
が、その会話の内容については母親しかわからなかったにもかかわらず、傍らで聞いてい
た父親は察したのかその後ショックで食欲が落ちたのだそうだ。
B さん「反応はなかったけれど、
（父親にとっては）ショックだったようです。食欲も落
ちるくらいだったから。母はたぶん知ってたと思うんですよ。それに（女性）二人でキ
スしてるプリクラを見られたんですよ。そのときには、とぼけた返事をしていたんだ
けど、あとになって母はあれを見たのかとわかって、それであんなことを言っていた
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のかって。電話で話したときの反応は怒ってましたよ。許せなかったんじゃないでしょ
うか。７、8 年前のことです。
」
A さんと同じように、家族へのカミングアウトは、明確な意志のもとで行われたわけでは
なく、彼女との別れによって「やけくそ」になったという偶発的な出来事をきっかけに行わ
れたのである。そのような形であれ、家族へのカミングアウトを達成した B さんだが、友
人へのカミングアウトは非常に難しいという。
「怖くて言えない。せっかくいい関係を築け
ているのに、わざわざ言ってその関係性が崩れてしまう可能性があるのであれば言えない。
言えなくて苦しいということはあまりなく、今のいい関係性を続けていければそっちのほう
がいい」と語る。
4.2 「L パーティ」―自分の居場所―
「L パーティ」４）はゲイ男性が経営している異性愛者向けのバーを月に一度の週末に貸切
（19：00 − 22：00）にして行われている女性向けイベントである。これは、2005 年 11 月に始
められてすでに 4 年ほどになっていたが、X 市在住あるいは X 市出身であるが近県に居住
しているレズビアンら数人が始めた（出会いや社交を目的とした）パーティである。これを
始めたきっかけとしては、少し前にそれまで不定期ながらも営業していたレズビアンバー
がなくなり、レズビアンやバイセクシュアル女性たちが集まれる場がなくなったことであっ
た。調査時点でのメイン・オーガナイザーは、X 市在住のレズビアンのカップルであった。
A さんは、
このイベントのオーガナイザーではなかったが、
当初から参加している常連であっ
た。
「
（L パーティには）1 回目は行かなくて、そのあとずっと皆勤でした」というほどのリピー
ターであり、クラブイベントのようなイベントは苦手だという A さんにとっては、
「L パー
ティ」に集まった人どうしが会話を中心に展開するようなスタイルはとても気に入っている
という。したがって、このパーティは A さんにとって重要な出会いの場であり、アットホー
ムで落ち着くことのできる居場所（テリトリー）でもあったのだ。
A さん：
「
（X 市でのイベントは）話す感じだからさ、そういうののほうが好きかな。時
間が短いのだけがちょっとネックだけど。人数があんまり入らないじゃないですか。
入りきらないから、入った人とはまあ話そうと思えば全員話せるし、こっちおいでお
いでがしやすい。地元だからよけいに、自分のテリトリーだからっていうのがあって。
かわいい子がいたら、おいでおいで、こっちおいでって。
」
このパーティに集まる人数は、平均すると 20 名程度、多いと 40 名を超すときもあった。
A さんは、大人数のイベントよりも少人数で会話中心の、このパーティのあり方に価値や
居心地のよさを感じている。
しかしながら、こうしたこじんまりした少人数のスタイルは否定的な側面ももたらす。
「恋
人」のいない A さんにとっては、L パーティが付き合う相手を見つけるためのほとんど唯一
の出会いの場となっている。そのために、
「
（最近）目新しいのがいなくなってきた。
」と新し
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い参加者が減ってきたことに対し不満をもらす。やはり、地方都市では人口規模も小さい
ために、バーやイベントなどでは長く続けていけばいくほど常連が多くなっていかざるを得
ず、結果として新たな出会いの可能性は小さくなる。
このパーティの広報活動についてはほとんど行われておらず、実質的には口コミに依存
している状態である。A さんはミクシ内でこのパーティについての管理人を務めてはいる
のだが、管理の仕事は「やらされている」という感じで積極的に広報しているわけではない
という。それでも、X 市のある県（X 県）以外からの参加者もいる。もちろん X 県近県から
の参加者は多いのだが、大阪や東京からも参加することもあるようだ。A さんは X 県以外
からの参加者と友達になることはあまりなく、せいぜい「連絡を取る」くらいだという。
L パーティは、女性限定のイベントであるが、女性というカテゴリーの括りであっても、
性的指向による分類のレズビアンもいれば、性別移行を目指す、あるいはすでに行ったト
ランスジェンダーも参加している。Ｌパーティのオーガナイザーのひとりである B さんは、
参加メンバーの多様性について次のように語る。
B さん「L パーティには一時期トラ（トランスジェンダー）の人がいっぱい来てました。
そのときによって、波があるみたいですね。バイの人が多いときもあるし。なぜだか
要因はわからないんです。来る（来たい）人が来てくださいっていう感じなので。最近
