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ポストフェミニズム状況下における女同士の絆 

―A.ウィンチ『ガールフレンド達とポストフェミニスト的シスターフッド』― 
 

上村太郎 
 

Alison Winch 
Girlfriends and Postfeminist Sisterhood  

(London: Palgrave Macmillan, 2013) 
 

Taro KAMIMURA 
 
 

1. ははじじめめにに 
 
 女性の連帯に対するフェミニズムの希望が込められてきた「シスターフッド」という言葉が、

「フェミニズムが終わった」世の中で溢れ始めている(1)こんにちの状況を、フェミニズムはど

う捉えるべきなのだろうか。 
 現在、「フェミニズムは終わった」という認識が広まり、「フェミニズムは不要だ」という感

覚が広がる社会的状況＝ポストフェミニズム（高橋 2020: 7）の到来が指摘されている。こう

したポストフェミニズム的言説を支えるのは「現代はもはや男女差別がなくなった」という誤

りの現状認識である（高橋 2020: 27）。またポストフェミニズムの時代認識を支えるものとし

て、ネオリベラリズムの存在が指摘されており（高橋 2020: 8）、菊池夏野（2019: 28）が言う

ように、ネオリベラリズムは「一見『平等』や『自由』を掲げ」、フェミニズムとの「共犯関係」

を築きながら、女性への抑圧を生んでいる。ポストフェミニズム状況において、ジェンダー不

平等は難読化されながら温存されている、と指摘されている。 
 こうしたポストフェミニズムと呼ばれる状況において「シスターフッド」は、いかなるもの

として理解できるか。「シスターフッド」は、女同士の連帯や緊密な結びつきを示すフェミニズ

ム用語であり、家父長制下に置かれている女性たちがそれに対抗して獲得すべき絆として、第

二波フェミニズム運動の推進に大きな役割を果たした（東 2006: 81）。しかし山口（2014: 144）
は、現代ではそうしたフェミニストが獲得してきた言葉が、その概念が生まれてきた背景や意

義は理解されぬままキャッチフレーズとして企業利益のために用いられているという皮肉な状

況があると論じる。「ネオリベラリズムが跋扈する文脈では、たとえフェミニズムの中で使用さ

れてきたエンパワメントも、『ジェンダーの視点からの支援』や『ジェンダー平等の促進』など

と同義のように使用されながら、それらの隠れ蓑となり、その理念や目的を骨抜きにしてしま

う」のだと。 
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 Alison Winch の Girlfriends and Postfeminist Sisterhood（2013）は、表題にて示される「ポ

ストフェミニスト的シスターフッド」、すなわちフェミニズムが「終わった」ものとされ、フェ

ミニズムの言説が資本のために利用されるポストフェミニズム状況における、女性の親密性の

在り方を検討した著作である。ネオリベラリズムが女性同士の親密な関係に浸透し、ポストフ

ェミニスト的な女性たちにとって同性間の親密性が自己実現の手段となっているさまと、その

過程に潜む包摂と排除、エンパワメントと抑圧が、メディア分析を通して描き出されていく。 
 
 

2. 本本書書のの概概要要 
 
 著者 Alison Winch は、Middlesex University in UK のメディア文化研究者であり、Journal 
of Gender Studies、Feminist Media Studies、Women’s Writing などから論文がある。本書の

2、4、8 章も、論文、論考、共著論文が元になっている(2)。 
 本書では、雑誌・自己啓発本・ドラマ・映画・Web などのメディアが分析され、現代社会に

おける女性同士の友情＝「ガールフレンドシップ girlfriendship」の有り様が検討されていく。

序章と結論を含む全 10 章から構成されており、序章と 1 章は本書で論じられる現代のガール

フレンドシップを巡る状況についての理念型の提示といえ、本書の骨子になっている。2 章以

降はメディアを題材としたガールフレンドシップ／カルチャー／メディアの分析となっており、

それらにより始めに示された骨子が様々な角度から具体的に論じられる。整理していこう。 
 序章では、女性がダイエットのモチベーションを保つための写真投稿 Web サービス

