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私たちは何者か

1　はじめに

1-1　自分自身にとって私とは何者なのか
　私は何者か。私はどんな生のスタイルを生きているのか。ミシェル・フーコーは、プラ
トンの『ラケス』におけるソクラテスの対話のあり方を検討して、次のように述べてい
る。「自分の生を説明することは、自分の人生に起こった歴史的出来事を語ることではな
く、むしろ自分が用いることのできる理性的言説、つまりロゴスと、自分の生き方とのあ
いだにある種の関係が存在していることを示せるかどうかを証明することなのです」［フー
コー 2002: 141］
　ジュディス・バトラーはフーコーを引用しつつ、自分自身をいかに語るか、といかに生
きるかは決して別の企てではなく、自分自身を説明するために話すということは、自分が
用いる言葉そのものにおいて、自らが生きる術であるロゴスを提示している、と述べてい
る［バトラー 2008: 232］。そして重要なことは、自分自身を説明するという行為がすでに
道徳的実践であり、また一種の生であるような行為であることを認めることである、とい
う。
　ここにおいてバトラーが強調する他の点は、自分を説明するという行為が社会的なやり
とりを前提としている点である。自己言語化は公的告白という発話行為を通じて、社会的
に構成される。そして公的告白は、自己変容のための言語的、社会的な機会を形成する
［バトラー 2008: 239］。すなわち、自分を説明することは、既存の認識論や規範的体制を
批判的に問い直し、その体制に属する自身を変容させようとする批判的自己形成の実践で
もある［バトラー 2008］。
　本論では、「自分の生のかたち」や「自分の愛のかたち」を説明するために造られた語
である「Polyamory（ポリアモリー）」を取り上げる。後述するように、ポリアモリーとい
う語は、1990年代初頭の米国において「責任あるノンモノガミー」という語に代わる言
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葉として造られた。ギリシア語とラテン語を組み合わせた独自の語を採用している点に、
新しい価値を創造しようとする意思が見て取れる。
　それでは、ポリアモリーという言葉のもとにいかなる集団が形成されているのだろう
か。ポリアモリーに関する先行研究では、ポリアモリーを定義することの難しさやポリア
モリー実践の多様性が指摘されている［Sheff 2014; 深海 2015］。しかし同時に、「誠実」
「相互合意」「責任」などの言葉で説明されることが多い。ポリアモリーが「誠実」「相互
合意」「責任」を伴うノンモノガミーである点が強調される際、ポリアモリー・ムーブメ
ントが異質な他者との接触を通じて生成されている点が見えにくい。そこで本稿では、ポ
リアモリーそれ自体が異なる文化や思想を有する人々の交流が行われる接触領域である点
に着目し、そこで生起する様相を描くと同時に、そうした接触領域におけるポリアモリス
トのつながりのあり方を検討したい。
　その際、ダナ・ハラウェイの「サイボーグ・フェミニズム」論を手がかりにしたい。
「サイボーグ・フェミニズム」は、分類学的同定に依拠した従来のフェミニズムに対す
る批判であり、統一的理論に対するハラウェイの懐疑を出発点とする［副島 1995］。サ
イボーグ・フェミニズムの主張は、統一的な母体を前提にしてはいけない、いかなる構
築も完全ではありえない、ということである。ハラウェイは、サイボーグのイメージに
よって、同一性ではなく親和性を重視する連帯の方法を模索したのである。サイボーグ・
フェミニズムは、統一性より多様性を志向し、全体論には警戒し、関係性を熱望する［副
島 1994、1995］。こうしたサイボーグ・モデルとしてのポリアモリーを考察することによ
り、ポリアモリーの多元性と共在性をより具体的に描いていきたい。
　ポリアモリーの多元性と共在性に注目する本稿は、ポリアモリストが自分自身を理解可
能なものにする手段や、自分自身を他者に提示する手段を、いかに他者とともに創造して
いるのか、という問いに対し、いくらか示唆を与えるものになるだろう。

1-2　本論の目的と構成
　以下により具体的に本稿の目的を示しておく。本稿の目的は、米国南カリフォルニアを
拠点として活動するひとつのポリアモリーグループ「リブ　ザ　ドリーム」（以下、LTD
と記す）のミーティングと、ポリアモリー・ムーブメントの参与者間で流通しているポリ
アモリー用語の検討を通して、ポリアモリーという名のもとに形成されている集団の多元
性と共在性を考察することである。
　本稿でみていくように、ポリアモリーグループはさまざまな思想や運動、嗜好集団と交
叉しており、多様なパースペクティブから構成されている。さまざまな背景を持った個人
がポリアモリー・ムーブメントに参与しており、実践の方法も均一ではない。米国におい
て長年ポリアモリーの研究に携わる社会学者のエリザベス・シェフは、ポリアモリーは、
誠実やジェンダー平等性、感情的・身体的な関わり合い、複数のパートナーに開かれてい
る、という点に焦点を当てた関係であるが、実際に人々がポリアモリーを実践する方法は
劇的に多様である、と述べている1。また、２章でみていくように、ポリアモリー・ムー
ブメントの参与者や研究者たちの間に、「何をポリアモリーとするか」に関する厳密な合
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意はない。そして３章でみていくように、ポリアモリーはさまざまなオルタナティブ集団
と交叉しており、ポリアモリー内部には多様なパースペクティブが存在する。ここからポ
リアモリーに対して、均質性を持つことなく部分同士がつながっている、というダナ・ハ
ラウェイのサイボーグのイメージを重ねることができる。
　本稿では LTDというポリアモリーグループを検討するが、そこで得られた知見をポリ
アモリーを代表するものとして提示するのではなく、サイボーグとしてのポリアモリーの
イメージを素描する際に活用したい。
　本稿の構成は以下の通りである。2章では、ポリアモリーという語の起源とさまざまな
定義、概要について述べる。3章では、ポリアモリーグループ LTDのミーティングに焦
点を当て、ポリアモリーの多元性を検討する。４章では、ポリアモリー用語に着目し、均
質性を持たないポリアモリーにおけるポリアモリストの共在性を検討する。そして５章で
は、ポリアモリーの多元性と共在性を、「自己の技術」との関連で考察する。なお本稿で
使用するデータは、2012年 5月から 2013年 3月までに筆者がカリフォルニア州ロサンゼ
ルス近郊で実施したフィールド調査によって収集した事例、資料に基づいている。

