クィアな結婚で「幸せになってダメになろう」
─ 能町みね子『結婚の奴』における新しいケア関係
齋藤寛子
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（2019 ）は、著者をモデルとする主人公「私」の視点か
能町みね子『結婚の奴』

ら、彼女のクィアな「結婚」体験を描いた自伝的エッセイである。そこで実現さ
れるのは、トランス女性でストレートの「私」とゲイ男性のサムソン高橋をモデ
ルとする夫（仮）との「結婚の内臓のようなものは全部取っ払った」恋愛感情も
性的関係もない「結婚」だ（能町，29 ）1。彼らを取り囲む社会は「永久機関にエネ
ルギー源を保証されているのではないかと思うくらいずっと「恋愛」のネオン
を発光させつづけ、巨大な拡声器で絶え間なく恋愛のすばらしさを謳っている」
（能町，145 ）
。1970 年代に日本社会へ浸透した〈愛・性・結婚の三位一体〉とし

てのロマンティック・ラブ・イデオロギーは恋愛と結婚を強固に結び付け（上野
1992，156‒67；ノッター，20 ‒ 21 ）
、それは現代までに、
「結婚は恋愛のような関

係であるべきであり，恋愛感情のない結婚は正しくないもの」と見なす支配的
イデオロギーへと発展してきた（谷本・渡邉，66；小林 et al., 124 ‒ 25 ）2。恋愛感
情そのものが「ピンと来ない」という「私」や「モテないホモ」を自称する夫（仮）
0

0

が、そのような社会で結婚し家族を持つことは容易ではない（能町，28、32；強
調原文）
。しかし、長年の一人暮らしに嫌気がさし他者との同居を考え始めた

「私」はそこであえて「結婚」を望む。この「結婚」プロジェクトは、恋愛結婚を
理想化する社会の中で、異性愛主義的結婚を装いながら、その内実を撹乱し
クィア化する試みであった。本稿では、
『結婚の奴』に描かれる「私」と他者の関
係性をケアの観点から検討し、能町が提示するクィアな「結婚」の意義を明ら
かにしていく。
婚姻関係の制度的特権化は近代社会で不公正なケア関係を生み出す土壌と
なってきたが、近年強まる恋愛結婚の理想化はその状況に拍車をかけている3。
法律上結婚したカップルには社会保障等の特権が与えられるが、彼らが築く家
庭は排他的な私的領域として育児や介護といったケアの責任を一手に負わされ
る。公的領域から切り離された家庭内で行われるケア労働は、非生産的な女性
の仕事と見なされその価値を貶められてきた4。さらに、ロマンティック・ラブ・
イデオロギーの変化に伴い現れた「結婚および恋愛的に愛し合う関係を特別な
価値がある場とみなす」道徳上の「不正な焦点化」は、情緒的絆で結ばれたカッ
プルや家族間のケア関係のみを正統なものとする（ブレイク，157 ）5。この「中心
的で排他的な恋愛関係こそが人間にとって正常であり、また普遍的に共有され
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1
本作の主な登場人物でモデルが明示さ
れるのは「私」
、夫（仮）
、後に言及する
雨宮まみの 3 名のみである。サムソン高
橋をモデルとした人物の呼称は作中で
複数登場するが、本稿では「結婚」との
関連を重視して「夫（仮）
」に統一する。
2
菊地夏野（ 2021 ）はこのような現代の
状況に応じた「単純なロマンティック・
ラブ・イデオロギー批判を超える新し
いフェミニズムの恋愛（批判）論」の必
要性を指摘する（ 219 ）。そのような新
しい恋愛（批判）論は、アンソニー・ギ
デンズの「コンフルエント・ラブ」の概
「ロ
念を援用する菊地（ 2021 ）や山田、
マンティックマリッジ・イデオロギー」
という概念を提唱する谷本などの論者
により展開されている。
3
婚姻制度が授ける特権的地位やその差
別構造については Willey、齊藤を参照。
婚姻制度解体に向けた議論も広がりを
見せており、詳細については、規範的
家族（家族イデオロギー）の観点からそ
の必要性を論じた堀江や、ケアの倫理
に基づき批判を展開するファインマン、
岡野の論考を参照。
4
厚生労働省の発表によれば、2020 年度
男性育児休暇取得率は 12.65％（前年度
7.48％）、女性は 81.6％（前年度 83.0％）
となっている。これは家庭内ケア労働
における男女不平等の改善傾向を示す
一例と言えるかもしれないが、未だそ
の負担が女性に偏重していることは明
らかだ。
5
リサ・ドゥガンは「新しいホモノーマ
ティヴィティ」という概念を用い、愛
（性愛・恋愛）や個人のライフスタイル
に焦点化する私化された同性婚権利運
動が新たな差別構造を生み出している
と指摘する（ Duggan, 50 ）。また、森山
至貴はそのようなセクシュアルマイノ
リティの権利運動の状況を「新自由主
義」という概念が持つ多義性から捉え
直す必要があると論じている（ 91 ）。

