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民博共同研究会「ストリートの人類学」 
第 10 回共同研究会（2006 年 12 月 23 日土）於：国立民族学博物館） 
報告題目：「脱アイデンティティ？－トランスナショナリズム研究とクイア研究の共時性を

めぐって―」 
ゲストスピーカー： 上杉富之（成城大学） 
 
科学研究費補助金基盤研究(Ａ)海外学術「トランスナショナリズムと『ストリート』現象

の人類学的研究」を立ち上げるにあたり、トランスナショナリズム研究に既に取り組まれ

ている上杉富之先生をゲストスピーカーとしてお招きした。 
 

 

 トランスナショナリズム研究とクイア研究 
 
トランスナショナリズム、そしてクイアという概念は、どちらも 1990 年半ばから注目を

浴びるようになった概念であり、本質主義的に、実体的に構築されたカテゴリーやアイデ

ンティティへの挑戦であるという点において、根底にある問題群は同じである。多元化多

層化したトランスナショナリズムの場合だと、移民の生活実践に焦点を当てること、そし

て、クイア理論でいうと、連続的なセクシュアリティであるとか、パフォーマティヴィテ

ィ、つまり、繰り返し反復する行動でもって、アイデンティティを常につくる生活実践に

焦点を当てることで、固いアイデンティティではない部分を明らかにしていく試みである

と考える。 
これら二つの研究には、時系列的に断絶的に着手している。まず、トランスナショナリ

ズム研究に至る背景には、東南アジアの先住焼畑農耕民族（マレーシア、フィリピン、イ

ンドネシア、ブルネイ国境付近）を対象とする、これまでの研究蓄積がある。それらの事

象を捉える上で、トランスナショナリズムという概念が不可欠であった。そして、体外受

精や人工授精に関する研究を始めるきっかけは、理学部の生物学科出身ということもあり、

元々、親子、家族など、生命の問題にあったことに関心があったことに起因する。1980 年

代、90 年代、特に 90 年代以降は、とりわけ法学や生命倫理学分野において、体外受精・人

工授精による親子関係が問題視されるようになるが、そこで用いられる親子概念とは、非

常に固いものであった。そこで、人類学者として、物申す必要があると痛感し、親族、親

子・家族、クイア研究に着手するようになった。 
 

 そして「ストリートの人類学」との関連 
 
 「ストリートの人類学」が取り組むべき問題も、上記二つの研究と同じなのではないか

と考える。ストリートに集まるストリートボーイの民族構成をみても、ひとつのグループ
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の中で、マジョリティ／ティマイノリティの区分なく、ばらばらな状態であり、それは、