2　polyamory

2-1　言葉の起源とさまざまな定義
　ポリアモリーという言葉は、ギリシア語の「複数（poly）」とラテン語の「愛（amor）」
に由来し、1990年代初頭の米国で造られた。言葉の創造者に関しては諸説あるが、有力
なのは次の二説である。ひとつは、全世界教会の創始者であるオベロンとモーニング・グ
ローリー・ゼル夫妻が創造したとする説である［アナポール　2004］。全世界教会とは、
ロバート・ハインラインの SF小説『異星の客』にインスピレーションを受けたオベロン
とモーニング・グローリー・ゼル夫妻よって設立されたペイガンの教会である。モーニン
グ・グローリー・ゼルがネオペイガンの雑誌に寄稿したエッセイのなかで、初めてポリア
モリーという語を使用したといわれている。もうひとつは、1992年に「alt.polyamory」と
いうサイトを立ち上げたジェニファー・ウィスプという女性が創造したという説である。
あるサイトにおいてノンモノガミー関係におけるモラルについて議論していたときに、
non-monogamyとタイピングするのが煩雑であったこと、またノンという接頭語が否定的
なイメージを想起するため、新しい言葉を造ることを決意したという。このようにポリア
モリーの語の起源は明白ではないが、いずれにしても 1990年代初頭にノンモノガミーに
おけるモラリティについて検討されるなかで創造された。
　その後、ポリアモリーという言葉は米国を中心に徐々に浸透していく。ポリアモリーと
いう語の流通に貢献した人物として、デボラ・アナポールが挙げられる。彼女は 1980年
代より責任あるノンモノガミーの可能性を探求し、雑誌の創刊やネットワークの組織化、

1  Sheff, Elisabeth. “Diversity and Polyamory”.
 https://elisabethsheff.com/2013/07/20/diversity-and-polyamory/（2016年 10月 1日閲覧）。
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ワークショップの開催などを中心とした活動を行い、ポリアモリー・ムーブメントを牽引
してきた。アナポールが 1997年に出版した『ポリアモリー̶̶ 無制限の愛』は、ポリア
モリーについての初めての書とされている。彼女は執筆のモチベーションについて、情
報を共有することでポリアモリーを実践する人の役に立つこと、ポリアモリーを探求し
ている人たちが他にもいることを知らせたかった、と語っている。『ポリアモリー̶̶ 無
制限の愛』においてポリアモリーはさまざまに説明され、言い換えられ、定義は一義的で
ない。たとえば、「責任を持って同時に複数の性愛関係を築くスタイル」「愛のエネルギー
は誰にも止めることができず、一方向に向けるのは無理だという考えから生まれた性愛ス
タイル」「複数の人と長期に愛を育むこと」「合意の上で恋人を共有すること」とある。ま
た、重要なことは関わる人数ではないとし、一対一という社会規範を漫然と受け入れるの
ではなく自分の意思のもとに意識的に選択された一夫一婦制もポリアモリーに数えるとす
る記述もみられる［Anapol 1997: 239］。
　1999年に「ポリアモリー」は『オックスフォード英語辞典』に登場する。オックス
フォード辞典では、「同時に複数のパートナーと感情的に深く関わる親密な関係を築く実
践。全てのパートナーの合意に基づいて、性的なパートナーを同時に二人以上持つ実践」
と定義している。
　このようにポリアモリーの定義は、辞典や文献やグループによって異なり、実践者の間
にも共通の了解がない。ここであるオンライン・ポリアモリーグループに掲載されている
「あなたにとってポリアモリーとはなんですか？」という質問に対する答えに注目してみ
たい。ポリアモリーを表象する際に頻出する言葉は「誠実」「合意」「オープン」「感情」
などである。反対に、打ち消しを伴って表れる言葉は「嘘」「隠し事」「身体だけの関係」
などである。ポリアモリーという語は、曖昧な語ではあるが、多くの文献により「合意の
あるノンモノガミー関係（Consensual non-monogamy）」に分類されている。
　ポリアモリー・ムーブメントはここ 10年で急速に進展した、という発言を耳にするこ
とが多い。2014年に出版されたポリアモリストによるポリアモリーに関する書籍として
人気のある『モア　ザン　トゥ』では、ムーブメントが拡大するにつれ、倫理的なポリア
モリーとそうでないポリアモリーを区別しようとする内部の動きが指摘されている［Veaux 
& Rickert 2014］。たとえば、身体的関係を重視するスワッピングとの差別化や、その場か
ぎりの関係ではなく持続的な関係を理想化する傾向が挙げられる。現時点では、ポリア
モリーとスワッピングを差別化する書籍、グループが多数であるが、ポリアモリーにス
ワッピングを包含するという考えも一部にみられる。また、一時的でも強烈にインパクト
を残すような親密関係であれば、交際期間は関係がない、とする記事も目にする。さら
に、身体的には関わらないが互いに深くコミットしあう関係を指す「ポリアフェクティヴ 
polyaffective」という語も造られている。ここから、ポリアモリー・ムーブメントの拡大に
より、ポリアモリー内部で差別化が生じているのみならず、個々の関心によって多元化な
いし複雑化が進展していることが推察される。
　さて、倫理的なポリアモリーとそうでないポリアモリーを区別しようとする内部の動き
は、世間がポリアモリーに対して抱くイメージとも無関係ではないだろう。「合意のある
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ノンモノガミー 」に対する一般の人々の意識調査を行ったミシガン大学の研究者たちは、
ノンモノガミーの人々には「性的にリスクを負った倫理の欠如している人々」という否定
的なステレオタイプが付与されていることを明らかにした［Conley et al. 2012］。しかし、
2015年のインタビューにおいてアナポールは、近年ノンモノガミーに対する人々の態度
に変化がみられると述べている。たとえば、1990年代には、新聞や雑誌においてノンモ
ノガミーの話は忌避され、また、テレビやラジオでは否定的に取り上げられる傾向があっ
た。しかし、現在ではリアリティ番組に登場するなど、メディアで取り上げられる機会も
増えてきている。