た目標であるという想定、そしてそのような関係こそが規範的であり、他のか
たちの関係よりも優先して目指されるべきであるという想定」に基づき不公正

6
『 最小の結婚 』監訳者の久保田裕之に

よ れば、
「性愛規範性」という訳語は、

なケア関係を生み出すイデオロギーを、エリザベス・ブレイクは「性愛規範性

ブレイクの議論における同性婚論争の

（ amatonormativity ）」と名付ける（ 157 ）6。結婚により経済的依存状態に置かれ

」との連続性を重視
（ heteronormativity）

る女性も多い中、閉鎖的で離脱も難しい家庭内で築かれるケア関係は、しばし
ば不平等で抑圧的なものとなる。一方、結婚によりパートナーへの生涯の献身

中 心 性 や、こ の 概 念 の「異 性 愛 規 範

して採用された（久保田，355 ‒ 56 ）。し
かし久保田自身も指摘するように、
「性

愛規範性」という訳語が性愛や性（ sex ）

を誓うことを個人の成熟の証とする性愛規範的社会は、独身者の立場や「恋愛

を前景化し、元の概念に含まれる恋愛

と結婚以外の関係を、文化的不可視や二次的なものに追いやることによって、

る危険性には留意しなければならない。

（ブレイク，171 ）7。いまだ根深い男女不平等を抱える日本
徐々に蝕んでいく」

の排他性や伴侶性への視座が抜け落ち

7

社会に性愛規範性が浸透した現在、女性たちは結婚して抑圧的な家庭に入りケ

LGBTQ コミュニティを中心に様々な

ア労働を搾取されるか、独身者としてスティグマ化され社会的排除を受けるか

形で実践されている婚外のケア関係と、

という不条理な二択を迫られているのだ。
ケアの倫理はこれまで、人は誰しも他者への依存性や依存状態に陥る脆さ

その規範的結婚批判としての可能性
については Kimport、Oswald et al. を
参照。

（ vulnerability ）を持つ者であり、自立／自律した個人という近代的主体像が幻

想にすぎないことを明らかにしてきた（ Kittay，248 ）。この新しい主体理解は、
ケア活動の再評価だけでなく、法や政治レベルでの民主的ケア実践の追求にも
つながっている（トロント・岡野，32 ‒ 37；ブルジェール，106 ‒ 23 ）。しかし、ケア
の意義が未だ十分に認識されていない日本社会ではまず、
「時代に要請される
「規範」との対話」である文学をケアの倫理から読み直すことが重要だと小川公
代は訴える（ 20 ）8。なかでも『結婚の奴』のような自伝的要素の強い作品は、著

8
近代の日本文学における家族表象の変
遷を論じた長谷川啓は、90 年代以降に

見られる「近代家族を超えた家族物語」
の増加を指摘する（ 8 ）。個別の作品論

としては、矢澤（江國香織『きらきらひ

かる』
）や狩野（吉本ばなな『キッチン』
）
の論考がその一例として挙げられる。

者・作品・読者から成る想像上のコミュニティと、そこへの所属の感覚からく
『結婚の奴』のベー
る情緒的つながりを生み出す力を持つ（Rak, Introduction ）。
スとなったウェブ連載が「結婚の追求と私的追究」と題されていたことからも
わかるように、この「結婚」は何よりもまず能町自身の個人的試みであった。ま
た、能町とサムソン高橋は法律上結婚していない「事実婚」の状態にあるとは
いえ、2 人の関係は私的な家族形成の一例として規範を強化しかねない。しか
し、その経験が自伝的ナラティヴとして再構築されるとき、そこには読者の共
感の対象となる「私」という主体が生まれる9。
「私」が抱える苦悩や葛藤は、性

9
能町は『結婚の奴』について Twitter（@

nmcmnc ）で「オビには「エッセイ」と書

いてあるんですが、ほぼ私小説のつも
りでした」と述べており、この発言は、
再構築されたナラティヴとして本作を
分析することの重要性を提起する。

愛規範的社会が強いる不当なケア実践の現状を浮き彫りにし、その中でクィア
な「結婚」を追求する彼女の姿は、オルタナティヴなケア関係実現の可能性を
読者に示す。
本稿では、自伝的エッセイの形式をとる『結婚の奴』が、性愛規範性が迫る
正解のない二択をクィアな「結婚」により乗り越えて相互的ケア関係を構築し
ていく物語であることを論じる。全 21 章の『結婚の奴』は内容上大きく 3 つの
パートに分かれており、本稿ではそれらを第 1 部（「ジェラートピケ」〜「ポテト
「フレッシュネス」〜「アークロイヤル」）、第 3 部（「サダハル
スナック」）、第 2 部（
アオキ」〜「ストロングゼロ」）
と呼ぶ。第 1 部と第 3 部ではそれぞれ「結婚」の前

と後の様子が描かれるが、能町はその間に「結婚」を思い至る背景となった「私」
の過去を語る第 2 部を挿入する。そこでは「私」の恋愛経験と絡み合うように
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して、2 人の女性との友人関係、特にその友情が ─ひとりは象徴的な、もう
ひとりは文字通りの ─「死」によって断ち切られる様子が描かれる。能町は
「結婚」を主題とした本作に彼女たちとの友人関係を書き込むことで、性愛規範
性が婚姻関係の内外両方で女性間の関係性を規定し、彼女たちの生を脅かして
いることを示唆する。2 人の友人の「死」によりその社会の暴力性を知ったこと
が、生存戦略としてのクィアな「結婚」に「私」を向かわせたのだ。この「結婚」
プロジェクトは、ホセ・エステバン・ムニョズが「ディスアイデンティフィケー
ション（ disidentification ）」と呼ぶ戦略をとって性愛規範的結婚をクィア化し
（ Muñoz，4 ）、そこで実現される夫（仮）との相互的ケア関係は想像を超えた「幸

せ」を「私」にもたらす。そして、その経緯を描いた『結婚の奴』という作品は、
まさに今「抑圧か排除か」という二択を突きつけられている女性たち、あるい
は性的指向や経済的困難など様々な理由により規範的結婚から排除された人々
に、現在を生き抜くための共感とクィアな未来への想像力を開いている。