Thinspiration を手掛かりに、本稿の鍵となる 3 つの概念の概要が解説される。曰く、ポスト

フェミニズム状況において「ガールフレンドシップ girlfriendship」は、相互的な統制によって

女性的な規範性を達成するための、戦略的なものとなっている。規範的なポストフェミニスト

的主体とは、白人・異性愛・健常・中産階級の女性であり、そこには象徴的暴力 symbolic violence
が働いている。そして、親密な友人であることと相互の身体統制を結び付ける特有の女性文化

である「ガールフレンドカルチャー girlfriend culture」が、起業家精神的なプロジェクトとし

ての自己を市場化する大衆文化の一つとして、出現しつつある。そこでは女子化 girlify された

女性が、互いに超可視的 hypervisible な存在となっている。そこで女性をまなざすのは男性で

はなく女性であり、女性が女性の身体を通して結びつくホモソーシャルな連帯が存在している。

女性にとっては男性よりも同性の友人が大切な存在となるが、その背後で覇権的な権力構造が、

女性を共犯者として永続化・難読化している。そのような（主に異性愛者の）女性の社会性は、

「ガールフレンドメディア girlfriend media」と呼ぶべき多様なメディア・プラットフォーム

において、表現・マーケティング戦略・効果的な社会的関係として利用されている。そこでは

所属と承認の言説によって、表象される社会関係が受け手へと拡張され、受け手が監視のシス

テムに組み込まれる。新自由主義的・ポストフェミニズム的文化において、親密性・規範性・

所属への欲望はしばしば、ガールフレンドのまなざしの体制に自らを引き渡すことを意味する

のである。 
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 1 章では、イギリスのセレブリティ Josie Gibson の表象を主な議論の導き手として、ガール

フレンドカルチャー／メディアにおける包摂と排除の言説が論じられる。ここで鍵となるのは、

映画 Mean Girls、及び英米のエスノグラフィ研究を元に言及される、女性の友情に伴う「規範

的な残酷さ normative cruelties」（Ringrose & Renold 2010）、即ち親密な集団内で設定され

た規範性のルールに基づいて個人が罰されたり褒められたりし、友人同士で互いに規範的か否

かを監視・統制しあうメカニズムである。ガールフレンドメディアはこうした包摂と排除の社

会関係を利用する。例えばセレブリティに包摂と排除の言説が同時に差し向けられ、彼女を「私

たち we」の規範的な残酷さの俎上に乗せ、その身体を精査と統制の対象とする。そこで恥とさ

れるのは、肥満に象徴される、自己規律のできない女性である。そして、そのまなざしは逆に、

メディア・コンバージェンス・カルチャーの中で、受け手の女性自身をも捉える。このように

ガールフレンドカルチャーでは、メディア上のセレブリティへの精査というシノプティコン的

なまなざしと、美容産業・ライフスタイル産業が規範化したパノプティコン的な完璧な身体像

の内面化が合わさり、多数のガールフレンドが多数のガールフレンドをまなざすという監視の

形態＝ガイナオプティコン gynaeopticon が成立しているのだという。ここにおけるまなざし

は、女性を性化・客体化する男性のまなざしとは異なり、ガールフレンドの相互の統制を通し

て、見られることをエロティックキャピタルに転換するものである。セジウィックが論じた『男

同士の絆』の構造と同様に、女性の身体が女性の間で流通することで、異性愛的で、規範的に

際立った女性アイデンティティが作り出されるのだ。そうした相互統制は女性に、セルフブラ

ンディングによる身体の商品化での利益の獲得を可能にさせる。ガールフレンドメディアは、

そうしたホモソーシャリティにおける身体の商品化とマーケティング術を、家父長制・ミソジ

ニー・規範的な残酷さが同梱された形で流通させるのである。 
 2 章では、自己啓発本 What Not to Wear、Skinny Bitch、Best Friends’Guide to Life が、