2-2　ポリアモリー・ムーブメントの参与者たち　　
　ポリアモリーの実践者や共鳴者の数を正確に特定することは難しいが、2009年の段階
で『ニュース・ウィーク・マガジン』は米国内に約 50万人のポリアモリー実践者がいる
と予測している。近年のポリアモリーグループの増加を考慮すると、現在はさらに増加し
ていることが推察される。ポリアモリー・ムーブメントの興隆とともに、ポリアモリーの
ネットワークはさらに拡大し、組織化も進んでいる。現在は国際会議も開催され、英語圏
以外の国にもムーブメントが浸透している状況である。
　ポリアモリー・ムーブメントに参与する人々は、自らを「ポリアモリー」「ポリー」「ポ
リアモリスト」と称する（以下、ポリアモリストという表記で統一する）。ポリアモリス
トのなかには、パートナーのいない「シングルポリ」や「ソロポリアモリスト」も含まれ
る。本論ではパートナーの人数に関わらず、自らをポリアモリストだと認識し、ポリアモ
リストとして振舞う者をポリアモリストとする。
　よく知られるように、バトラーは『ジェンダー・トラブル』において主体構築のプロセ
スを説明するものとして「パフォーマティビティ」概念を採用している［Butler 1990］。
バトラーのパフォーマティビティ論では、確固としたアイデンティティが予めあるのでは
なく、繰り返し行為するなかで行為遂行的に自己がつくられていく。ポリアモリストにお
いても、ポリアモリーの情報を収集し、書籍を読み、ミーティングに参加し、ポリアモ
リー用語を使用する、という行為を通じて行為遂行的にポリアモリストになっていく、と
捉えたい。というのも、パフォーマティビティの視点は、行為を通じて主体に別の新たな
意味が付与されていく過程や、既存の規範的体制に対し批判的に自己形成をしていくプロ
セスを検討することができると考えるからである。
　以下では、ポリアモリーの形態とポリアモリストの概要についてみていきたい。ポリア
モリストが形成する関係のバリエーションは多岐に渡り、マニュアル本にはポリアモリー
がとりうる形態が記載されていることが多い。たとえば、性愛パートナーを互いに限定し
ないと両者が合意している「オープン・マリッジ」や「オープン・リレーションシップ」、
三人からなる「トライアッド」や「ヴィー」などが挙げられる。
　つづいてポリアモリストの属性をみていきたい。ポリアモリストに関する統計的研究
はいくつかあるが、ここでは 2000年に全米最大のポリアモリー機関である「ラビング・
モア」がポリアモリスト約 1000人を対象に実施した「ポリアモリー調査」を参照してい
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く。またラビング・モアは 2012年に約 4000人のポリアモリストを対象にしたインター
ネット調査も実施している。必要に応じてそちらも参照する。
　はじめにジェンダーと年齢層の分布をみてみよう。なお、小数点以下を四捨五入してい
るため、合計が 100%にならない場合がある（以下同）。2000年の段階で、男性は 35歳か
ら 44歳が 31%、45歳から 54歳が 30%、18歳から 34歳が 22%となっており、年齢層に
あまり差異はみられない。他方、女性は 18歳から 34歳が 39%、35歳から 44歳が 28%、
45歳から 54歳が 25%となっている。2012年のインターネット調査には 16歳から 92歳
の人が回答しており、非常に幅広い年代の人がポリアモリー・ムーブメントに参与してい
ることがわかる。
　エスニシティに関しては、白人が 90%以上を占めている。ポリアモストに関するその
他の統計調査もまた、白人が 90%以上となっており、白人が多数を占めている。階級と
学歴についてみると、自身を中産階級以上だと答えている人は 75%である。最終学歴に
関しては、70%が大学以上と回答している。2012年のインターネット調査でも、最終学
歴が大学以上である人は 62%となっている。
　ここからポリアモリストの特徴として「教養のある白人ミドルクラス」という像が浮
かび上がる。2011年に発表されたシェフとコリー・ハーマーズの共同研究は、ポリアモ
リストと BDSM実践者（詳細後述）のエスニシティや階級に着眼し、ポリアモリストと
BDSM実践者を対象とした 36の研究から平均を伝えている。それによると、76%が白
人のミドルクラスで 78%がカレッジ卒業以上、有色人種は有効回答の 11%となっている
［Sheff & Hammers 2011］。
　たしかに、フィールド調査を行うなかで、教養のある白人ミドルクラスの人々が多いと
いう印象を持ったが、アジア人や黒人、また高卒やパートタイムを掛け持ちしているポ
リアモリストたちに出会ったことも確かである［深海 2015］。シェフは 2015年のインタ
ビュー 2において、多くのポリアモリーに関する調査が示している「教養のある白人ミド
ルクラス」という特徴は、正確に「ポリアモリーの主流派

4 4 4

」を捉えたものであると述べて
いる。この主張はポリアモリー内部のマイノリティが看過されていることを示唆してい
る。彼女は、インターネット調査やスノーボール・サンプリングの調査方法によって、エ
スニシティや経済面で特権のないポリアモリストがこぼれ落ちてしまっていること、そし
て白人の研究者がポリアモリーを調査することから生じる偏りの問題を指摘している。
　また、「ポリアモリーが抱える誰も口にしない大きな問題」と題されたオンライン記事 3 

において、ケイトリン・ミッチェルは「ポリアモリストは教養のある白人ミドルクラスで
ある」という言説が、ポリアモリー・コミュニティにおいて黒人ポリアモリストやアジア
ンポリアモリストに居心地の悪さを感じさせる現実をつくり出していることを指摘してい