の傾向は女の子っぽい感じの人も来てる。男にこびてると解釈されそうな人が多いよ
うな印象もあります。
」
B さんは、このように女性という括りはあっても多様な参加者が L パーティに来てくれ
ることについては、肯定的にとらえている。というのも、自分のセクシュアリティに気づい
たときに、他の地域の大都市で行われたレズビアン・イベントに参加したときの「つらい」
経験があったからだ。それは調査時点から 15、6 年前のことだったという。そのイベントに、
B さんはロングスカートを履き、ロングヘアの髪型で、化粧をして参加した。そうしたと
ころ「当時は外見で判断されて、男にこびてるというふうにとられていじめられた」という。
その経験から、L パーティの参加者には同じような排除経験はしてほしくなかったのだ。そ
のため「女性」であるという共通点のみを参加資格としているのである。
しかし、問題点がないわけではないと B さんは考えている。先々、何年かしたら、戸籍
が変わった人が出てきて、そのときに参加資格をどうするかということが問題になるかもし
れないという。B さんは、
「今は（L パーティには）FtM も入れてるし、
MtF の人も入れてる。
」
と語り、そのうえで、直近に起きたある出来事を話してくれた。その出来事とは、生物学的
には男性であるが、女性の服装を着てきた人（ナギサさん：仮名）が参加したことがあった
のだ。
B さん「彼女（ナギサさん）はカラダ的には男性じゃないですか。改造はしてないし、
ドレス着てくれてるからいいんだけど、あれが普通の男のなりで来られるとはっきり
言って困るんですよね。ストレートの男性と区別がつかないから。戸籍を変えた人だ
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と、その人をどう処遇するかということがすごい問題なんですよね。ストレートの男
性も入ってこれるから。免許証を見せてくださいっていっても、戸籍が変わってしまっ
てるからわからない。
」
「私の友達でも FtM でホルモンやってて、すね毛はモジャモジャで、
（その人は）ス
トレートのカノジョを連れてきますからね。すごく難しいですね。レディースパーティ
と銘打ってるけど、どこがレディースパーティだよって。線引きがすごく難しい。最
終的に難しいのがさっき言った戸籍の問題。ビアンの人だと、男性の体自体が嫌って
いう人もいますからね。
」
ここで述べたように、セクシュアリティを基盤にした集まりの場合には、参加基準や条件
について厳格なところと緩いところの差はありつつも、何らかの線引きがなされることは多
い。B さんが初めて参加した X 市以外の大都市地域の女性向けのイベントの場合には、当
時の歴史的状況なども関連して、参加条件はかなり厳格であり、それによりそうした条件
から外れている場合には、参加メンバーとしてまったく受容されないどころか非難・排除さ
れるということも起きたのである。L パーティには参加条件がないわけではないが、それは
比較的緩く設定されており、参加メンバーに対する受容度も高いといえる。
「
（L パーティの）ある開催日にナギサちゃんが突然いたわけですけど、えっていう感じで
はなかったんですね。いろんなカテゴリーの人が多いけど、別にもめないですからね。
」と
語る B さんは、L パーティが女性限定という条件はついているけれども、多様性を受け入
れる集まりと認識している。L パーティは、基本的に貸し切り利用で、開催時間のあいだに、
他の客が入ってくることはない。ただし、まれに人数が極端に少ない場合には、店内の一
角のみが貸し切り空間になり、店内の他の客が混在していることもあるのだ。B さんによれ
ば、一度、L パーティ開催中に、一般の中年女性客のグループといっしょになったことがあっ
たときに、彼女たちは FtM の参加者を見て男性であると認識し、最初は L パーティを「男
女の合コン」と思っていたらしかったが、女性のみのパーティだということを聞かされてか
なり驚いていたという。
4.3

インターネットと出会い

砂川秀樹は、1990 年代後期にインターネットが普及したことにより、ゲイの出会いの主
流がインターネット空間へと移動したと述べている。しかし、こうしたインターネットをと
おしての出会いは、一時的なものであり、言ってみれば、簡便にセックスの相手をみつけ
るツールとして存在しているものであり、
恋人やパートナーというより安定した関係性は「ゲ
イバー」で探すというほうにシフトしていっているともいう。
［砂川 2015: 301-303］砂川が
言及しているのは、東京のゲイにおける出会いの状況であるが、これは地方都市である X
市においても同様である。
かつては、雑誌の文通欄から始まり、伝言ダイヤルやダイヤルＱ 2 などの出会いのツール
を利用して出会ってきたという D さんは、
「やはり、ネットが普及して出会いがずいぶん変
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わりました。
」といいつつも、その変化は出会いの機会が増えたということを意味してない。
D さん「ネットは見ているけど、実際に会うところまではいかないですね。新しい友達
も増えない。ここ 3 年くらいはないですね。部屋といっしょで物件がない。セックスだ