以下のように分析される。これらの本はいずれも「親友」とされるセレブリティ 2 人の共著で

あり、彼女らがガールフレンドの相互監視により美を達成できているのだと説かれ、そのノウ

ハウが読者に提供されるものである。そこでは読者が著者たちの親密性に参入していくかのよ

うな所属の感覚を喚起する言葉が与えられると同時に、その感情的ネットワークの中から批判

的・自虐的に、醜さに対する辛辣な言葉が与えられる。こうした「規範的な残酷さ」のレトリ

ックにより、規範的な女性性に向けた身体統制が推奨されるのだ。加えてそうした本では、読

者が友人や読者同士で相互統制することも称揚されている。美を志向する規範は問い直される

ことがなく、むしろ新自由主義的なポストフェミニズムにおける権力である金・可視性

visibility・エロティックキャピタルの不平等の再生産に加担している。そして、このような友

情として難読化されたミソジニーの拡散は、著者たちのキャリアの強化と、ライフスタイル産

業の利益をもたらしている。 
 3 章では、女性の親密性のメディア表象の拡大と、そこで描かれる「戦略的シスターフッド」

が論じられる。本章では Sex and the City、Lipstick Jungle、Cashmere Mafia が論じられる

が、そこに共通する構造を整理してみよう。まずポストフェミニスト女性の抱える問題が生じ

る。次に、それに対して、ガールズトーク girl talk による感情の相互管理や、身体の相互監視
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など、ガールフレンドシップを通した対処がなされる。そして、こうした戦略的シスターフッ

ドにより、起業家精神的な再帰的プロジェクトとしての自己、ポストフェミニスト的主体とし

てのセルフブランディングが再び可能になる。これは、区分けされた空間の内部で、ガールフ

レンドのガイナオプティックなネットワークを通して、女性性をパフォーマティブに構築する

営みである。そこでは資本の拡大に繋がらない他の女性は排除され、また性的少数者・有色人

種などは象徴的暴力により外部化される。筆者はこうしたドラマが、市場が新たなマーケット

を探す中で、女性の友情が利用可能で価値ある表象とされるようになったために生まれたもの

だと論じる。また筆者は、レズビアンのコミュニティを描いたThe L Word を、象徴的暴力へ

のアンチテーゼ的作品として提示してもいる。女性同士の欲望が排除されない単なる戦略を超

えた友情を描き出し、インターセクショナリティの問題にも切り込む点が評価される一方で、

規範的に美しい「フェム」なキャストしか登場しないなど、やはり新自由主義経済の商業主義

から逃れられていない点も指摘される。 
 4 章では Girlfriend flick、即ち 2008 年頃にその存在が指摘された、女性の友情を描く映画

ジャンルが論じられる。女性間の非性的で非ロマンティックな親密性が異性愛ロマンスの表現

で描かれる点から、筆者はこのジャンルを「Womance」とも呼称する。そして、それ以前の女

性の友情映画が保守的価値観に基づき女性の問題を矮小化してきたと指摘されるのに対し、こ

の Girlfriend flick ないし Womance が起業家精神的なプロジェクトとしての自己の発展を描

くものとして論じられる。この章で取り上げられる In Her Shoes、Baby Mama、Bride Wars
の分析からは、二人が出会い、怒り・対立・別離を経験しながらも互いに求め合い、最終的に

和解するという、共通の構造が浮かび上がってくる。筆者はこれがロマンティックコメディの

構造をなぞっているとした上で、第一にその怒り・対立・別離は、相互統制のサボタージュに

より相手の可視性を損なうことでもたらされること、第二にその和解は、女性のプロジェクト

としての自己の達成の象徴といえる、妊娠・結婚・出産など異性愛に関係する場面が関係し、

しかし花婿や夫など男性の存在は不在となっている点を指摘する。こうした映画は完璧さを熱

望することの息苦しさを示しているとされるが、一方でガールフレンドが不完全さを含めて愛

しあう BrideMaids や、レズビアンと異性愛者の姉妹を描きあからさまな競争が存在しない

Your Sister’s Sister と言った作品の存在もまた提示され、そうした息苦しさから逃れた

Womance の例として評価されている。 
 5 章では、ガールフレンドメディアにおける、特に人種に関する象徴的暴力が、指摘される。

The Help、Sex and the City1、Sex and the City2 では、有色人種の表象は白人の生活を良く

するための存在であり、人種的違いは乗り越えられない。例えば The Help は 1960 年代アメ

リカを舞台にした映画だが、白人の主人公はガーリーだが、黒人のメイドは太って地味な服を

着ている。物語では人種差別が描かれるが、公民権運動は描かれず、構造的差別が個人化され

て描かれる。その個人化された差別は、白人がそれを乗り越えることによって自己実現のため

の手段となっている。また Sex and the City1 では黒人は白人の自己実現ネットワークから疎

外され、Sex and the City2 ではオリエンタリズム的表現がみられる。また既存のガールフレン

ドメディアに対するアンチテーゼ的作品として、リーマンショック以降の作品である、セルフ
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ブランディングの対極に位置する奔放なキャラクターを描く 2 Broke Girls や、Sex and the 
City を明示的に批判するGirls などが評価される。しかし同時に、それらの白人主人公はステ