2  Polyamory in the News!...by Alan M., “The State of Poly Research: Guest interview with Eli Sheff”.
 http://polyinthemedia.blogspot.jp/2015/03/the-state-of-poly-research-guest.html
 （2016年 10月 1日閲覧）。
3  Mitchell, Kaitlyn. “There’s a Big Problem With Polyamory That Nobody’s Talking About”.
 http://mic.com/articles/109616/there-s-a-big-problem-with-polyamory-that-nobody-s-talking-about
 （2016年 10月 1日閲覧）。
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る。このように近年では、ポリアモリー内部におけるマイノリティの問題も浮上してきて
いる。
　最後に宗教についてみていきたい。「ポリアモリー調査」では、現在の宗教は、ペイガ
ン 30%、無宗教 29%、キリスト教 28%、仏教 9%、その他 4%となっている。他方、キリ
スト教の家庭で育った人が 81%、無宗教 10%、その他 8%、ペイガン 1%と答えている。
ここから、キリスト教から改宗ないし無宗教に変更した者が多数いることが推測される。
シェフは伝統的な宗教の不在とポリアモリー倫理を結びつけ、伝統的な宗教モラルの不在
ゆえに、いかに生きるか、いかに他者を扱うか、という倫理的フレームワークの開発に多
くのポリアモリストたちが勤しんでいる、と考察している。
　次章では、実際にポリアモリストたちが集うミーティングに着目していく。

3　ポリアモリーの多元性

3-1　ポリアモリーグループ「LTD」
　ポリアモリー・ムーブメントはさまざまな思想、運動と交叉しながら展開してきた。本
章では、あるポリアモリーグループのミーティングに着眼し、ポリアモリーと関連する事
象を具体的に検討することを通して、ポリアモリーの多元性を考察する。
　まず本章で取り上げるポリアモリーグループ「LTD」の概要を記しておく。LTDは南
カリフォルニアの郊外都市で活動するグループであり、1987年にテリー・ブリュッセル
とブライアン・ジットによって設立された。このグループはオープン・リレーションシッ
プやグループマリッジなどのオルタナティブなライフスタイルを試みる人々のサポート教
育グループとして発足した。同時に、LTDはハインラインの『異星の客』や『月は無慈
悲な夜の女王』などの SF小説に触発された人々のグループでもあり、前述した「全世界
教会」のスポンサーでもある。
　LTDの創設者の一人でありグループのリーダーであるテリーは、60代の白人女性であ
る。筆者がフィールド調査を行っていた 2013年には、彼女には二人の「夫」がいたが、
2014年にシングルポリとなり、現在（2016年）は恋人がいるようである。2003年に現
在暮らしている自宅を購入し、グループリビングを行っている。月に一度、土曜日の 10
時半から開催される LTDのミーティングは、テリーの自宅のリビングが会場となってい
る。ここ数年の年間スケジュールをみてみると、毎年恒例のものが多く、大きく変更する
ことはない。たとえば、2014年のミーティングの内容をみてみよう。大別すると、① SF
小説に関するテーマ、②ポリアモリーに関するテーマ、③宗教的なイベントやテーマ、㈬
その他、となっている。
　まず SF小説に関するテーマ（1月、3月、7月、8月、9月）をみていきたい。LTDは
SF小説をテーマにしたミーティグが多い、という特徴がみられる。それは、先述したよ
うに、LTDがハインラインの『異星の客』や『月は無慈悲な夜の女王』などの SF小説に
触発された人々のグループとして発足したことに関係している。ポリアモリーと SF小説
は密接に関連しており、ポリアモリーに関心を寄せたきっかけとして SF小説を挙げる人
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は少なくない。なかでも『異星の客』『月は無慈悲な夜の女王』『ハラード実験』はポリ
アモリー・ムーブメントに影響を与えた著作として名前を聞く機会が多い。『ハラード実
験』の著者ロバート・リマーは、ポリアモリストでもあり、ポリアモリーの会議に登壇す
るなど、ポリアモリー・ムーブメントに直接関与した人物でもある。
　次にポリアモリーに関するテーマ（2月、5月、11月）をみていきたい。具体的には
「ポリアモリー・コミュニティで愛のコネクションをいかにつくるか？」「ジェラシーか
らコンパージョンへ」「ポリリレイションにおける年の差問題」となっている。このよう
にポリアモリーに関するテーマでは、実践的な内容について話される傾向がある。
　つづいて宗教的なイベントやテーマ（4月、10月）をみてみよう。毎年 4月に「過越し
の晩餐（Passover）」が開催されている。こればユダヤ教の祝祭行事であり、テリーがユダ
ヤ教徒であることから開催されている。イベント告知には、ユダヤ人ではなくヘブライ語
が読めなくても、イベントに関心のある人であれば誰でも歓迎である、と書かれている。
また、10月のハロウィンパーティーではペイガンの「サムハイン（Samhain）」の儀礼が
行われる。テリーはユダヤ教徒であり、ペイガン信者でもあるため、LTDのミーティン
グでペイガン信者の方と出会うことも少なくなかった。ペイガンについては次節で詳述す
る。
　最後にその他（6月、10月、12月）をみていきたい。6月はタントラがテーマとなって
いる。ここでポリアモリー・ムーブメントがニューエイジ運動とも関連していることに言
及しておこう。ニューエイジに関心を持つ者は自分たちを「宗教的」だとは考えず、スピ
リチャルであると考えている。米国におけるニューエイジ運動と個人主義との関係を検討
した藤本龍児によれば、1970年代頃から展開する米国のニューエイジ運動は、60年代の
カウンター・カルチャーから多大な影響を受けており、西洋思想に対抗するという意味で
東洋の叡智を多く取り入れている点に特徴がある。固定的な教義や組織を持たず、各個人
の自発的な探求や実践に任せる傾向がみられ、「神は自分のなかに居る」という世界観を
持っている［藤本 2009］。こうした「宗教的個人主義」はニューエイジ運動以前には文化
的エリートに限られていたが、近年では「教養のあるミドルクラス」にも広がり、現在に
至っては大衆的な広がりをみせている、という［藤本 2009］。
　ニューエイジ運動では自己の内面探求に重きがおかれ、自己をより高次に変容させてい
くことが目指されている。ヨーガを軸に自己変容を目指すタントラも、ポリアモリーと関
連する事象のひとつである。ポリアモリー・ムーブメントを牽引したアナポールはタント
ラワークショップを開催し、著作においてもタントラにしばしば言及している。アナポー
ルは、タントラとポリアモリーの関係に関するインタビューのなかで、所有や束縛、支配
という考えに挑戦するためには、自他の境界線を次のレベルにあげることが不可欠になる
と述べ、エゴのアジェンダに関心をもつポリアモリーはエナジーレベルを高めることを目
的とするタントラと親和性が高いことを示唆している。
　最後に 10月のテーマとなっている BDSMに注目したい。BDSMという四つのイニシャ
ルは、ボンデージ（Bondage）、ディシプリン（Discipline）、ドミナンス（Dominance）、サ
ブミッション（Submission）、サディズム（Sadism）、マゾヒズム（Masochism）を指し、