臨機応変にどんどんと変化していくような、カテゴライゼーション、アイデンティフィケ

イションが同時に起きていることを示すのではないかと考える。先ほど池谷氏は、そのば

らばらな状態を、「エスニックグループが乱れている」と表現されたが、それは崩壊の語り

であり、むしろエスニックグループといった既成の概念では語れないような、新しいカテ

ゴリーが生成されている点に着目すべきではないだろうか。我々が取り組むべき問題群は

この点にあると確信する。 
 

 トランスナショナリズム研究 
  
トランスナショナリズムとは何か。通常、日本語ではトランスナショナリズムを越境と

訳すが、それは、トランスナショナリズムが孕む複数あるポイントの一つ、つまり、複数

の国の国境をただ単に越える（跨る)現象であることを指して使われる訳語である。しかし、

我々が注目すべき点は、多元的帰属ないし多元的ネットワークが形成されているという点

であり、よって、越境という訳では言葉足らずとなる。今や、世界の国の半数が、重国籍

を認めている現実があり、多くの人々が多元的帰属を持っている。さらに、注目されてい

るのが、永住権（グリーンカード）保持者の人数増加であり、就学年限など、彼らに対す

る権利が拡大されて、citizen / non-citizen の壁が緩やかになってきている。様々なネット

ワークや、帰属意識を戦略的に使って、移民が多国間を行き来するという現象は、今日世

界中で起きている。このような現状から、トランスナショナリズムという概念が注目を集

めている。 
 トランスナショナリズムの研究は、多元的帰属、多元的ネットワークに注目すると先ほ

ど述べたが、ある意味で、既存の概念、つまりエスニシティに対するアンチテーゼになっ

ている。以下はアメリカの事例を用いて説明する。原初的アメリカ社会に移民が沢山やっ

てくると、アメリカ人の中核部分を成すワスプ WASP（ホワイト・アングロサクソン・プロ

テスタント）、グリーンカード保持者、保持しない移民、という区分けができる。移民が増

えるとアメリカ人に同化し、 終的には混ざってくれるだろうと考えられていた。それが、

いわゆる「人種 race のるつぼ論」である。しかし、それは実際には生じなかった。そこに

社会学者は、それぞれが、それぞれの民族的特徴を維持して存在するという人種ないし民

族の「サラダボール論」（あるいは｢モザイク論｣）を見出す。そのとき社会学者が使用した

概念がエスニシティである。エスニシティのポイントは、明確な境界をもったグループを

形成するというよりも、やわらかく集まるというイメージ。例えば、アメリカ人の中で、

英語をしゃべりながらも（しゃべれないこともあるが）、それぞれの民族の言葉を維持して

いる。1980 年代までは、アメリカの人種・民族状況はこのエスニシティ概念である程度説

明が可能であった。 
 しかし実際は、さらに違った状況が展開しているがアメリカで発見された。2005 年頃、
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ラティーノ（ヒスパニック）、すなわちスペイン、ポルトガル語系のアメリカ人、アメリカ

