
同性愛のアメリカ現代史 ――「同性婚」にみる家族や結婚のあり方の変容 

                          

 

§０ 序論 

 

同性愛者のパートナーシップを認める法律制定の議論に至るまでの歴史的過程を軸に、同性愛者への社会の風当

たり、制度の変化を辿るとともに、浮かび上がってくる「家族」や「結婚」の概念の変容を見据える。 

 アメリカでは、ピューリタン的な節制を求める性道徳と、同性愛の倫理的な罪悪視が強かったにもかかわらず、

一方で 60 年代に始まる性解放や、ゲイ・レズビアンのコミュニティ形成と全国規模の組織的な運動が目をひく。

性の乱雑を嫌う保守派は、共和党支持者やキリスト教右派の団体が主で、同性愛には否定的であり、伝統的な家族

のかたちを大切にすることを重要視する。セクシュアリティを個人の人権として主張する同性愛者の運動は、その

伝統に様々なかたちで挑戦をいどむ。それは反抗的なカウンターカルチャーの様相を帯びることもあれば、異性愛

者と同等の権利を要求する、同化的な方向に進む時代もある。同性カップルにも結婚の権利を、というのは、後者

すなわち同化的な発想であると大ざっぱにいえる。 

 結婚の概念を拡張して、同性間にも適用するべきだという運動に至るまでには、そもそも異性間の結婚や家族の

あり方自体が、変容を遂げ多様化していたことが背景にあった。さればこそ、新たなタイプの世帯を構成する同性

愛者のカップルも、法的に包摂されることが現実的な可能性として現れたのである。本論では、政治的な流れや議

論の争点を追うだけでなく、異性愛者も同性愛者も含めた、人々の暮らしぶりや価値観の変化にも注目して、この

多様化の過程を掘り下げてみたい。そのため、性への意識の大きな転換点である 1960 年代からの展開を扱う。 

 同性愛者の正確な人口は不明であり、両性愛者との線引きが曖昧であるから定義自体も難しい。1948 年のキンゼ

イ報告では男性で 3 割、女性でその約半分が何らかの同性愛体験をもち、常習的な同性愛者は人口の 1 割いるとさ

れたが、以後の調査では 2%から 5%くらいというのがよく目にする数値で、Hunter College Poll の調査では両性

愛者も含めて 2.9％とある。 

 

§１ 性革命以後から、エイズ以前まで ――1960～70 年代 

 