181

私たちは何者か

三つの言葉のペアを表している（BD、DS、SM）を表している。2000年のポリアモリー
調査によると、ポリアモリストの約３割が BDSMに関心を示している。ポリアモリスト
であり BDSM実践者のアニタ・ワーグナーは、BDSM実践者は自分の望むことが明確で
あり、自分の役割を認識しているという点で、ポリアモリーをうまくマネジメントする
資質を備えている点を指摘している［Wagner 2010］。筆者の出会った BDSMポリアモリ
ストの一人は、自分の核に位置付くものとして BDSMを認識しているが、パートナーが
BDSMに関心がないため、パートナーの合意を得て BDSMを共有できる他の親密な関係
を持っていた。
　ここまで LTDのミーティングを手がかりに、ポリアモリーと関連のある事象、思想、
運動をみてきた。具体的には、SF小説、カウンター・カルチャー、ペイガン、ニューエ
イジ運動、タントラ、BDSMがポリアモリーと関わりがあることが明らかになった。さ
まざまな入り口からポリアモリーの世界に関心を持ち、ミーティングやマニュアル本を通
して、他の思想と出会う。ポリアモリーグループのミーティングは異なる文化や思想的背
景を有する人々が実際に遭遇する接触領域となっている。

3-2　接触領域としてのミーティング
　以下では筆者が参加した 2011年に開催された LTDのハロウィンパーティーを取り上
げ、より具体的にミーティングの様相を検討していく。このパーティーには、ポリアモ
リーに関心がある者だけではなく、ポリアモリーフレンドリー 4であれば誰でも参加する
ことができる。筆者はポリアモリーフレンドリーの友人二人を誘い、パーティーに参加
した。参加費は LTDのメンバーは 5ドル、メンバーでない者は８ドルであり、一人一品
料理を持ち寄るポットラック形式となっている。パーティーは 19時から開催され、いく
つかの催し物、具体的には「スイート・トランスヴェスタイト」5の歌と踊りのライブパ
フォーマンス、サムハイン（Samhain）の儀礼、怪談、ホラー映画鑑賞、が用意されてい
る。また、パーティーの間は中庭のホットタブがいつでも使用できる。
　ここではサムハインというペイガンの儀礼の様子をみていきたい。その前にペイガンの
概略を記しておく。ペイガンとはキリスト教以前の古代ヨーロッパの宗教を継承し、特定
の経典をもたず、自然崇拝と多神教を特徴とする精神運動である［土佐 1998］。このペイ
ガン運動は、1970年代に興隆したニューエイジ運動とともに台頭した。米国においてペ
イガン運動を広めるきっかけとなったのは、1962年に設立された「全世界教会」だとい
われている。土佐昌樹は米国のペイガン運動がイギリスと比べて、フェミニズムや環境問
題といった政治的側面が強調されていること、そして積極的にインターネットを取り入れ
ている点を指摘している［土佐 1998: 99］。

4  ポリアモリーやポリアモリストに対して温かく開かれた状態や人々、態度を指す。
5  ミュージカル舞台劇「ロッキー・ホラー・ショー」の劇中曲。登場人物のひとりである異装趣味でバ
イセクシュアルのフランクが歌う曲。「私の格好に驚かないで。見た目で判断しないでね。昼間は冴え
ないけど、夜になれば恋の達人よ。わたしは可愛いトランスヴェスタイト」という歌詞を含む。
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6  ウィッカとは、ペイガンのなかでも女神崇拝をする人々を指す。

　ペイガンは年に 8回の祝祭日を設けている。そのひとつがサムハイン祭であり、これは
古代ケルト暦の新年祭にあたる。サムハインにおいて普段は閉ざされている人間界と地
底世界の通路が開かれ、精霊たちが解き放たれる、と考えられている［土佐　1998］。テ
リーの説明によると、サムハインの儀礼は過去から否定的なものを遠ざけるために行い、
そこにははじまりとおわりの両方の時間がある、という。
　パーティーが開始して１時間ほどすると、テリーが参加者たちにリビングに集まるよう
に呼びかけた。サムハインの参加者は 15名であり、この儀礼のためにパーティーに訪れ
た者は３名いた。まず、儀礼の手順が書かれた紙が配布され、参加者でサークルをつく
る。プレスト（男性司祭）がプレシスト（女性司祭）と向き合う。プレシストはテリーが
務めた。テリーは胸の上で腕をクロスして立ち、プレストはテリーの脚、膝、膣、胸、唇
に口づけをし、「ようこそ、レディー」と述べ、今一度唇に口づけをする。こんどはプレ
シストがプレストの身体の 5ヶ所に口づけをし、大きな声ではじまりの言葉を述べる。
　「わたしたちは新しい一年のはじまりを祝福するために集まりました。サムハインでは
ウィッカ 6の大晦日を祝います。サムハインにおいて故人はこちらの世界に戻ってくるこ
とができます。各人が呼び戻したい故人に声をかけ、わたしたちのサークルにゲストとし
て加わるように呼びかけます。このサークルの西に位置する人からはじめましょう。」
　参加者はひとりひとり、その場に招待したい故人の名を告げ、彼らに与えたいものを伝
えた。たとえば、母親を召喚し、自分が育てたバラの美と悦びを与える、と述べた者がい
た。参加者全ての呼びかけが終わると、プレストとプレシストは故人に挨拶と旅立ちの言
葉を贈る。「ようこそ、このサークルにいらっしゃいました。愛する汝よ、ご安心くださ
い。わたしたちはあなた方を忘れることなく愛しています」。
　サムハインが終了し、再び歓談の時間となった。儀礼に参加するために来ていた 3名
は、次のパーティーがあるからと言い、立ち去った。筆者は先の儀礼で重要な役割を担っ
ていたプレストに話しかけた。「あなたはペイガンなのですね」と尋ねると、驚いたこと
に、自分はペイガンではないが、毎年頼まれてプレスト役をやっていると答えた。先ほど
の儀礼でペイガン信者はテリーを含め６名であり、筆者のように初めてペイガンの儀礼に
参加したという人が多かった。ここから、LTDのパーティーやミーティングが、自分と
は異なる思想や文化と実際に出会う機会となっていることがわかる。また、儀礼としては
厳密なものというよりも、不完全なものであったことも興味深い。
　本章では、ポリアモリーと他のオルタナティブな集団のゆるやかなつながりが明らかに
なった。ポリアモリーは多様な集団と隣接していると同時に、多様な集団から成立してい
る。近年では「BDSMポリアモリーグループ」や「ペイガンポリアモリー」など細分化
もみられる。ここで留意したいのは、LTDがポリアモリーを代表しているわけではない
ことである。
　LTDはポリアモリーグループのなかでも、オルタナティブな集団との関係が強いグルー