1. 禁じられる婚外のケア関係
『結婚の奴』第 2 部では、堀内と雨宮まみという 2 人の友人それぞれとのエピ

10

ソードが語られ、それは性愛規範性による婚外のケア関係の否認を明らかにす

新自由主義の浸透はケアの軽視をより

る。性愛規範的社会において、恋愛に基づかない関係性は適切なケアの場と認

くくなっているだけでなく、ケアを提

められず、親密な友人関係は「青春期の長期化の兆候」のように見做されてし
「自己責任」の名のもとに女性たちの競争をあお
まう（ブレイク，163 ）。さらに、
る新自由主義社会は、経済的格差を拡大し、彼女たちが友人として連帯するこ
とをなお難しくする10。能町が本作の第 2 部で語るのは、そのような状況に対

深刻化し、人々は「ケアを受け取り に
0

0

0

0

0

供する 能力さえも失いつつある」
（ケ
0

0

0

ア・コレクティヴ，9；強調原文）。新自
由主義とケアの関係についてはブル
ジェール、ケア・コレクティヴ、日本
社会に焦点化した論考としては菊地

（ 2019 ）を参照。

する挑戦と失敗である。大学時代の友人である堀内と後に同業者として出会っ
た雨宮、それぞれと「私」が築く関係は当然ながら大きく異なる。しかしそこ
に共通するのは、
「私」との間に生じる信頼と親密さであり、最後に訪れる関係
の断絶だ。堀内は象徴的な、雨宮は文字通りの「死」によって「私」のもとから
去っていく。能町はその両者との別れを作品の一部とすることで、性愛規範性
が恋愛や結婚の外部にある関係性さえも規定していることを示す。
時系列的にはナラティヴの最初期にあたる「リキッドルーム」の章では、ジェ
ンダーを本質化する言説が「私」と堀内との友情を断ち切る瞬間が描かれる。
「私」にとって堀内は、性別を変えたいという意志を早くから打ち明けた信頼の
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おける友人のひとりであった。しかし、ある日堀内は 2 人での会話の中で「
「私

11

はやっぱり子供を産まないと、女じゃないと思ってるから……」と、自分自身

質主義的なジェンダー概念の構築とそ

身体（特に性器）の差異を中心化した本

に焼き鏝でも押しあてるように」言う（ 109 ）。身体の性差を本質化する支配的

の 批 判 に つ い て は バ ト ラ ー（ 1999、

言説をなぞるかのような堀内の発言が、トランス女性である「私」のジェンダー

言説は、近年「フェミニスト」を自称す

2021 ）を参照。そのような本質主義的

アイデンティティを真っ向から否定する差別的なものであることに疑いの余地

る人々によるトランス女性排除の動き

はない11。しかしそれと同時に、
「焼き鏝でも押しあてるように」という比喩表現

ついては三橋、堀を参照。

の中で再び目立っており、その詳細に

は、
「私」がその言葉を発する堀内自身のなかにも、自傷行為にも似た痛みや苦
しみを感じ取っていることを示す。焼き鏝とは、他者への従属の印を刻み、心
身の自由と個人の尊厳を奪うことでその主体性を否定するために用いられてき
た道具だ。それゆえに「私」はその瞬間を、
「目の前の、ちょっとした憧れだっ
た女の子が目も鼻もないのっぺりとした」
「世間に化けて私に迫ってきた」と表
現する（ 110 ）。ここで能町は、産む性としての「正しい」女に還元され「世間」
の一部へと変貌してしまった、ひとりの友人の「死」の瞬間を描いているのだ。
『結婚の奴』第2 部に登場するもうひとりの中心人物は、2016 年に亡くなった
エッセイストの雨宮まみだ。彼女が「強烈なコンプレックスを抱えて「女をこじ
らせ」て育ってきたらしいこと」や、そのコンプレックスを自身の作品内で曝
け出す彼女の姿勢を知るなかで、
「私」は雨宮を「芯の部分で同業者だ」と感じ
「私」にとって雨宮は、
「女」としての劣等感に
るようになる（ 156、155 ）。また、
ともに向き合う「同志」でもあった。初めて顔を合わせたイベントで 2 人は、
「自
分の中身（特に自虐）を仕事として書くことによって、モテや幸せを捨てるかど
うか」という問題を語り合う（能町，159 ）。自身や雨宮を含む同世代の女性エッ
セイストの特徴を、
「自分の懊悩、コンプレックス、卑屈さなどをまる出しにし
て作品に書き記し、優しさと表裏一体となっている情けなさをあらわにするこ
とで、結果としてそれが読者の支えになるというタイプが増えた」と「私」は述
「女」としての劣等感を「自虐」として表現する彼女たちの
べている（ 153 ‒ 54 ）。
作品は、恋愛や「モテ」に悩む女性たちの共感の対象となりえても、それは「私」
や雨宮のような著者が「不幸」な女性というスティグマやそれに伴う差別を引
き受け続けることを前提とする。この自虐の強制ともいえる状況を打破したい
という思いから、
「私」はそのイベントで「目標は、幸せになって「つまんなく
なった」って言われること」だと述べ、雨宮も「幸せになってからダメになっ
「こじらせた」
「不幸」
た、って言われたい」とそれに賛同する（ 159 ）。こうして、
な女性作家というレッテルを拒絶し「幸せ」を目指す意志を雨宮と共有したこ
とが、
「私」に「同志を得た喜び」を感じさせた（ 160 ）。
さらに雨宮の存在や彼女と築く関係性は、反規範的な「幸せ」が実現される
可能性を「私」に垣間見せる。その一例が、
「私」、雨宮と、もう 1 人の友人の 3
名で開かれた「劣等感グータンヌーボ」と呼ばれる集まりだ（能町，160 ）。互い
の劣等感をさらけ出すことを目的としたこの会には、
「義務感を負わない」、
「束
縛しない」、
「
「女として」みたいなことを考えない」、
「 [ 劣等感を] 無理に克服し
ない」という 4 つの不文律があったと「私」は述べる（ 161 ）。生涯の献身、排他
的関係性、家庭内の性的分業といった結婚に付随する抑圧や、婚姻関係の有無
による女性の価値づけなど、それらを排した安全な空間がそこには築かれてい
た。それは性愛規範的社会が彼女たちに植え付ける「女」としての劣等感を、分
かち合い和らげあう相互的ケア実践の場であった。
「私」との関係を離れたところでも、雨宮は「幸せ」を追求し実現している憧
れの存在として「私」の目に映っていた。40 歳になってから「やや暴走している
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と思えるほどに活発」な姿を見せていた雨宮は、あるとき「結婚式を模したよ
「私」と出会った当初の雨
うな自らの誕生パーティを盛大に開」く（能町，167 ）。
宮は、
「結婚して、結婚指輪をした手を重ねている写真をネットにアップするこ
とにすごい憧れてる」とロマンティック・ラブへの率直な願望を述べていた
（ 160 ）
。彼女はその「結婚＝幸福」という図式を疑似結婚式の開催によって自ら