レオタイプ化された有色人種キャラクターと線引きされており、そのレイシズム的表現によっ

て主人公の逸脱を描くことを可能にしているとも批判される。このように、ガールフレンドメ

ディアでは、有色人種を他者化することで白人性を規範化する描写がみられるのだという。 
 6 章では、一般人の参加者の共同生活が描かれる形式のリアリティ番組である、The Hills、
Paris Hilton’s My New BFF、Sororty Girls が論じられる。そこではガールフレンドによる友

情の統制と奔放な女子による統制の崩壊、親密圏における規範的な残酷さ、ガールフレンドの

再帰的統制による規範的女性性の達成といった、現代のガールフレンドシップの様相が現れて

おり、また社会に起因する不安の個人化、親密性の資本への還元、象徴的暴力といった、それ

に伴う問題も顕在化しているという。そして筆者はこうした番組が、女性性の完全性という目

標を全ての人に対して掲げるものだと指摘する。番組はポストフェミニストとしてブランディ

ングされたアイデンティティを称揚・規範化しているが、番組参加者が視聴者と同じ「普通の」

人間であるが故に、視聴者は参加者のようになる可能性を販売されているのであり、またリア

リティ番組のフォーマットは視聴者と参加者の間の感情的な絆を呼び起こすからだ。そして、

そうしたアイデンティティは、相互監視により達成可能なものとして描かれている。加えて、

こうしたリアリティ番組は女性的なライバル性からエンターテインメント的な価値を創出して

おり、キャットファイトというミソジニスト的理解に基づいている、という問題性も指摘され

る。 
 7 章では、プレゼンターが参加者を評価する形式のリアリティ番組 What Not to Wear、Cook 
Yourself Thin、Wife Swap から、親密性の背後にある象徴的暴力が、以下のように論じられる。

What Not to Wear、Cook Yourself Thin の中産階級の女性プレゼンターは、（主に）労働者階

級の参加者のクローゼットや食卓といった私的領域に、親密性のレトリックを用いて入り込む。

そして服や食事にダメ出しをするが、それは親密圏の内部での、愛ゆえの規範的な残酷さとし

て理解される。そしてプレゼンターが、自身の中産階級的ライフスタイルを紹介し、参加者の

自己変革を促す。ここには、参加者の労働者階級的（および人種的）ライフスタイルが否定さ

れ、プレゼンターの中産階級的ライフスタイルが正当なものとされる象徴的暴力がある。そし

て、参加者のライフスタイルの背後にある階級的・人種的な構造的問題は無視されて個人の選

択の問題に還元され、また中産階級的ライフスタイルが選択可能なものとして視聴者にマーケ

ティングされるのである。さらに Cook Yourself Thin の場合、視聴者はウェブ上のダイエット

プログラムに参加することができ、インターネット空間におけるガールフレンドの相互監視も

また成立している。 
 8 章では、まず自己啓発本 The Program: Fifteen Steps to Finding a Husband After Thirty
や結婚式メディア Hello!から、結婚式がガールフレンドカルチャーに典型的なセルフブランデ

ィングであると論じられる。次に花嫁向け SNS 上で、結婚式までに最高の自分になるための

相互統制が存在していると指摘される。そこでは統制の厳しさへの慰めの言葉も発されるが、

根本にあるブランド文化の相対化はなされない。またその中でステルスマーケティングがなさ
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れ、商品が紹介される。女性の社会性が市場化されているのである。最後に、こうした構造が

Facebook にも見られると指摘される。Facebook もプロフィールや投稿、「友だち」による自

己のセルフブランド化がなされ、特に「友だち」は自己の分析・フィードバック・比較・社会

資本のために活用される。一方でユーザーのデータは収集され、ジェンダーに沿って広告や投

稿が出されるのである。 
 結論では、新自由主義的なポストフェミニスト文化において、女性間のネガティブな感情が

セルフブランドの追求の規範化と、それに伴う消費のために利用されているという現状が改め

て確認される。そして、それに対し、衝突の存在しないユートピア的シスターフッドを想像す

るのではなく、女性間の衝突から生産的な闘争を生み出すことの有効性が語られ、それを可能

にする場がフェミニズムであると述べられる。 

 
 