移民、が 2 億五千万のアメリカ全人口のうちの 3000 万人を突破した。これは、アメリカの

人種問題の核とうでも言うべきアフリカ系アメリカ人を数の上で凌駕したということで、

非常に大きな問題であると話題にされた。彼らはグリーンカードを保持しながら、移民の

送り出し国とアメリカの間とを行き来するというライフスタイルをもっている。ラティー

ノに限らず、西インド諸島フィリピン系、日系、韓国系も沢山存在しており、彼らの多く

が、かなり頻繁に両国を行き来している。 
 このような現象自体はそれほど古くなく、1980 年代半ばから起こっている。それが、世

界中で起こっていると確認されたときに、人類学が新たにトランスナショナリズムという

概念を提出した。かつては多国籍企業を説明するのに使われていた概念だが、人類学者た

ちは、多元帰属、多元的に行き来する生活実践に焦点を当てたかたちで流用、あるいは再

生させわけである。人類学におけるトランスナショナリズム概念の提出は、国際シンポジ

ウムが 1991 年にアメリカのカリフォルニア大学で行われて、それが論文集として出たもの

初であった。国際会議を開いてみたらアメリカだけでなく、世界各地で同時に進行しつ

つある現象だと確認された。それは、日本においても既に起きていた現象であることは言

うまでもない。 
 トランスナショナリズム研究を通して言えることは、トランスナショナルな現象を説明

するには、エスニシティでは不十分、ということである。ストリートの人類学に絡め合わ

せて言うならば、色々な民族が行き来し、移動して、そして出会うような場所では、エス

ニシティの概念は必ずしも有効ではない。なぜならエスニシティは、民族という、ある特

定の土地に結びついたエスニックグループ（民族集団）の存在を前提とするような概念の

系統を引いているため、その使用が不適格である場面が多い。トランスナショナリズムは

新しい問題群を明らかにし、エスニシティに代わる社会・文化的グルーピング概念の必要

性を明らかにした。しかし、それに代わる新しい概念はまだ出されていない。なお、トラ

ンスナショナリズム研究が提示したような問題群を、大阪大学の小泉さんたちの COE グル

ープは｢トランスナショナリティ｣という概念を使用することで推進しようとしている。 
 

 クイア研究ないしクイア理論 
 
 クイア理論とは、ゲイ、レズビアンのセクシュアリティに関して新しく提出された概念

である。1980 年代に、ゲイ・レズビアン（同性愛者）の人々がカミングアウトをし、自分

たちの存在や、権利を主張するという現象が起きた。その時に彼らのとった戦略は、スト

レート（異性愛主義）という敵を想定して、その敵と自分たちとの差異を明瞭化すること

であり、ゲイ・レズビアンという人間の実体があるという主張を彼らは用いた。それに対

して異論を唱えたのがクイア理論、クイア研究を推進していった人たちである。例えば、

バイセクシュアルやトランスジェンダーなどの存在があり、ゲイ・レズの中でも色々な性
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的志向がある点を考慮すれば、ゲイ・レズビアンとストレートとの境界は明確でなく、む

しろ、両者は連続的である。よって彼ら、クイア理論の唱道者たちは、戦略的に本質主義

者になってストレートと戦うことをやめましょうという立場をとる。 
 クイア理論の要点をまとめると次のようになる。①ジェンダー・セクシュアリティに関

して、それを本質論的・実体論的ではなく、構築論的・行為遂行的（パフォーマティヴィ

ティ)観点から問い直そうという理論ないし研究。ここでのポイントは、ゲイ・レズは元々

あるというよりも、行為や語りを通して、アイデンティティとしても、自分の身体として

も、常に構築し続けるものだと捉える点。バトラーは、もともと、フェミニズムに関して

同様な理論を展開していた。そのため、90 年代半ばのクイア理論の人たちは、Ｊ．バトラ

ーをクイア理論の「教祖様」の一人と見なしている（そしてもう一人の「教祖様」がＭ．

フーコーである）。②クイア理論の出発点はセクシュアリティであり、当初はゲイ・レズビ

アン・スタディーズに特化したものだったが、そこから出発して、二元論的（二項対立的）

に構築されたすべての社会・文化的カテゴリーや概念を脱構築しようとする理論ないし研

究へと発展する。人種問題、民族問題、など、あらゆるカテゴリーは二元論的ではあって

はならない、連続的である点を強調する。③新たなアイデンティティ（ないし脱アイデン

ティティ）ではなく、（異性愛）規範に異議申し立てをする位置取り（positionality）。彼ら

は、脱アイデンティティを目指すのではない。アイデンティティは常に作り出されている

のだから、実験的に、その行為を色々と試してみたらどのようになるのか、それによって、

固いアイデンティティ概念をやわらかくしてみよう、攪乱してみよう、という戦略を取る

人たちである。 
 

 クイア研究の成立と展開 
  
次に、規制カテゴリー、アイデンティティに対して揺さぶりをかけている事例を紹介す

る。1960 年代後半から、アメリカのレズビアンたちは、同性カップル家族と呼ばれる、新

しい家族のかたちの試み、内部から既存の家族制度に揺さぶりをかけている。 
 クイア化した家族関係を作るうえでの典型的な手法は、精子バンク、あるいは、男友達

（しばしばゲイ男性）から精子をもらって人工受精、ないしは、男友達と性行為をもつこ

とであり、それにより、レズビアンカップルは子供を持ち、同性愛カップル家族を形成す

る。レズビアン・カップルが子を得る場合には、法的な母子関係を確立するためもあって

通常、カップルの一方の女性が未婚女性（シングル女性）として医者に人工授精を依頼す

る。そして、子を妊娠・出産した女性＝卵子提供者の女性が法的な母となる（「第一の母」：

First mother）。レズビアン・カップルのもう一方の女性は家族の一員として子と同居し、

母としての役割を果たすのであるが（従って、「二次的母」：Second mother）、法的にはま

ったくの他人である。 
さて、法的な母、つまり子を生んだ女性が亡くなると子はどうなるのか？ 子は「二次
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的母」（母のレズビアン・パートナー）ではなく、法的な母の近親、すなわち亡くなった女