撹乱し、そこで「心から楽しそう」な姿を見せる（能町，167 ）。そのような彼女
を見ることに喜びを感じていた「私」にとって、雨宮は「こじらせた」女性なりの
幸福を追求する「同志」であり、それを一足早く実現してゆく先導者でもあった。
しかしその後雨宮に訪れた突然の死は、
「私」が雨宮に見ていたオルタナティ
ヴな幸福実現の否認となる。雨宮が亡くなった当日、その訃報が遅くまで自身
のもとへ届かなかった原因を、
「私たちは学校や職場で出会ったわけじゃない
から、共通の知り合いがほとんどいない」ためだと「私」は考える（ 169；強調筆
者）。ミシェル・フーコーは、近代の生政治における人間の身体管理の技術が、

再生産や人口調整、効率的生産と資本主義の発展を可能にしたと論じる（ 176‒
85 ）
。この支配権力にとって、学校は身体の規律訓練の場、職場はその身体を

用いた生産の場だ。一方で、家庭は生殖を担いケアを行う再生産の場である。
そのいずれのプロセスにも関与することのない「私」ら 3 人の友情は、社会的に
適当なケア関係の基盤とは認められない。雨宮のいる斎場到着後もその顔を見
ることさえ叶わなかった「私」は、
「この日に顔を見せてもらえない［雨宮と］自
らの関係性を恨」む（169 ）。
さらに雨宮の死は、生前の彼女による幸福追求が失敗を運命づけられたこと
を示唆する。雨宮の死が「事故死」であったことは作中で簡潔に言及されてい
るが、
『結婚の奴』のナラティヴはその間接的原因として、彼女の反規範的言動
の存在を暗示する。
「私」は葬儀に集まった人々の様子を、怒りを込めて次のよ
うに語る。
「こんな、ゴムを伸ばしまくって遊んでいたら突然バチンと切れたと
いうような死に方について何をお利口に悲しんでいるんだ。ゴムを限界まで伸
ばすという危なっかしい行為をつづけながら、楽しいよ、充実してるよ、と言
（177）
。オルタナティヴな幸福を実現して
い張っていた本人に怒りはないのか」

いるかのように見えていた雨宮でさえも決して性愛規範性から自由ではなかっ
たことに、こうして「私」は次第に気づいていく。雨宮は結婚指輪に象徴され
るようなロマンティック・ラブに強い憧れを抱き、その一方で、自著では「我慢
して生きるくらいなら、不幸なまま死んでやる」と述べるアンビヴァレントな
欲望の持ち主であった（能町，186 ）。性愛規範性に対する同化と逸脱の両方へ
向けられたその欲望は、
「ゴムを伸ばしまくって遊」ぶかのような危うい行為へ
と雨宮を走らせた。先に述べた疑似結婚式の様子は、雨宮の死の場面の直前に
置かれている。アンビヴァレントな欲望の狭間で揺れ動いていた彼女が、規範
的結婚を換骨奪胎することで得た「幸せ」を表現したとき、それは「ゴムを限界
まで伸ばす」行為となる。すなわち、ここで雨宮の死は「逸脱者＝不幸」の定式
を書き換えようとしたことへの罰として描かれているのだ。雨宮の死後、
「私」
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は怒り続けることでその理不尽な結末を拒絶しようとする。しかしその激しい
怒りも、雨宮の著書に表現された彼女のアンビヴァレントな欲望を直視するこ
（能町，188 ）
。雨宮が体
とで「同じ絶対値のなげやりな気持ち」に変化していく

現しているかに見えた「こじらせた」女性なりの「幸せ」が、依然として性愛規
範性に条件づけられ限界を定められていたことを「私」はそこで思い知るのだ。
そこで「私」が立ち返るのが、雨宮と「同志」として交わした約束だ。
「会った
頃のトークイベントでも言ったんだ、お互いにつまんなくなろう、幸せになっ
てダメになろうって、言い合ったのだ。やはり、それだ。それが正しかった」
（179 ）
。しかし、性愛規範的社会の中で「幸せ」になることは可能なのだろうか。