3. 考考察察 
 
3.1. 本本書書のの意意義義とと特特徴徴 
 本書では、メディアを中心的な題材として、現代における女性同士の親密性と、その背後に

存在する規範性が浮き彫りにされる。複数の論点が各章にまたがって論じられており議論が複

雑だが、大まかに構造を整理すると、メディア上のセレブリティの姿や物語から現代のガール

フレンドシップの特徴が論じられ （2、3、4、5 章）、そうしたガールフレンドシップの受け手

への伝達が論じられ （2、6、7、8 章）、現実世界の女性のガールフレンドシップが論じられる 
（6、7、8 章）という流れとして理解できるだろう。メディア上での表象と現実世界での実践

が直接に結び付けられるのではなく、自己啓発本やリアリティ番組など受け手の参与性が高い

メディアに関する議論を介在することにより、社会反映論的な、あるいは弾丸効果論的な単純

な議論に陥ることを回避しながら、著者が典型例として繰り返し論じる Sex and the City をは

じめとした物語に、「戦略的シスターフッド」のモデルを見出すことが可能となっている。 
 本書の意義は、ポストフェミニズム論において重要であるエンパワメントと新自由主義との

結託、およびそれに伴う抑圧が、フェミニズムにおいて抑圧に対する女性の抵抗の場と見なさ

れてきた女性同士の親密性ないしシスターフッドにさえ生じうることを指摘した点である。ガ

ールフレンドたちはミソジニーを内面化したまなざしを通して相互監視し、規範的に際立った

女性性の獲得を目指す。その「規範」の軸には白人・異性愛・健常・中産階級の女性像があり、

規範的でない身体は象徴的暴力により恥とされる。そうした女性の社会性が新たな市場として

開発され、女性の社会性を描く作品が売られ、ガールフレンドの顔をしたメディアが商品を売

りつける。構造的な問題はライフスタイルの選択の問題に還元され、セルフブランディングへ

の圧力は問い直されない。そうして、フェミニズムが「終わった」とされる世の中で、政治的

でありえたはずのものは、個人的なものであり続ける……。 
 この女性同士の親密性に対する冷ややかな分析は、東園子の議論と比較することで明瞭にな

る。東（2006: 83-84）はセジウィックの『男同士の絆』を参照しながら、「女性の関係性にお
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いて『非性的』な領域を開く役割を果たしうる」ものとしての「女性のホモソーシャリティ」