183

私たちは何者か

プであるが、カウンター・カルチャーとの結びつきを持たないポリアモリーグループ 7も
存在する。LTDのミーティングに参加したことのある人のなかには、「カウンター・カル
チャー色が強く、自分には向いていない」と言う人もいれば、「とても勉強になる」「知ら
ないことに出会える」と言う人もいる。このように、同質性を前提とせずにつながってい
るポリアモリーを「サイボーグ的身体」と捉えることができるだろう。以下では、ポリア
モリストの「共在」についてみていきたい。

4　ポリアモリストの共在性

4-1　ポリアモリー用語
　前章では、LTDのミーティングの検討を通して、ポリアモリーの多元的で包括的な性
質が明らかとなった。ポリアモリー・ムーブメントには、さまざまな思想的背景を有する
人々が参与し、ポリアモリストに排他的で単一の価値体系が共有されているわけではな
い。それではポリアモリストの間にはどのようなつながりがみられるのだろうか。本章で
は、ポリアモリー用語に着眼し、ポリアモリストたちがいかに共在しているのかを考察し
ていきたい。
　ポリアモリー・ムーブメントの拡大とともに、ポリアモリストは独自の言葉を開発して
きた。ポリアモリー用語はマニュアル本やグループのサイトで紹介されている場合が多
く、広く流通しているものから実際には聞いたことのないものまである。
　ここで便宜的にポリアモリー用語を大別すると、㈰関係性に関するもの、㈪ポリアモ
リー関係のなかで生じる感情、㈫工夫や問題に関連する事柄、となる。基本的には、ポリ
アモリスト同士でよく話される事象に関連したものが多く、ポリアモリー用語はコミュニ
ケーションを円滑にするためのツールとしてある。
　まず、関係性に関するものからみていきたい。たとえば、ポリアモリーの形態を示す語
として「トライアッド triad」が挙げられる。トライアッドとは、三人が互いに親密な関
係にある性愛形態を指す。また、同じく三人からなる性愛形態でも「ヴィー vee」と呼ば
れるものは、一人の人物に二人のパートナーがおり、その二人には性愛関係がないパター
ンを指す。その他、性愛関係をグループ内に限定することを誓約した関係は「ポリフィデ
リティ polyfidelity」、パートナーの他のパートナーは「メタモアmetamour」と呼ばれる。
　メタモアはポリアモリー用語のなかでも非常に流通している語のひとつであり、ミー
ティングにおいても耳にする機会は多く、本やブログのなかでも頻繁に目にする。イン
ターネット上では「大切な人の大切な人（significant others’ significant others）」の頭文字を
とり、SOSOsと表記されることもある。メタモアはポリアモリー独自の歓びのなかで言

7  10代や 20代の若い世代のポリアモリストが集うポリアモリーグループには、カウンター・カルチャー
とは異なる入り口からポリアモリーに関心を持ったポリアモリストが多い。たとえば、同時に 2人を
愛してしまったという経験からポリアモリーに至ったケースなどが挙げられる。また、LTDのように
ディスカッションやイベントを楽しむグループの他に、交流を第一の目的として食事会のみを開催す
るポリアモリーグループもある。
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及されることもあれば、問題や相談のなかで言及されることも多い。たとえば、「自分の
メタモアが好きになれない場合どのようにしたらよいか」「会ったことのないメタモアか
らの嫌がらせにどのように対処すべきか」「メタモアが自分とのコミュニケーションを拒
否する場合はどのようにしたらよいか」「新しいメタモアとどのように関係を築けばよい
か」などが挙げられる。
　ポリアモリー関係において、メタモア同士は完全に無関係でいることはできない。メタ
モアとパートナーの関係は、自分とパートナーの関係に影響する。メタモアの休日、健康
状態、年齢が、自分がいつ休暇をとるか、いつ子供をつくるか、結婚はするのかという問
いに影響することもある。たとえ面識のないメタモア同士であっても、間接的に互いの日
常生活に影響し合う。このようにポリアモリーにおいて、メタモア同士は好むと好まざる
と不可避につながってしまう、という特徴がある［深海 2015］。
　次に、ポリアモリーのなかで生じる感情に関するポリアモリー用語をみていこう。ここ
では「コンパージョン compersion」を紹介する。「コンパージョン」とは、「ジェラシー」
の反対の感情を表し、ポリアモリー関係で生じた歓びを語る文脈で使用されることが多
い。『モア　ザン　トゥ』という書籍において、コンパージョンは「パートナーが他のロ
マンチックな関係ないし性的関係で歓びを得ているときに経験する幸せな感情」と説明さ
れている［Veaux & Rickert 2014: 453］。この言葉は、1970年代から 1990年代初頭までサ
ンフランシスコを拠点として、合意のあるノンモノガミーを実践していた「ケリスタ共同
体」のメンバーによって造られたといわれている。ケリスタ共同体の創設期からメンバー
であった人物によると、ある日、二人の女性のメンバーが、男性のパートナーが自分以外
の人と性関係を持ったときに生じる肯定的な感情について話し、「この感情は言葉にすべ
きである」と考え、造り出された言葉である、という。あるポリアモリストはエッセイ 8