そしてもしその「幸せ」が実現されたとき、彼女たちやその作品はどのように
「ダメ」になるのだろうか。堀内と雨宮、この 2 人の友人の「死」を目撃した経験
は、
「私」に支配的イデオロギーの強さと暴力性を痛感させる。同化を迫る圧力
によって堀内は「焼き鏝」の痛みとともに「世間」に飲み込まれ、その圧力に抗
う道を選んだ雨宮は「ゴムを限界まで」伸ばしたことで社会の周縁のさらに外
部へと排除される。規範への同化あるいは逸脱という選択は、どちらを選ぼう
とも女性たちを傷つけ「殺す」ものであることを、能町はこの『結婚の奴』第 2
部で明らかにしているのだ。そこで「幸せになってダメに」なるためには、社会
が強いる二択そのものを問い直すオルタナティヴな幸福の追求が必要となる。
その幸福追求の実践こそが、
『結婚の奴』第 1 部と第 3 部で語られる「私」の「結
婚」プロジェクトであった。

2.「結婚」で築く「幸せ」なケア関係
幸福への道を閉ざしているかに見える性愛規範的社会の中で、
「私」は既存の
結婚をクィア化することにより雨宮との約束を実現していく。その過程で「私」
は、ホセ・エステバン・ムニョズが「ディスアイデンティフィケーション」と呼ぶ
戦略を取る。それは、抑圧に屈してマジョリティに同化するでもなく、規範的
社会外部への逃亡という達成不可能な抵抗をするのでもなく、支配的イデオロ
（ working on and against ）
」戦略だ（ Muñoz，11；拙
ギーに「のっかりながら抗う
訳）
。規範へのディスアイデンティフィケーションは、曖昧な宙づり状態を生き

ることで既存の文化コードをその内部から書き換えていく。
「私」は「結婚」プロ
ジェクトを始めた際、夫（仮）との同居やそこで生じる関係性を「飾り立てて、
カッコ書きしたり額縁に入れたりして、奇妙な「結婚」という儀式めいた形にし
たい」と述べている（48；強調筆者）。法的に見れば、結婚はいわば絵画のない「額
縁」のような、ひとつの関係性の形式を定めるものに過ぎない。しかし支配的
イデオロギーを内面化した人々は、結婚という「額縁」を見ればその内実を恋愛
感情と想像する。
「私」は規範的結婚へのディスアイデンティフィケーションに
より、その形式と内実の間にひそむズレを明らかにしていく。そして愛の証と
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信じられている結婚は、相互的ケア関係を築く場としての「結婚」へと作り変
えられていくのだ。
「結婚」前の「私」の暮らしは、ケアの欠如とその解消の必要性を表している。
恋愛結婚を理想化する「世間」は、それに反発する「私」にさえも、
「何か決定的

12

なものが欠けている」のではないかという不安や「引け目」を感じさせていた

オロギーに日本の戸籍制度は法的根拠

（ 25 ）
。結婚して家庭という私的領域を築くことは、現代の社会において「善き
66）
12。そのイデオロギーは「私」に劣等感を抱かせ、
市民」の条件とされる（岡野，

さらにその劣等感が彼女をケアから遠ざけていた。
「結婚」プロジェクトを始め
る以前の「私」は、
「自分の世話はしたくなくとも、実際問題、自分が世話をさ
れない状態だと生活はどんどん荒れていく」という悪循環の中におり（ 24；強調
筆者）
、
「自分で自分をそこまで［世話をしてもらえる］価値がある人間だとは思

えなかった」ことがその一因となっていた（ 23 ）。婚姻関係内のケア関係だけを
正統化する社会において、
「私」のような周縁化された人々が参入しうるケア関
係のモデルは不可視化されている。その状況は、
「私」が他者とケア関係を構築
する機会を奪うだけでなく、自身は世話をされる価値、すなわちケアを受ける
価値がないという思いを彼女に抱かせる。
「私」が「幸せ」になるためには、こ
のようなケア関係からの排除と孤立の解消が求められていた。
「交際や恋愛は無理だ、という強い確信」を持ちながらも（能町，28 ）、そのよ
うな自身に引け目や劣等感を覚える「私」は、
「世間」の支配的イデオロギーか
ら決して自由な存在ではない。彼女は性愛規範性を不完全に内面化した状態に
あり、そのことに自覚的でもある。それゆえに「私」は、夫（仮）との関係をあえ
て「結婚」と名付け、理想化された恋愛結婚に「のっかりながら抗う」ディスア
イデンティフィケーションを意識的に実行していく。その一例が、
「恋愛プレイ」
と呼ばれる恋愛関係の模倣だ。
「結婚」に向けて「私」と夫（仮）は、互いを知る
ために度々2 人で出掛け、その中では「結婚前提ってことでいいんですよね？」
「私」はそれらを「デートのロールプレ
と夫（仮）から問われる場面もある（53）。
イ」や「プロポーズっぽいやつ」と呼び、
「恋愛プレイ」として楽しむ（ 45、62 ）。
共に時間を過ごすデートにより関係を深め、互いの意思をプロポーズで確認し
結婚に至ることは、恋愛結婚の一般的プロセスと言えるだろう。
「私」の「恋愛
プレイ」では、恋愛感情を排したままその行為だけがなぞられる。
『結婚の奴』
第 2 部でも過去に男性と交際した経験は描かれていたが、当時の「私」は「恋愛
プレイ」を楽しむ現在とは対照的に、シス男性と「平凡な恋愛と結婚をして早
「
「恋愛」そのものがずっとピンと
く[ 世間に] 埋没したい」と願っていた（144）。
来ないまま生きて」きた「私」にとって（ 28 ）、異性愛主義的な「平凡な恋愛」を
求めることは自己嫌悪や劣等感を深める結果にしかならない。それに対し、こ
のパフォーマティヴな「恋愛プレイ」は「実際の恋愛でないからこそ、恋愛関係
のような仲睦まじさはバカバカしいと思いつつも案外ちょっと楽しい」という
満足感を「私」に与える（62）。恋愛感情と結婚の結び付きは、ここで「平凡な恋
愛」とは対照的な「恋愛プレイ」により脱自然化され、それは二者間の愛情─
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既婚者を「善き市民」と定めるこのイデ
を与え、その差別構造を強化している。
結婚と戸籍制度のイデオロギー的関係
については Dale を参照。