性の両親（子にとっては祖父母）などに引き渡されるという問題が生じる。そこで彼女た

ちレズビアン･カップルがとった戦略は、生みの母でない女性＝「二次的母」（Second 
mother）が子供との間に養子縁組を成立させることであった。つまり、養子縁組を結ぶこ

とによって、生みの母でないレズビアン女性が法的な母となったのである。 
養子をとる場合、通常であれば、生みの母との縁を切って、養子先の育ての母の下へ行

くことになる。が、彼女たちレズビアン・カップルは法廷闘争を重ねることを通じて、言

わば生みの母と育ての母の両方の縁を維持することを可能にした。つまり、子供にとって

の母親が同時に二人存在することを可能としたのである。現在、アメリカの州の約半分が

同性カップルについてもこの養子縁組のあり方（「二次親養子縁組」）を法的に認めている。

このことは、アメリカ社会においてこれまでとはまったく異なった親子関係ないし家族関

係が生じつつあることを示していると言えよう。 
 更なる手段として、彼女たちレズビアン・カップルは、限定的父 limited father という

概念をつくり出し、それを認めさせるための法廷闘争も行っている。提供精子を利用して

子を作る場合、精子提供者の男性は現在のところ、法的には父として認められていない。

従って、レズビアン・カップルが提供精子を利用し、人工授精を通して子を作ったっ場合

には、法的な父親がいないことになる。また、法的な問題とは別に、父親不在という状況

は、とりわけ子供が男である場合に不具合を生じてしまう。そこで、男性と事前に契約を

結んでおいて、父親は誰と子供が聞いてきたら名前を言ってもいいとしたり、子供が父親

と遊びたがったりしたら遊んでも良いとするような新たな関係性の構築を試みている。こ

うした運動を支持するフェミニスト法学者の中には、生まれた子とこの種の関係を維持す

る精子提供者を限定的父 limited father 名付け、その存在を法的に認めさせようとしている。

限定的父の概念は現在、法的にはまだ認められていない。が、一部の判決においてではあ

るが、精子提供者である男性にも子への訪問権 Visiting right が認められた。訪問権が父と

しての権利の一つだとすれば、限定的父も法的にある程度認められたと言える。 
子供と何らかの関係を維持する精子提供者（「限定的父」）を含めた二人の母親は、

co-parent 共同親という新しい概念で呼ばれており、また、子供を含めた家族は拡大家族

Extended family と呼ばれる。 
 このような法廷闘争と連動して、ストレートの法律体系も変わってきている。例えばフ

ランスやアメリカでは、離婚・再婚後においても、子供の親権を元の両者が保持し続ける

ことが法的に可能となっているが、これを共同親権と呼んでいる。 
 同性カップル家族に対する二次親養子縁組の適用や限定的父の概念の制度化の要求は、

クイア理論ないしクイア研究の一環として行われている。既存のカテゴリーに対して、内

部から揺さぶりをかけようとするこうしたクイア理論は、フェミニストたちやゲイ・レズ

ビアン研究者からは時として「裏切り者」扱いを受ける。それは、あくまでも親子とか家

族を希求し、親子、家族という概念を強化するだけであり、決して新しい概念を作ってい
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ない、という批判である。しかし、既存の親子関係や家族関係に基づく強固なアイデンテ

ィティというものに揺さぶりをかけるならば、いきなり法律を変えるよりも、内部に入っ

て、少しずつずれを起こさせるというような、パフォーマティブに行うやり方しかないの

ではないか。彼女たちが行っていることは、一元的親子関係（一人の子供に対して一人の

父と一人の母）を、多元的親子関係（一人の子供に対して複数の父ないし／と複数の母）

に変えていく試みであり、例えば向井亜紀夫妻（アメリカの白人女性に依頼して夫妻の双

子の子を代理出産してもらった）が実践しているように、子供を介して、代理母となった

女性の家族ともかかわりをもつ、相互浸透的家族形態ができるのではないか。 
 

 アイデンティティ／カテゴリー 
 
トランスナショナリズムとクイア理論（研究）の共通項はアイデンティティ・カテゴリ

ーの問題である。「固い」アイデンティティやカテゴリーを崩す試みが生まれてきている。 
クイア理論の場合、ゲイ（同性愛者）のセクシュアリティの問題を出発点としたが、そ