のなかで、コンパージョンを次のように表現している。

わたしにとって愛することとは、歓びや哀しみ、経験に基づいた洞察や叡智、ジョー
クや努力をシェアすることです。わたしにとってコンパージョンとは、そうした愛を
理解することの延長にあります。愛する人の歓びをシェアすることは、愛する人が新
たな愛を見つけた時の歓びをシェアすることにまで及ぶのです。

　コンパージョンはジェラシーの反対の言葉とされているが、ジェラシーとコンパージョ
ンを同時に感じるという話をきくこともある。その状況を端的に示している事例を紹介し
よう。
　ロビン（女性）はポリアモリーの活動家で、パートナーのチュイ（男性）と一緒に暮ら
していた。あるポリアモリーのミーティングで、ロビンはジョン（男性）と出会う。ジョ

8  Trask, Robyn. “An Adventure in Polyamorous Love and Personal Growth”. 
 http://www.lovemore.com/poly/an-adventure-in-polyamorous-love-and-personal-growth/
 （2017年 2月 25日閲覧）
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ンは離婚したばかりのシングルで、ポリアモリーを実践したことはないが、関心を持って
いた。ロビンはジョンに惹かれ、チュイの合意の上で、二人はデートをするようになる。
ロビンは自らのエッセイのなかで、ジョンへの想いを次のように記している。

彼は知的でユーモアのセンスもよく、すばらしい人です。わたしは彼を愛すれば愛す
るほど、自分が成長していくのを感じました。しかし、しばらくしてジョンがポリア
モリストの他の女性とデートをするようになりました。わたしはジェラシーを感じま
した。しかし、愛が拡大していく喜びとコンパージョンも感じました。わたしはジョ
ンが新しい領域を探求していくのをサポートしたいと思いました。

　最後にポリアモリー用語のなかでも、工夫や問題の文脈のなかで言及される用語を紹介
したい。ポリアモリーにおいて「ジェラシー」はひとつの課題であり、うまく付き合うよ
うに指南するマニュアル本が多い。「ジェラシー」同様、意識することが奨励されている
ものに「ニュー・リレーションシップ・エナジー（以下 NREと記す）」がある。
　NREとは、新たな関係がもたらす強いエナジーのことである。『モア　ザン　トゥ』で
は、「新しくロマンチックな関係がはじまったときに生じる、興奮と心酔を伴うエナジー
であり、たいていの場合は数ヶ月で消えていくが、数年持続することもある」と説明され
ている［Veaux & Rickert 2014］。NREという言葉は、たとえば次のように使用される。下
記はロビンがジョンと交際をスタートしたときのロビンの心情を描いたものである。

こんな風に NREを感じたのは６年ぶりです。チュイに出会って以来、こんなにも誰
かに夢中になることはありませんでした。わたしはエナジーとユートピアで満たされ
ていました。しかし同時に、これは NREだと何度も自分に言い聞かせ、落ち着こう
と努力をしました。それはまるで自分と戦っているようでした。

　NREはポジティブなエナジーであるが、問題を生じさせる要因となることもある。新
しいパートナーに夢中になることで、これまで築いてきた関係のバランスを崩してしまう
恐れがあるからである。しかし、NREは良い方向に働くこともある。

その後、ジョンとわたしとチュイと子供で素敵な週末を過ごすことが増えました。わ
たしだけが NREを感じているわけではなく、チュイも子供も NREを感じているよ
うでした。こうしてジョンは私たちファミリーの一員になっていきました。

　NREは一対一の関係のなかでも生じるものであり、決してポリアモリー独自のエネル
ギーではないだろう。しかし、複数の人との関係を築くポリアモリー関係では、NREが
他の関係に影響を与える可能性があるため意識するべきものとされているのである。
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4-2　私たちは何者なのか
　ポリアモリー用語は、ポリアモリストが経験や感情を共有する際に役立つコミュニュ
ケーション・ツールである。ここで強調しておきたいことは、ポリアモリー用語が単にコ
ミュニケーションのツールとしてだけでなく、「私たちは何者か」「ポリアモリーとは何
か」を語る手段であることである。この点を検討するにあたり、以下では新しい言葉を造
るという行為そのものに着目したい。
　新しい言葉を造るという行為には、新しい価値を創造しようとする意思がみてとれる。
また、新しい言葉は、すでに存在する言葉では伝えたい事象を適切に表現できないときに
造られる。フランクリン・ヴォーとイヴ・リッカートは自分たちの言葉として創造された
ポリアモリー用語は、「パートナーに隠れて行われる浮気」や「スワッピング」「カジュア
ルな妻の交換」その他の伝統的なノンモノガミーを指す語を使用することなく、ポリアモ
リーとは何かを話す方法である、と述べている 9［Veaux & Rickert 2014］。
　さて、前節ではポリアモリー用語のなかでも比較的流通している「メタモア」「コン
パージョン」「NRE」という三つの言葉を検討した。これらの言葉とともに語られたエピ
ソードは、ポリアモリストたちの歓びや哀しみ、傷みや葛藤を伝えていた。すなわち、ポ
リアモリー用語は自分自身や自分が関与する関係を説明する手段でもある。第２章で述べ
たように、ポリアモリストの間で「ポリアモリーとは何か」という問いに対する共通の見
解はない。また、第 3章でみたように、ポリアモリストの間で、教義のような単一の価値
体系が共有されているわけでもない。ポリアモリー用語は、確固とした均一性を共有して
いるわけではないポリアモリストたちが「私たちは何者か」をともに話す手段であり、言
説でもある。そこには、自らの経験とともに新たな意味を付け足すことのできる余白とし
なやかさがあるように思われる。
　さて、「私たちは何者なのか」という問いは実際にどのような場面でたてられているの
だろうか。ひとつは、外部に対して説明する際に用いられる。たとえば、ポリアモリーに
精通していない人がミーティングに来た場合に、「ポリアモリー」や「私たち」は、「合
意」や「誠実」という言葉とともに幾分わかりやすく説明される。こうした自己説明は社
会的承認を得るための行為でもある。もうひとつは、ポリアモリー関係にある者同士が関
係を築くために問うケースであり、たとえば、何か問題が生じた際や自分たちの愛を確認
する際に探求される。いずれにせよ、「私たちは何者なのか」という問いは、自分自身を
いかに扱いたいか、という倫理的な問いとして現れる。