特に性愛や恋愛感情─のみを幸福の源と説く「世間」に疑いを投げかける。
この「恋愛プレイ」からくる満足感は「幸せ」に向けた重要な一歩ではあるが、
目指すものが「結婚」である以上、その実現には他者との協力や合意が不可欠と
「これだけ保険を掛けるかのよう
なる。
「私」は夫（仮）に「結婚」を提案する際、
に「結婚」を形骸化したうえオリジナルのパッケージングまでして、それでも切
（ 52 ）
。この躊
り出しづらいとは、自分の臆病さがつくづくいやになる」と嘆く

躇いは、たとえ彼女が「オリジナルのパッケージング」をしても、相手の許容や
正確な理解無しにそれは意味をなさないことから生じるものだ。実際に、
「愛し
合う永遠のパートナーに巡りあってともに暮らすという夢はおそらく持ってい
「結婚」プロジェクトに基本的には賛同
ない」ように見えた夫（仮）は（能町，36 ）、
するものの、
「私」との法的な結婚は望まず、最終的に2 人は「事実婚」の形を取っ
ている。この「結婚」はひとつの関係性へのディスアイデンティフィケーション
であるがゆえに、他者の存在を無視して行うことはできない。そして他者の存
在は葛藤や手間を生み出す原因ともなりうるが、合意に基づく公正なケア関係
「もしも入院した
を築く助けともなる。夫（仮）は法律婚を望まない理由として、
ときとか重病になったときとか、手つづきしたり介護したりって、申し訳ない
でしょ。そこまでやらせるつもりになれないもん」とケアの問題に言及する（能
町，85 ）
。上野千鶴子が指摘するように、家庭に課せられる過剰なケアの義務は、

「ケアすることを強制されない権利 a right not to be forced to care」と同時に
「ケアを強制されない権利 a right not to be forced to be cared」を侵害するもの
だ（上野 2008，35 ）。もしも夫（仮）との意思の擦り合わせを経ないまま「私」ひ
とりで「結婚」の構想が進められれば、そこには夫（仮）の「ケアを強制されない
権利」を侵す関係性が生じていたかもしれない。当事者間の合意無しに道徳的
な相互的ケア関係の構築は不可能であるにもかかわらず、法的婚姻関係はその
ような交渉の余地を予め排除していることを夫（仮）の発言は暗示する。
こうして始まる 2 人の「結婚」生活がケア関係を軸としていることは、
『結婚
の奴』冒頭のエピソードから示される。本作は「夫（仮）の持ち家についに引っ
越した日の夜中、私は水状のウンコを漏らした」という印象的な一文で始まる
（ 9 ）。
「私」はできる限りの処理を行うものの、結局その一部を終えられないま

ま外出することとなり、夫（仮）にはその状況をメッセージで報告する。そして
その返信には、汚れた寝具を洗濯しておいたという旨が書かれおり、それを見
た「私」は驚きを露わにする。
洗ってくれる人がいる。想像だにしていなかった事態。
自分のやらかした失敗は、サボり癖甚だしい私でも、なんだかんだで自分
で処理しなければいけなかったというこれまでの人生。[ 中略 ] まさか私が
排出した私のいちばん汚いものを誰かが洗ってくれる可能性があるなんて、
赤んぼう以外でそんなことをしてもらえる可能性があるなんて。思いもし
（ 14；強調筆者）
なかった。

｜研究論文｜齋藤寛子

157

ケアの倫理の議論が明らかにしてきたように、
「赤んぼう」のような明らかに他
者に依存することで生きている者に限らず、
「わたしたちはみな、ケアを提供
する者であるだけでなく、わたしたちすべてが、誰でもケアを受け取るひと」
である（トロント・岡野，31 ）。この「相互依存の不可避性」の認識無しに、ケア
が公正に実践される社会は実現しえない（キテイ，125 ）。しかし、結婚をはじめ
とする諸制度によってケアを受ける権利が不平等に分配された現状は、
「結婚」
前の「私」がそうであったように、権利の存在自体を人々から見えにくくして
いる。夫（仮）からケアを受ける「可能性がある」とすら思っていなかった「私」
の反応は、そのような不平等なケア分配の実情を表している。
『結婚の奴』はま
さにその冒頭から、始まったばかりの「結婚」生活のなかで、自身のケアを受け
る権利に気づく「私」の姿を描いているのだ。
病という非日常から幕を開けた「結婚」生活だが、その後は日常の中で「私」
と夫（仮）との間に相互的ケア関係が徐々に築かれていく。ヴァージニア・ヘル
ドが論じるように、挨拶のような日常的言動の表現と受容を繰り返すことは、
積極的な他者の心身への働きかけと同様に、重要なケアの形のひとつである
（ Held，ch. 2 ）。夫（仮）との「結婚」生活がそのような日常的ケアの実践となっ