れは人種・民族の問題へも拡大適用されるようになり、分野を横断して、2 項対立的な、固

いカテゴリー・アイデンティティに揺さぶりをかける試みを繰り返す。 
クイア理論はしばしば、脱アイデンティティと紹介されるが、しかし、アイデンティテ

ィは意味がない、あるいは必要ないとは決して言ってはいない。J.バトラーが提唱するよう

に、アイデンティティは常に構築されていると主張するのであり、行為遂行的に構築され

るアイデンティティを、行為を通じて揺さぶりをかけ、固いアイデンティティをやわらか

くしてみせている。つまり、アイデンティティやカテゴリーにもう少し融通（ゆとり）を

持たせ「柔らかく」すべきだ、あるいは、多元的多層的なアイデンティティを考えるべき

だというのがクイア理論の主張だと言ってよいだろう。 
トランスナショナリズムの研究では、重国籍や永住権保持者など、今までのカテゴリー

が複数重なり合うような中間地点に焦点が当てられる。それは、人びとはただ一つの国に

しか属してはならないというこれまでの考えが現実に即さなくなったためである。Ｍ．ド・

セルトーや松田素二氏らが言うように、現実の生活では、人びとは戦略的には一元的アイ

デンティティを使い、戦術的には、多元的アイデンティティを使うというように、二つを

切断しているのである。つまり多元的多層的アイデンティティを持つことに、必ずしも矛

盾を感じる必要はないのである。 
 
結論 
今回私が報告したトランスナショナリズム研究・クイア研究とストリート研究に共通点

があるとするならば、それは両者がアイデンティティとカテゴリーをめぐる問題に再検討

を迫るという点にあるであろう。すなわち、今後は、これまでの｢固く｣「首尾一貫」した

「一元的な」カテゴリーやアイデンティティ概念ではなく、それに代わって「柔らかく」
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かつ「揺れ動く」「多層的多元的な」カテゴリー・アイデンティティ概念を導入して現代の

社会・文化的諸状況に取り組む必要があるということである。 
 
＜質問応答＞ 
池谷：アメリカモデルの話を出されたが、他の大陸レベルだとどうか？その時、カテゴリ

ーを一般化する上で、移民という言葉は重要なのか？ 
 
上杉：私のフィールドではアメリカモデルと似たようなことが起きていると理解する。私

が住んでいた北ボルネオは、かつては森林伐採、いまでは天然ガスの産出によって、周辺

の国々二比べたら豊かであり、国を超えて多くの人々が来ている。レジュメの図では、移

民の送り出し国と受け入れ国という書き方をしたが、彼らの中では、自分のフィールドと

いう感覚があるだけで、国境を超えるという意識は持たずに移動している。そのような状

況をエスニシティでは捉えきれなかった。 
 
池谷：国を超えてくる人は移民か？労働者か？ 
 
上杉：労働者もいるし、密入国者もいるし、行ったり来たりしている。東南アジアのあの

辺りは、海の底が見えるので、歩いて渡れる感覚がある。エスニシティという切り方も不

可能ではないが、そうすることで失われる事実がある。例えば二重国籍をもっているだと

か、民族名称や宗教をどんどん変えるとか。 
 
池谷：アメリカモデルでは、移民という統一的な整理の仕方がされる。それをもってして、

他のアジアやアフリカの問題を見るのは難しいのではないか。むしろ、その切り口の悪さ

を明らかにしていくべきではないか。例えば、ヨルバの場合、アフリカの中でも特に強い

エスニシティをもっている。 
 
松本：アイデンティティ／カテゴリーの問題に関して、正当性 legitimacy の在処が気にな

った。誰が担保する正当性なのか？ 
 
上杉：あえて出さなかったが、生成の語りは国家向けられている。クイアの人々が相手に

しているのは法律であり、アメリカの一元的な核家族である。 
 
松本：これまでの人類学が扱ってきたもの、例えば、類別的といった概念とはどう関わる

のか？もっと人類学的な見方をクイア理論の中に盛り込むことができるのではないか。 
 
上杉：クイア理論家たちは、文化人類学的業績をかなり援用している。例えば、新しいか
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たちの養子縁組体系。closed adoption（養子に出した子に会うことはできない）から、open 
adoption（養子を出した後でも子に会える）に切り替わっている。この時に採用したアイ