5　おわりに

　本稿ではポリアモリーという語のもとに集うひとつのグループと、ポリアモリスト用語
の検討を通じて、ポリアモリーの多元性と共在性を考察することを目的としていた。この

9  『モア　ザン　トゥ』においてポリアモリーは、倫理的で、オープンで、合意に基づいた長期的なロマ
ンチックな関係と定義されている。
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試みは、「ポリアモリーとは何か」という問いを、言葉の定義とは異なる方向から検討す
る試みでもあった。
　米国カリフォルニアのポリアモリーグループ LTDのミーティング内容の検討から、ポ
リアモリーと SF小説やペイガン、ニューエイジ運動、スピリチュアル運動、タントラ、
BDSMなどのオルタナティブなコミュニティとの関わりが示唆され、ポリアモリーの多
元的で包括的な性質が明らかとなった。また、LTDはカウンター・カルチャー色の強い
ポリアモリーグループということもあり、このグループと相性がよいと考えるポリモリス
トとそうでないと考えるポリアモリストがいた。LTDというひとつのグループを通して
明らかになったことは、ポリアモリーが多様なパースペクティブから構成され、ひとつの
価値体系を有するような集団ではなく、サイボーグ的身体を有していることであった。
　他方、ポリアモリー用語の検討を通じて明らかになったことは、ポリアモリー用語が単
にコミュニケーションのツールとしてだけではなく、自分自身を説明し、自分の関与して
いる関係を捉える道具となっていることである。換言するならそれは、ポリアモリストが
自分自身を理解可能なものにする手段であり、自分自身を他者に提示する手段である。興
味深いことは、こうした自己の技術としてのポリアモリー用語が、他者とともに創造され
ている点である。たとえばコンパージョンという語は、二人の女性が自分の経験した喜び
について語るなかで、言葉にすべき感情として価値付けられ、創造されていた。
　さて、本稿の第１章においてポリアモリーという言葉を「自分の生のかたち」「自分の
愛のかたち」を説明するために造られた語であると述べた。逆説的ではあるが、ポリアモ
リーという言葉もまた、ポリアモリー用語のひとつであり、自己の技術といえよう。フー
コーは、自己のテクノロジーの最終的な目的は、幸福などのなんらかの状態に達するた
めに自分自身を変えることにある、という［フーコー 1990］。そして「自己の技術」は、
フーコーが指摘するように、自己自身をいかに扱うかという問いに接続される。すなわ
ち、ポリアモリーという言葉で自らを説明する人々の間には、自分自身をいかに扱うかと
いう倫理的問いが共有されている。この点こそが、サイボーグ的身体を有するポリアモリ
ストの共在性である。ポリアモリー用語の検討から、ポリアモリストの共在性が相互不干
渉ではなく、対話や経験の共有の試みを基調としたものであることが示唆されたであろ
う。
　本稿では、ポリアモリーをサイボーグという視点から眺めることで、「誠実」「相互合
意」「責任」という言葉でポリアモリーが語られる際に見落とされがちなポリアモリー内
部の異質性や余白に光を当てた。ポリアモリストの間に確固とした単一の価値体系がない
点をみてきたが、ここでわたしが強調したいのは共通の価値体系の不在ではなく、内部の
異質性や余白の可能性である。なぜなら、「私たちは何者か」という問いが包含する余白
にこそ、批判的自己形成のための社会的な機会が用意されているからである。
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Who are We? �e Pluralism and the Compatibility within Polyamory in the United States

Kikue FUKAMI

Keywords: polyamory, pluralism, compatibility, contact zone, technologies of the self 

The objective of this report is to investigate the pluralism and the compatibility among 
polyamorists, focusing on the gathering of a polyamory group in California and polyamory terms 
that are used by polyamorists. Polyamory means “responsible non-monogamy”. It is best explained 
with the words: “honesty” , “consensus” and “responsibility”. In fact, most studies about polyamory 
have pointed out that people who are recognized as polyamorist have various backgrounds, and 
the ways of practicing polyamory are extremely diverse and inconsistent. In this article, I look at 
polyamory in terms of a “contact zone” where people who have various thoughts and cultural 
backgrounds are interacting. I examine how polyamorists connect with each other in their 
contact zone. In order to achieve this purpose, “Cyborg Feminism” which is advocated by Donna 
Haraway is a key concept. Donna Haraway seeks a way of connecting that is not emphasized by 
homogeneity in “Cyborg Feminism”. Cyborg is a body which holds multiple internal differences. 
Primarily, looking at the meeting of a polyamory group through the image of a cyborg suggests that 
polyamory has plural and comprehensive characteristics. Secondly, I examine the polyamory terms. 
The terms in polyamory are not only a tool of communication, but also a tool of self-accountability, 
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one’s relationship and the love they belong to. It implies that the ethical question of “How should 
I treat myself ?” is shared among polyamorists. Polyamory is composed of multiple perspectives, 
and it is not a group which has only a single value system. There are blank spaces following the 
question “who are we?”. However, the otherness and the blank space which polyamory holds are 
the possibility of critical self-forming with others.