概念の有用性を主張し、そこに「男性中心社会に揺さぶりをかける」可能性を託した。一方で

本書も『男同士の絆』を参照しつつ、「ガールフレンドカルチャーにおいて女性の身体が女性自

身の間を『流通』」し、「ガールフレンドのまなざしが異性愛的で規範的に際立った女性アイデ

ンティティの創造に寄与する」（22）ことを、「ホモソーシャルな絆」（28）として解釈してい

る。しかし本書は決して楽観主義を唱えない。むしろ「覇権的な権力構造は、女性が女性身体

を管理統制する共犯者となるガールフレンドカルチャーにおいて永続化・難読化されている」

（5）と主張するのである。 
 ポストフェミニズム状況における性的魅力への邁進という文化的潮流は、「女らしさ」への社

会的圧力が高まり性別役割を維持・強化するものとして、フェミニストによって批判的に検討

されているものでもある（高橋 2020: 80）。本書で論じられるのは「戦略的シスターフッド」が

そうした文化的潮流に寄与する様であり、ここにはフェミニズムの手を離れたシスターフッド

と、ポストフェミニズムとよばれる状況との皮肉な共犯関係が存在している。 このように本書

は、一見すると解放区であるかのような女性の社会性が現代において内包する抑圧に敏感に反

応し、それに警鐘を鳴らすものとして評価できる。 
 
3.2. 本本書書のの限限界界とと理理論論ととししててのの貢貢献献 
 とはいえ本書には限界も存在する。ポストフェミニズム状況の分析には、現実の個人にアプ

ローチする方法や、社会・文化的現象にアプローチする方法があるが（高橋 2020: 16）、本書は

後者の方法を採用しており、故に現実にガールフレンドシップはどうなっているのかという観

点からすれば、本書の射程が限定的であることを強調しておかなければならない。本書は筆者

自身が述べるように、冒頭でガールフレンドシップの理念型が語られ、続いてそれに基づきメ

ディア分析がなされるのだが、筆者が提示した理念型は、分析の章にてそれが「ある」ことは

示されるものの、決してそれが「全て」ではない。しかし筆者の理念型に沿った本書では、「あ

る」と「全て」の間に存在する表象に関する言及は少なく、新自由主義とポストフェミニズム

の重力圏の外部に関する議論が不足していることは否めず、また白人・異性愛・健常・中産階

級・女性以外の親密性においてはどうなのか、という点についても疑問が残る。一応、筆者の

議論に還元されない作品も指摘されており、4 章の BrideMaids、Your Sister’s Sister はポス

トフェミニスト的シスターフッドでないものとして論じられてはいるが、多くの場合は The L 
Word や 2 Broke Girls のように、戦略的シスターフッドから降りている側面が語られつつも同

時にその表現の限界が指摘される、という両面的な論じ方がなされている。Sex and the City
以前の女性の親密性の社会状況・メディア表象に関する言及がほとんどないことも、筆者が何

を以て「ポストフェミニズム的」としているのか、それ以前の状況からいかなる変化があった

のかを不明瞭にしているように思われる。また現実の個人に対する分析として、本書はリアリ

ティ番組の参加者の交流と、Web 上での参加者の交流が言及されてはいるものの、いずれもメ

ディア空間での出来事であり、現実世界における実際のガールフレンドシップが論じられてい

るわけではない。この点からも改めて、筆者の描くガールフレンドシップが女性同士の親密性
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の「全て」ではない点を強調したい。 
 近年では英語圏を中心に、本書を理論的枠組みとして用いつつ、個人を分析する方法によっ

て現代における女性同士の親密性を検討する研究が登場しつつある。例えば Setty（2021）に

よる frexting(3)の研究、Kanai（2017）によるブロガーの研究、Martinussen ら（2020）によ

るインタビュー調査に基づく研究などがある。そこでは本書の知見に一致する見解が示される

場合もあれば、そうでない場合もやはり存在する。例えば Martinussen らの研究では、「戦略

的シスターフッド」的な becoming で nice な女性を目指す親密性ではなく、論文のタイトルに

もなっている“Just being and being bad”でいられるような、現在志向で気楽な形の親密性が

描き出されている。論文は「女性の親密な友情は複数的であり、ネオリベラルな重点と、転覆

的なカウンターの言説の可能性を併せ持つ」と結論付けられており、本書が描き出したような

「戦略的シスターフッド」だけではない親密性の実践に注目する重要性が示唆されている。 

 
3.3. 日日本本ににおおけけるる議議論論へへのの適適用用のの検検討討 
 先述の通り、ポストフェミニズム状況の分析には個人を対象とする方法と社会・文化的現象

を対象とする方法がある。最後に、それぞれに対して本書が日本のポストフェミニズム研究に

与える可能性を考えたい。 
 本書の議論の土台となっている「規範的な残酷さ」の議論が英米の事例のみを元にしている

点、またそこでの排除における象徴的暴力が英米の社会状況（特に、人種と階級への注目）を

軸に論じられている点など、知見を一般化する上で留意せねばならない点は存在するだろう。

しかし、包摂の中に潜む排除やエンパワメントの中に潜む象徴的暴力を指摘した本稿の知見は、

女性同士の親密性の実態および表象を慎重に検討する上で有用であるだろう。 
 本書では、現代の大衆文化における女性性の理想は「女子 the girl」であり、それはセルフブ