デアは人類学的研究の中にあるオセアニアの養子制度。オセアニアの場合、養子とは名ば

かりで、元の母との接触は頻繁にもたれる。クイア理論の中にも人類学的要素をもっと盛

り込むべきだとは考えるが、現段階ではそこまで達していない。人類学者たちからは、「何

故今更クイアなのか」、「クイアはあたりまえだ」という意見が聞かれる。例えば、マレー

社会では家族圏 family circle が普遍的であり、核家族という概念は意味がない、など人類

学者は皆クイアの事例を知っている。だけども、人類学者は、一言で、理論的に、固いア

イデンティティを揺るがす言葉、例えばクイア概念を、持っていたか。 
 
阿部：人類学者が知っている親族形態の多様性や、原理原則の適応の柔軟性と、クイア理

論が推進しようとしている問題とは、同じようなものとして考えてよいのだろうか？ 
 
上杉：例えば、マリリーン・ストラザーンは、人類学者として生殖医療の問題に関与する

上で、人類学分野では当たり前の事例であるという立場から、分散親族関係 dispersive 
kinship という概念をぶつけている。ただ、あまり人類学者の主張が取り入れられていない

のが現実。クイア理論ともっと接合できると思う。 
 
阿部：正当性についての質問。人類学がこれまで研究していた社会であれば、それぞれの

地域の小さな集団が正当性を担保していたが、ここでの問題には、近代国家が関わってく

る。これからの議論展開において、何が正当性を担保しているのかという問いも組み込ん

でいけるのか。 
 
上杉：いけると思う。我々の敵というか、正当性を握るのは法律家である。生命倫理学会

などで発言をすると、産婦人科医は人類学者の発言を興味深く聞いてくれるが、しかし、

法律家は人類学者の介入に断固反対する。 
 
木村：トランスナショナリズムの理論的側面に関する質問。例えば、グリクシラーは、二

つの国家に跨るかたちで、一つのトランスナショナルな社会空間が構築されているという

主張だと理解しており、それは配布物の図に示される構造と全く同じである。だとすると、

グリクシラーのような議論展開から、何故、多元的帰属意識という考え方が生まれるのか

がよく理解できない。 
 
上杉：その通りで、グリクシラーたちもトンランスナショナリズムに注目して、国境に跨

がる空間について論じた。ただ、それを更に進めて、バッシュであるとかバースベックた

ちは、主体的に動く移民たちに視点を合わせ、両方の国に跨がり、様々なネットワークを
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利用し、融通無碍に動いているという書き方をしている。私は彼らと同じ立場である。ま