ていることは、
「私」の次のような言葉から示唆される。
「
［夫（仮）との生活は］
一つ一つが新鮮で、毎日驚いてしまう。おはようと言う相手の人がいたり、お
やすみと言う相手の人がいたり。すごいのは「ただいま」だ。帰ったとき「ただ
（ 215 ‒ 16 ）
。
「
「ただいま」と言える」のは、そ
いま」と言える、これには驚いた」

こに「おかえり」と彼女を受け入れる他者が存在するからだ。彼女と夫（仮）は
その「結婚」生活の中で、
「ただいま」
「おかえり」という言葉を交わしあうこと
により、相手を受け入れ、相手に受け入れられる経験を積み重ねる。挨拶とい
う日常的行為が、形式的な言葉の交換に留まらない相互的ケア関係の構築過程
となっていることを、彼女は驚きと共に認識していく。
「私」は夫（仮）と互いのニーズに折り合いをつけながら「事実婚」を選択し、
「結婚」当初には自身のケアを受ける権利に気づく。そして彼らの間には、相手
をケアする意思により行動する自立性と、相手からのケアを求め受け入れる依
存性の両方を認め合う相互的ケア関係が築かれていく。相手への理解と合意の
もとで成立する相互的ケア関係は「自分に関して深い知識を持った自分自身の
ことを価値ある存在として受容してくれる他者との関わりであるがゆえに、自
分自身に価値があるという感覚や自分が価値ある存在だと気づくことに寄与し
うるもの」だ（ブレイク，298 ）。こうしてクィアな「結婚」により「幸せ」が実現
されたことを、
「人といると、
「生活」ができた。私はこの形態を、自分と夫（仮）
の力で作り上げたのだ。自信を持っていい」という言葉で「私」は表明する
（ 216 ）
。
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3.「ダメ」な主体からクィアな共同体へ
このように『結婚の奴』は「私」が「幸せ」になるプロセスを描きつつ、そのナ
ラティヴは同時に「幸せ」な「私」という新たな主体を形成してもいる。パトリッ
ク・ジョンソンが述べるように、自身の人生について書くことは、自ら特定の
過去を想起してそれを主観的に再構築するという点でパフォーマティヴな行為
である（ Johnson，431 ）。自伝的ナラティヴが構築されるとき、そこでは新たな
アイデンティティが共に生み出されているのだ。
「結婚」プロジェクトを始める
以前の「私」が抱いていた「世間への復讐心」は、
「恋愛というものを何の疑問も
なく受け入れて楽しんでいる人たちに対する悔しさ」とないまぜになっていた
（ 144 ）
。そしてその「悔しさ」は、恋愛の楽しさを理解できないことから生じる

劣等感と表裏一体のものでもあった。
「結婚」後も彼女は「世間」への怒りや憎
しみを持ち続けているが、その感情が「私」の自己認識に持つ意味は大きな転
換を見せる。抑圧的な「世間」に同化もせず真っ向から対立もしないクィアな
存在に留まる「私」は、そのような状態を自身の新たなアイデンティティとし
て肯定的に受け入れるようになるのだ。
その変化を顕著に示すのが、佐野洋子の絵本『 100 万回生きたねこ』の解釈
にまつわるエピソードだ。この絵本につけられた脚注には「輪廻転生を繰り返
し百万回生きながらも他人に無関心だった猫が最後に愛を知る」物語だという
説明があることから（ 223 ）、この絵本が愛のすばらしさを謳ったものとして一
般に理解されていること、そしてそのような解釈の存在を「私」も認識はして
いることがわかる。しかし、彼女にとってその解釈は昔も今も腑に落ちるもの
ではない。
「 [『 100 万回生きたねこ』の] 解釈を聞いて、人はこれを読んでこの
ように感動するという一般的なプロセスは知識として得たけれど、まったく納
得できていない。私は、
『 100 万回生きたねこ』が分からないというところが自
分の最大の急所にして命綱でもあると思っている。あれが分かるようになった
（ 222；強調筆者）。ここで一般的解釈を肯定も否定もせずに
ら私は私ではない」