けだと選ばなくていいけど、価値観を共有するためには吟味しなければならないと思
います。
」
ここではインターネットが普及しているからといって、出会いの機会が増えたり、実際の
友人や恋人・パートナーという関係性を築くまでにはいたらないことが多いということが示
されている。そこには、さらに地方都市特有の理由も存在する。
D さん「X 市では（インターネットの出会いの）掲示板に載せているのも、50 パーセン
トくらいはいつも同じ人が載せているわねって感じ。ネットに載せているのに、それ
だけ頻繁に載せるっていうのは、出会いにまで至っていないってことではないかしら。
」
E さん「あたしは、お店とかやってるから、お客さんに会ったりしたらまずいので、イ
ンターネットの出会い系サイトはやってなかったんだけど、ふとしたときに、やってみ
ようかしらと思って、やってみたのね。それも X 県内だと知っている人がいるかもし
れないからと思って、Z 県（X 県に隣接する県）の人にメッセージを送って、会ってみ
ることになったのよ。でも、あとから（X の）親しいお友達とネットで知り合ったこと
を話していたときに、どうも同じ人と会ってたことが判明したのよ。そのときは、やっ
ぱりこの世界は狭いのねなんて笑ってたけど、結局地方の街ってこんなもんね。
」
地方都市では、同性愛者の数が大都市と比較して限定的であることも多いために、つね
に同じ人がメッセージを掲載するということになるのである。さらに、インタビューでは、
インターネットで出会う場合には、同じ人に何度も出会うことがあり、それについては不満
が述べられていた。B さんは、ネットで出会う人も多いと語り、自身もかつては、友達が欲
しくてやっていたという。しかし、顔も見たことがない相手とメールなどの交換をするとい
う「怖さ」もあり、また、なかには（画像の交換などをとおして）顔を確認しないとメールを
送らない人も多くなっている。そして、次のようにも語っている。
B さん「わたし全国ネットの掲示板で、X 市って書いてあったから、
（メールを）出した
ら、前からの知り合いだった。やっぱり（掲示板には）X 県のスペースがあるんだけど、
誰も投稿しないんですよね。投稿数自体が少ない、ないんですよね。
」
このように、インターネットの普及は、大都市だけでなく、地方都市においても出会いの
ツールとしてみなされてはいるが、実際、それが友人やパートナー関係の構築につながる
ような出会いの促進に結び付いているかといえば、なかなかそうとは言いにくい状況があ
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ることがわかる。とりわけ、対面的な出会いを求めているような状況においては、現実的に
人口が少ない地域である地方都市は、そうした環境そのものが新しい技術の可能性に対し
ても限界をもたらしてしまうのである。

５

結びにかえて

本稿では、メトロノーマティヴィティという規範のなかで、不可視な状態に置かれてきた
地方中核都市に生活する性的マイノリティの語りをとおして、その人びとが取り込まれつ
つ、また自ら作り出す現実を記述してきた。
全ての地方都市に共通するわけではないが、ここで描出した X 市という地方中核都市は、
大都市圏と比較して、性的マイノリティとして生活するための資源、いわゆるインフラスト
ラクチャーが整備されていない地域といえる。そのような現状においても、
性的マイノリティ
の人びとは、自らが性的マイノリティとして困難な状況に対処するための手段や、生活す
る場をさまざまな形で生み出してきた。C さんは、結婚圧力があるなかで、
「自称バイ」と
いうアイデンティティを作り出すことで、内心で自身はゲイであると認識していても、結婚
することや子どもをもつこととの整合性を確保しようしてきたのであり、それはホモフォビ
アや結婚圧力に対するひとつの対処策でもあった。カミングアウトは一般的に自身の
「解放」
の指標のように考えられる傾向もあるが、周囲からゲイであるとみなされることもあるなか
で、カミングアウトをしてこなかった D さんは、仕事とプライベートを分けることで自身
の生活を維持しつつ、カミングアウトに対しては肯定的でも否定的でもない価値判断をせ
ず、
「必要のないもの」と認識していた。
他方、家族へのカミングアウトに対して積極的な A さんであったが、友人に対して自分
のセクシュアリティを開示することには細心の注意を払い、自身のセクシュアリティに関す
る情報を可能なかぎり管理しようとしている。B さんも、家族へのカミングアウトは偶発的
なものであったが、友人へのカミングアウトは「怖い」と語っているように、その困難さを
痛感している。
デミリオは、近代家族の異性愛主義によるレズビアンやゲイに対する抑圧について論じ
るなかで、家族から離れることにより自分たちのコミュニティやサブカルチャーを大都市に
形成するようになった歴史について述べている。
［D’Emilio 1983b］こうした見方からすれ
ば、レズビアンやゲイにとって、家族は自由を獲得するときの足かせになってしまう。しか
し、ここで取り上げた地方中核都市に生活する性的マイノリティは、カミングアウトするし
ないにかかわらず、自身が生まれた異性愛家族と完全に関係を断ち切ってしまうことなく、