た別の見方として、移民は、二つに跨がり、どっちつかずで、アイデンティティもなく、

権利義務もない、かわいそうな人たち、あるいは、どっちつかずの者を制限しようとする

ものもある。 
 
関根：何故、多元的という言い方をするのか？移民の問題を考えた時に、材料としては多

元であるが、彼らが作り上げる生活世界というのは、単純に言ってしまえば一元だと思う。

多元という言葉が、どのことを、どのレベルを指しているのか？ 
 
上杉：確かに、マレーシアの国境に来ている人たちは、自分たちの領域を一元的に設定し

て、その中を行き来している。だけれども、国境があることを彼らは知っている。パスポ

ートの必要性も知っている。だから二つパスポートを持っている。そうなると、戦略的に

多元的帰属を演出していると考える。その意味で、多元的である。 
 
関根：それだと思想的に批判できない。思想的にアイデンティティを批判しきれない。つ

まり、一元を前提としてしまっている。そして、プレモダンの融合性とポストモダンの現

象は、似ているけど、文脈が違う。そこを区別することが必要ではないか。それは関先生

があるシンポで述べていた自己言及性の問題ではないか。プレモダンでは自己言及性が低

いが、ポストモダンでは法廷闘争を勝ち抜くだとか、自己言及性を高めなければいけない。 
 
上杉：確かにその通り。昔は、「お前は誰だ」と聞かれない。皆知っているから。しかし、

今日取り上げた人々は、お前は何者だと権力側から聞かれる、だから答えなければならな

い。攪乱ということを考えると、文脈をわざと読み違えることもある。 
 
野村：アイデンティティという言葉で、セクシャル、生殖に関するものと、トランスナシ

ョナルなものを、どのようにして一つに束ねられるのか、もう一度説明してほしい。 
 
上杉：クイア理論は、もともとの出発点はセクシュアル・アイデンティティだが、実際に

は家族、人種、民族、国家、国籍の問題に揺さぶりをかける試みをしている。そのため、

確証はないが、トランスナショナリズムとクイア理論は、同じ問題を根底に抱えているの

だと考える。 
 
鈴木：固いアイデンティティから、やわらかなアイデンティティへ、という主旨の発表だ

ったと思うが、それは今生きている生身の人間の現実認識なのか、それとも研究者がその

ような分析枠組みを持つべきという意味なのか、あるいは社会的にそのようになるべきだ

という社会提言なのか、どれに該当するのか教えてほしい。 
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上杉：私の希望的観測ではありますが、その希望をもって私が現状を見てみた結果の現状

分析でもある。 
 
鈴木：柔らかいアイデンティティを大統領からゲットーに住んでいる人すべてが持てばい

いけども、果たしてそのような便宜主義的な考え方は可能だろうかという感想をもった。 
 
上杉：長いタイムスパンをとってみたら、トランスナショナリズムという現象は一時的な

ものであって、いずれは定着するか、いじめられるか、泣いて帰るか、というように、か

つて移民やエスニシティ研究の時に言われていた状況と同じになるのではないかという見

方がある。それは、トランスナショナリティが出た１０年以上も前の時点で言われていた。

１０年以上も動き続ける状況が続いていたら、これは状態と見なしてもいいかもしれない。 
 
市川：トランスナショナリズムが状態になってしまったら、研究上何が言えるのか、とい

う疑問を自分自身は抱えている。上杉先生は、どういう方向に進むと考えるのか。 
 
上杉：トランスナショナリズムの仮想敵、エスニシティやアイデンティティは未だに死ん

でいないと思う。それを戦略的に柔らかくしていくことしかないのでないか。 
 
丸山：バトラーのいう攪乱とは、誰が主体なのかと疑問に思う。また、松田先生のいう切

断も、その主体は誰なのか。切断する主体を想定してしまうのは便宜主義的なのではない

かと思う。上杉先生のいう攪乱とはどのようなイメージをもつものなのか。 
 
上杉：バトラーは、合目的で、永続的、境界が明確な主体 subject は使わない。空っぽの、

中空の、便宜主義者のように、コロコロと変わっていくエイジェンシーという概念を出し

た。固い主体概念や固い自分をイメージすると、攪乱はできないでしょう。ここで紹介し

たクイアファミリーは、自分たちがそれほど大それたことをしているとは思わずに、フェ

ミニストの弁護士たちに巻き込まれているだけ。誰がやるのか、は問わない方がいいのか

もしれない。 
 
関根：クイア理論が脱アイデンティティではないという説明のプロセスが興味深かった。

先ほど、前近代と今のポストモダンが似ていると言ったが、本当は似てないと思っており、

ふたつの現象が絡み合っているのではないかと思う。エスニシティは死んでいない。柔ら

かいものと、固いものの混ざり方を、我々が研究すべきなのではないか。 
（文責：國弘暁子・神奈川大学 COE 研究員 PD） 