「分からない」と言う「私」は、同化あるいは排除という二択を提示する性愛規
範性を前に、そのどちらも選択しない宙づり状態に留まっている。
「世間」に迎
合できないことは「女」としての劣等感を抱く原因となり、さらに雨宮の死が
例証するようにその命すら脅かす「急所」となりえる。しかし、堀内を「のっぺ
らぼう」にした「世間」の抑圧を前にしたとき、それは「私」を救う「命綱」とも
なりうるものだ。
「結婚」プロジェクトを経た「私」は、
「世間」に迎合できない自
身の状態に、この「命綱」としての肯定的価値を見いだす。性愛規範性に「のっ
かりながら抗う」という曖昧さを持ち続けることが、彼女にとってクィアな主
体としての新たなアイデンティティとなったのだ。
そしてこのクィアな主体の誕生は、雨宮と交わした「幸せになってダメになる」
という約束の新たな解釈を可能にする。先に述べたように、この約束の背景に
は、女性エッセイストたちに自身の不幸な姿を自虐として表現するよう求める
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市場の存在があり、幸せになれば読者の共感を得られない「ダメ」な作家にな
るだろうという想定があった。
「私」が「幸せ」になることで構築されたのは、
規範的結婚にディスアイデンティフィケーションをするクィアな主体だ。それ
は「常識」に従うことを求める「世間」にとっては、共感の対象として承認しえ
ない「ダメ」な主体である。しかし規範に対して曖昧な態度をとる「こじらせた」
ままの「私」は、
「正しい」女性らしさを求められ苦しんでいる個々の読者にとっ
て共感と希望を与える存在だ。こうして「ダメになる」という雨宮との約束は、
彼女たちの物語を求める読者の共感を断ち切ることによってではなく、
「世間」
の性愛規範的な価値観を裏切りそれをクィア化する「ダメ」な作家となること
で果たされる。
さらに、
『結婚の奴』が特定の場所と時間に深く根付いた作品として書かれて
いることは、著者である能町、
「私」、読者たちによるクィアで「ダメ」なコミュ
ニティの創造を促す。能町は『結婚の奴』のテクストに複数の脚注をつけてお
り、その多くは地名や年代が付された固有名詞の説明となっている。そしてま
た、それらの多くは 21 世紀はじめの約 20 年間に登場し、姿を消していったも
のでもある。
「私」をとりかこむ結婚や家族にまつわる「常識」は、様々な変化
を見せながらも近代家族を支えるイデオロギーとして長く日本社会にはびこ
り、家族の崩壊が盛んに論じられる今日においてもひとつの社会規範として根
強く残っているものだ 13。それでも能町は、その状況に変化を促すかのように、
クィアな「結婚」にまつわる個々の出来事や事物に脚注をつけ、それらを特定
の過去の一時点に結び付けていく。それは現代の読者たちに同時代性を感じさ
せるだけでなく、
「私」が生きる社会の「常識」も、そこで彼女が成し遂げた「結
婚」さえも、いつかは過去になっていくのだと暗示する。ジュリー・ラックが指
摘するように、自伝的作品は著者／主人公をプライベートな自己からパブリッ
クな自己へと作り変え、そのパブリックな主体は特定の社会やコミュニティへ
「私」の背後に著者能町や彼女
の所属の在り方を提示する（ Rak, Conclusion ）。
が生きた時代と場所を感じさせる「結婚」プロジェクトの物語は、
「私」と共に
「幸せになってダメに」なって生きる新たな共同体を同時代の読者たちに想像
させるものとなっているのだ。
そしてこのクィアなコミュニティに示されるのは、同化か排除かという性愛
規範性の二択を超えて築かれる、オルタナティヴな未来の青写真だ。作品の最
「いろい
終章で「私」は、下の世代に現れつつある独自の関係性に興味を示し、
ろなところに、オリジナルな関係性が生まれている。別に私のやってることな
「私」の「結婚」が現代の日本社会
んて斬新でもなんでもない」と述べる（ 233 ）。
において例外的なものであることは確かな上、ここまで論じてきたように、そ
れは既存の規範的結婚の在り方を揺るがす可能性も秘めている。当初は「人を
食ったような結婚がしたい」と望んでいた「私」は（ 29 ）、そのナラティヴの終
盤で自身の「結婚」をあえて凡庸なものとして位置づけ直そうとしているのだ。
そこには、性愛規範性のクィア化と新たなアイデンティティの形成という「私」の
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日本における近代家族の登場と展開に
ついては落合、上野（ 2020 ）を参照。

試みが、今後も「私」以外の誰かによって引き継がれていく未来を望む能町の
意思が表れている。その未来で生じる「オリジナルな関係性」は、既存の婚姻制
度にはまらないだけでなく、
「私」が実現した「結婚」ともまた異なるものであ
ろう。結婚のクィア化とクィアな「結婚」を語る『結婚の奴』は、
「私」と夫（仮）
の私的な関係性の物語をこえて、多様なケア関係の在り方を切り拓くひとつの
契機として読者たちに託されている。

結論
「幸せ」とは何か。人は結婚により幸せになるのか。結婚は幸せになる唯一の
道なのか。性愛規範性はそれらの問いに対する「正しい」答えを一方的に提示
するだけでなく、我々がその問いを発することさえも妨げる。
『結婚の奴』で
描かれる「私」と夫（仮）の「結婚」は、そのような性愛規範的社会を生き延びる
ひとつの戦略として実現された。能町は堀内と雨宮との経験を本作に織り込む
ことで、恋愛結婚の特権化と婚外のケア関係のスティグマ化との間にある共犯
関係をあぶりだす。性愛規範性は、結婚する当事者だけでなく、結婚しない／
できない者に対しても、そのケア活動の在り方に影響を及ぼしている。その支
配的イデオロギーは、象徴的な死か、社会における周縁化、あるいはその結末
として文字通りの死かという不条理な選択を女性たちに迫る。友人間のケア関
係を禁じられ、2 人の友人を奪われた「私」にとって、
「結婚」プロジェクトとは
「幸福」の追求であると同時に性愛規範的社会での生存戦略でもあった。異性愛
主義的なカップルを装いながら規範的結婚へのディスアイデンティフィケー
ションを行う「私」と夫（仮）との「結婚」は、人々が内面化した性愛規範性を脱
自然化し、さらに「私」の予想をこえて善いケア関係へと発展していく。恋愛結
婚と幸福を同一視する「世間」に揺さぶりをかける「ダメ」な作家として能町が
生み出したのが、この『結婚の奴』という作品なのだ。
「幸せになってダメにな
ろう」という雨宮との約束はこうして実現され、そこでは規範的社会を内側か
ら揺るがす「幸せ」で「ダメ」な共同体が生み出されていく。
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