むしろそうした家族と折り合いを付けつつ生活を維持していくことを模索している。
家族という生活の場は、A さんにとっては、現在のところ大きな「抑圧」とはなっていない。
それは、カミングアウトにすべてを還元することは慎まねばならないが、それでも A さん
がたとえ「ノリ」であっても家族に「カミングアウト」という行為をつうじて働きかけた結果
である。A さんにとっては、カミングアウトという行為は、少なくとも家族の中での「居心
地のよさ」というもうひとつの資源を得るための必要な実践であったのかもしれない。そう
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した場を守るために、友人へのカミングアウトにおける相手の選別は、自分の情報が勝手
に流通してしまうことを防ぐために必要なリスク回避手段でもある。こうしたリスク回避手
段をとおして、小規模な街である X のなかで、自らの情報が独り歩きしてしまわないよう
注意を払う。それは、独り歩きした情報が家族に迷惑をかけることをとおして、大切な生
活の場のひとつを失わないようにするための「戦略」とも解釈できるのだ。
A さんにとって「L パーティ」とは、自身のレズビアンライフにとって重要な位置を占め
ている生活の場である。インタビューのなかで A さんは、思春期のライフヒストリーを語
るときに、
「あたしはレズビアンであることを自覚したんじゃなくて、むしろ決めたんだ」と
述べている。
「決めた」というニュアンスとしては、もともと恋愛感情が希薄だったために、
セクシュアリティを強く「自覚」したという内発的な経験ではなく、イベントに行ったりイ
ンターネットでチャットをすることをとおして、自分で「決めた」ことと A さんはとらえて
いる。A さんのセクシュアリティを規定したのは、イベントに通うことであり、その場への
帰属であり、また他のレズビアンと会話するという空間でもあったのだ。A さんにとって
のコミュニティ（のとらえ方あるいは解釈）は、もちろん L パーティなどのイベントとも重
なり、きわめて実体的であり実質的である。そして、レズビアンとして生活するための資源
が乏しい地方中核都市では、それを享受するだけでなく、構築していくことが重要であり
かつ必要なことで、そうしたプロセスをとおして、セクシュアリティを見出し、獲得してい
くことにもなるのだ。
さらに、B さんの語りにもあるように、L パーティのような地方都市で開催されるイベン
トでは、たとえば「女性限定」と性別に関する条件を設けているが、できるだけ包摂しよう
とすれば、そこには、レズビアンや FtM や MtF のトランスジェンダー、異性愛者などさま
ざまなカテゴリーの人びとが参加することになる。したがって、こうした場は、差異や多様
性を認識する場ともなり、自分たちのセクシュアリティを再確認し、その場が多様な空間で
あることを認識する可能性をもつ。
最後にインターネット空間と地方都市における性的マイノリティの生活とを関連づけて
考えてみたい。インターネットなどの利用者についていえば、非大都市圏でも広がりを見せ
ていることは確かであり、インターネットの発達により大都市圏と地方都市や田舎との格差
は解消されていく方向に向かうと考えられているだろう。けれども、
本稿におけるインフォー
マントの語りからは、実際の出会いを考えると、インターネットが出会いに向けて頻繁に利
用されているとか、便利になっているという声はあまり聞かれない。むしろ、性的マイノリ
ティの出会いを考えた場合には、地方中核都市における人口規模の小ささおよび空間的な
条件により性的マイノリティの出会いは限定されていることがわかった。
本稿では、地方中核都市に生活する性的マイノリティの生活を、メトロノーマティヴィ
ティという視角をとおして考察してきた。メトロノーマティヴィティとは、田舎や小さな地
方都市に生活する性的マイノリティの姿を不可視化するひとつの規範である。そうした規
範自体を自覚し、また可視化し、それをとおして田舎や地方都市に暮らす性的マイノリティ
の生活を見てみると、そのような人びとは、自らのセクシュアリティを全面的にオープンに
しているわけでもないが、しかし、ひたすらに「隠し」
、そして「孤立」して生活しているわ
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けでもないことがわかる。生活資源が限られているなかで、各自が個別状況に見合った戦
術をとりながら、自らの居場所を作っているという営みがさまざまなところで展開され、さ
らに、そうした営みはセクシュアリティの多様性を含みこんでいるともいえるのである。
最後に、本稿で設定したメトロノーマティヴィティという視角は、空間的な側面だけでは
なく、時間的な側面を内に含みこんだ枠組みであるとも考えられる。というのも、ハルバー
シュタムがメトロノーマティヴィティという視角で取り上げようとしたことのなかには、農
村や地方都市における抑圧の強さから、性的マイノリティはそれに耐えきれずに大都市へ
と向かい、そこでコミュニティにアクセスして、幸福な生活を送るという、人生の時間にお
ける経路が一様に規範化されているということも含まれている。そして、その人生の時間
については、たとえばレズビアンやゲイの場合には、カミングアウト前とカミングアウト後