ランディングに必須のものとして投資されている（28）と論じられる。ここで思い起こされる

のが、近年の日本における「女子」「女子力」というキーワードの流行と定着である。これらの

言葉に対しては菊池（2019: 100-101）が指摘するように、「年齢や価値観などを超え」て「女

性を解放する」という「パワーを見出す肯定的な議論」がなされることが多いが、こうした見

方は「ポストフェミニズムの言説とほぼ重なっている」。また菊池はアンケート調査から「女子

力」の実態を検討し、それが「美や家事能力の向上を目指して日常的に自発的に管理されよう

とする心身のあり方、内面性」であり「ネオリベラリズムの思想を体現し」ていると考察して

おり、こうした主体性も本書の論じるポストフェミニスト像と共通する点がある。英語圏にお

いて本書の議論が実証研究に理論的枠組みを与えていることは述べたが、日本においても本書

の論じたガールフレンドシップが現実の女性において存在するのか否か、存在するならばそこ

にどのような抑圧と回避が生じているのか、存在しないならば欧米との差異は何か、といった

点を検討する意義と必要性があるように思われる。  
 社会・文化的現象の分析としては、日本でも冒頭で示したように「シスターフッド」を扱っ

た作品が肯定的に取り上げられるケースの増加がみられ、また女子達の友情・連帯・仲間意識

などを描くアニメ・漫画作品の定着もみられるように思われる。その中で、例えば近年は『ラ

― 34 ―

教育・社会・文化研究紀要　第 22号



- 9 - 
 

ブライブ！』や『響け! ユーフォニアム』など、目標を共有する女子集団が「自己実現的な目標

を達成することを至上目的として邁進する」様を描く、「テン年代自己実現至上主義」（ゼロ年

代研究会 2021）とでも言うべき作品が目立つように思われるが、そうした作品には本書のいう

ポストフェミニスト的主体性との類似性が伺える。一方で、例えば「百合」あるいは「GL」と

呼ばれるジャンルでは、『このマンガがすごい！2022』（2021）にて注目を集めた、ゆざきさか

おみ『作りたい女と食べたい女』（2020）のように、Martinussen ら（2020）が指摘したよう

な、本書の議論の裏側にある、統制から逃れていくような作品も登場している。このように、

作品・言説を分析しその背後にある社会状況を捉える上で、本書の議論との共通点や相違点を

検討することは、今日における女性同士の親密性の表象を分析する手掛りとなるだろう。また

本書では「ガールフレンドカルチャーは男性のまなざしや欲望をあからさまには中心化しない」

（25）とされるが、現在の日本の大衆文化においては「ガールフレンド」のみならず男性視聴

者も、女性の親密性を描くメディアの大きな消費者層を形成している。メディアがさまざまな

性をもつ人々のまなざしをいかに意識し、そうした人々がメディア上の女性表象をいかにまな

ざしているのかに関する検討も重要だろう。  
 赤枝香奈子（2014: 130）がいうように、「女性同士の親密性という領域は、女性に対するジ

ェンダーとセクシュアリティの規範が最も先鋭的に表れる場の 1 つ」だ。女性が「解放」され

フェミニズムが「終わった」とされる現代においても、女性に向けられるジェンダー規範を浮

き彫りにし、またそれに対して主体のいかなる対応が有り得るかを検討する上で、今なお女性

同士の親密性に注目する意義は大きい。本書はその手掛りとなる書籍として位置づけられる。 
 
 

〈〈注注〉〉 
 
(1) 例えば、「シスターフッド」で Web 検索すると、以下のような記事がヒットする（いずれ

も 2021/12/20 取得） 
「”シスターフッド”って知ってる？ 2021 年、今観るべきシスターフッド映画のおすすめ【5
選】」  

https://tsutaya.tsite.jp/news/movie/41575089/ 
「シスターフッドとは何のこと？フェミニズム運動と連帯」 
https://ashita.biglobe.co.jp/entry/2021/10/06/110000 
「女性同士の人間関係に変化 いま要注目の“シスターフッド”って？」 
https://ananweb.jp/news/309097/ 
(2) 元となった文章は以下。 
2 章：Winch, A, 2012,“‘Your New Smart-Mouthed Girlfriends’: Postfeminist Conduct 

Books”, Journal of Gender Studies, 20(4): 359–370. 
4 章：Winch, A, 2012 “‘We can Have It All’: The Girlfriend Flick”, Feminist Media 

Studies, 12(1): 69-82. 
8 章：Winch, A & Webster, A, 2012, “Here Comes the Brand: Wedding Media and the 
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Management of Transformation”, Journal of Media & Cultural Studies,26(1): 51-59. 
(3) 女子・女性がインターネットで自身の身体などセクシュアリティに関する写真を友人に送

ることを指す、friend と sexting（＝sex＋texting）の造語。 
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