の時間が、抑圧から解放へ、あるいは不幸から幸福へと一方向に向かうものとして規範化
されてもいるのだ。こうした規範化された時間性に対してハルバーシュタムは批評的なまな
ざしを向けている。非大都市圏あるいは地方都市で生活する性的マイノリティの時間性を
めぐる問題については、今後の課題としたい。
［注］
1） 飯野（2008）は、レズビアンのミニコミ誌をデータとして使っており、そのなかには
地方の購読者からの投稿などの掲載例も含まれている。その点で言えば、地方都市に
生活する性的マイノリティに関する言及もないわけではないが、しかし地方都市をひ
とつのトピックや対象としているわけではない。
2） 筆者は 1990 年代半ばに近隣都市や地方都市から「新宿二丁目」に出てきて、路上でセッ
クスワークをするゲイの若者についての調査を行った。もちろんその理由としてはゲ
イであることがわかり家から追い出されたり、地元で迫害を受けたりしたためでもあ
るが、さらに当時メディアなどでも「新宿二丁目」がゲイにとってのある種の「パラダ
イス」であるように報じられていたため、
「二丁目」に来ればゲイとして「楽しい」生活
ができるという期待が若者にもあったからである。こうした言説はメトロノーマティ
ヴィティとして理解することが可能である。詳細は、河口（1999）を参照。
3） 本稿で取り上げる X 市における性的マイノリティをめぐる状況については、見方に
よれば、たとえばゲイバーなどの店舗もあり、ゲイ向けのイベントも数は少ないが行
われていない地域に比較すれば、行われているだけ利用できる資源があるということ
も言えなくもない。しかし、近年、
「居場所」の重要性についても言及されるなかで、
たとえば、性的マイノリティないしは LGBT を支援する NGO ／ NPO などの非営利
の組織・団体がこの地域で創設されたのは、2010 年代に入ってからであるし、また映
画祭やパレードなど大都市では一般的になりつつある他の文化的イベントなどは 2016
年になってもほとんど行われていない状況である。性的マイノリティが利用できるイ
ンフラという意味ではバリエーションに乏しく、大都市圏における状況とは一線を画
しており、本稿ではＸ市を「地方（中核）都市」と位置づけている。
4） このイベントの命名は、アメリカのレズビアンの生活を題材としたテレビドラマ“L
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Word”
（日本語題名「L の世界」
）にちなんで最初のオーガナイザーが行った。
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【欧文要約】

We Are Here : thinking from the narratives of sexual minorities living in a
Japanese small local city
KAWAGUCHI, Kazuya
Hiroshima Shudo University

   In recent years the word“LGBT”has been popular in the Japanese media. And this
word has raised various issues linking the sexual minorities’problems with other fields
in the society. For example,“LGBT and Consumption”
“LGBTs in the work place”
“Education and LGBT”and so on. In this trend the responses by administration such
as partnership certificate were realized. However the realities which had been referred
so far have presupposed those who were living in big and metropolitan cities. This
perspective is conceptualized as“metronormativity”. The objective of this paper is to
explore the realities of sexual minorities living in non-metropolitan local city that have
been rendered invisible through their narratives and to describe how to make their life
even in the situation with little resources through the perspective of metronormativity.
  Keyword: sexual minorities（LGBT）, local city, metronormativity
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