 1960 年代のアメリカは、ヴェトナム戦争や黒人の公民権運動に揺れる中、自由主義・解放運動への関心が高まっ

た時期であった。50 年代の権威主義的なマッカーシズム（反共は同性愛嫌悪と結びついた）が冷戦の「雪解け」で

弛緩し、その反動で、世間的に多様性に寛容になっている時期であった。よりマクロにとらえるなら、男女の行動

に節度を求める 19 世紀以来のヴィクトリアニズムの反動で、20 世紀には、とくに 1920 年代からのフロイト理論

の膾炙にともなって、科学と性を結び付けて理論武装することで厳格な性道徳に対抗する傾向が顕著になっていた。 

経口避妊薬（ピル）の開発は 1959 年で、63年に使用が許可され、急速に普及したが、この薬は法的制限のある

中絶という生命倫理的な問題に遮られることなく、女性に出産の選択権を与えた。妊娠 3 か月以内の中絶も 1973

年には連邦最高裁によって認められた。ヒッピー文化が形成され、大学生の同棲が増え、離婚率が増加し、婚前交

渉は 60 年代のうちに倍増した（The Institute of Sex Research）。このように異性愛者の一部が、性愛（快楽の性）

と結婚（生殖の性）とは別次元の話だと考えるようになったことが、性革命のもたらしたパラダイムの変化であっ

た。生殖を目的としない性行為や、結婚せずに同棲を続けることは、言ってみれば、異性愛者の性生活と同性愛者

のそれとの差が狭まったということだ。 

 第二次世界大戦で軍や工場に国民が総動員されたことによって同性愛者のコミュニティ意識が芽生えたのをきっ

かけとして生まれた、1951 年設立のマタシン協会（米国初の同性愛擁護団体）、1955 年設立の「ビリティスの娘た

ち」（米国初のレズビアン組織）が、60 年代に大衆紙で取り上げられ、知名度が高まった。1968 年に設立されたメ

トロポリタン・コミュニティー教会は、ゲイの結婚式を執行する目的で生まれたキリスト教教会で、1971 年までに

500 ほどの式を挙行した。 

 同性愛者の解放運動は、同じくマイノリティ運動である黒人の公民権運動に多分に影響を受け、言説を借用して

いる。黒人の中産階級が白人との融和を求める戦後からの公民権運動は、60 年代からはむしろ白人との差異を主張

し独自のコミュニティを形成しようとする、文化ナショナリズム的傾向をみせていった。それに歩調を合わせるよ

うに、同性愛者の運動も、50 年代までは「差別さえしなければ伝統に従う」、異分子ではなく従順なマイノリティ



市民だと主張する同化主義的な政治的レトリックを用いていたのが、60 年代には差異を肯定する多文化主義的な方

向に進んだ。例を挙げれば、50 年代の同性愛者の自称’homophile’（「同性が好きな人」）は、homosexual という性

的な響きに代えて、異性愛者との差異を些細に見せるための造語であったが、逆にゲイ解放運動の記念碑的事件で

ある 1969 年のストーンウォール暴動から毎年行われた’Gay Pride March’は、同性愛であることを自己の否定的で

ないアイデンティティとして「誇る」態度を示す名称であり、黒人運動の標語’Black Pride’の影響がみられる。 

 1970 年代には、19 世紀後半以来のフェミニズム運動が「第二波」と呼ばれる再度の隆盛をみせた。フェミニズ

ムは、男女の関係性の規定や、性役割を批判的に捉え直すことで、ゲイの抑圧状況を分析する理論的枠組みを与え

た。レズビアン運動家は、男の率いるゲイ運動家とは当時はむしろ仲が悪く、女性運動により共感をもっていた。 

ゲイ団体は 1974 年ごろには 1000 以上に急増し、各界でコミュニティが形成された。これらは地域的な団体であ

って、全国にわたる統一的組織はなく、国ぐるみの議論となるにはまだ遠かった。70 年代はまだ、カップルよりも

個人の権利、コミュニティづくりに熱心で、同性婚というテーマは最優先事項ではなかったといえる。 

 

§２ エイズとレーガン政権 ――1980 年代 

 

 打って変わって 80 年代は保守化の時代である。1980 年に共和党から、「伝統的家族観」の尊重をスローガンに

掲げたレーガン大統領が当選し、1982 年にはエイズが発見された。同性愛者には試練の時代であったと言われるが、

保守派の側にも見逃せない変化は多い。 

当初、政府はエイズをゲイ特有の病気として対策を講じなかったので、ゲイ運動家たちはコミュニティの危機を

救うための自助努力にせまられた。サンフランシスコ・エイズ財団などの援助団体が設立され、数千人のゲイのボ

ランティアが病人の生活をサポートし、医師との折衝を行い、また啓蒙のためのパンフレットを発行した。 

 1984 年の大統領選において、レズビアンやゲイの代表団を含む民主党は、その綱領に同性愛者の権利を支持する

ことを明記したが、再び敗れ、レーガンが再選した。1986 年のバウワーズ対ハードウィック判決で、連邦最高裁は

ソドミー法を容認し、同性愛者がソドミー行為にふける基本的権利を持つという意見は「たちの悪い冗談だ」と一

蹴した。 

 こうした状況で同性愛者の怒りは頂点へ達した。1987 年に設立された HIV 感染者の支援団体 ACT UPなどが激

しい抗議運動を起こし、同年ワシントンでのデモ行進には 65 万人が参加した。1988 年までに 82000 人がエイズに

感染し、46000 人がすでに死亡していたという。 

 アメリカの歴史家ジョージ・チョーンシーは、ACT UPなどのエイズ支援組織が、ゲイの生活の組織化に大いに

寄与し、コミュニティ同士の連帯が強化されたと論じている。しかし一方で、同性カップルが法的に認められてい

ないことが原因で様々な問題が表面化したともいう。たとえばエイズで働けなくなると企業保険を失い、パートナ

ーがいてもその配偶者と認められないため婚姻制度に付随する保険が適用されず、国民健康保険のないアメリカで

は孤立無援になる。また患者のパートナーが法的には他人であるため、見舞いを病院に拒否されたり、死後に遺言

が無効となって故人の家族と相続をめぐるトラブルが起きたりした。こうして、同性カップルが法的に脆弱で、「家

族」とされていないのだと思い知らされた経験が、90 年代以降の同性婚や健康保険などの法的保護を求める運動に

つながる。 

 この時期の標語、’Silence = Death’（沈黙＝死）は、死に至るエイズへの危機感から、沈黙を破って同性愛を周

囲の人々にカミングアウトし、積極的な行動に移ることの重要性を説くものである。実際、友人や知人にゲイがい

ると答えたアメリカ人の割合は 1985 年に 22%だったのが、94 年には 43%に倍増している。カミングアウトによっ

て、家族や友人のレベルで同性愛者が身近にいることを多くの人が認識するようになった。80 年代に成立した「レ

ズビアンとゲイ男性の親と友人の会」は 1998 年には 500 支部 8 万人を擁している。すると政治的にも、同性愛者

に受容的な人々の存在が無視できない、すなわち重要な票田であるという認識が生まれてきて、前出の’Gay Pride 

March’に政治家が顔出しするといったアピールもなされはじめた。 

 レズビアンはエイズの発生率は非常に低かったが、ゲイ男性におけるエイズの蔓延を身近に感じていたため、恐

怖心は強かったし、主流文化の「健全な生活」キャンペーン、安定志向が彼女たちにも普及したことも相まって、

70 年代に急進的だったレズビアン・コミュニティが穏健化していった。 

その一つとして、あまり知られていないが、レズビアン・ベビー・ブームは極めて注目に値する現象だ。1986

年にはサンフランシスコだけで 500 人近くのレズビアンの子供が生まれた。1981 年の時点で、母親になったレズ



ビアンは 49%に達していたという報告もある。これは新たな家族の形態を示すものとして興味深い。カミングアウ

トの前に異性との関係で生まれた子を持つゲイやレズビアンは多数いたが、レズビアン・ベビー・ブームは、子ど

もを持ちたいとパートナーと互いに話し合った結果の、「同性カップルとしての家族計画」の産物である点で、「連

れ子」とは性質が異なるのだ。彼女たちが子育てを始めたのは主流文化が家族の神聖さを強調しているのに影響さ

れたのだと言えるだろう。一方で、男性と結婚しなくとも子どもを持てるという考え方は 70 年代の急進的なフェ

ミニズムの賜物かもしれない。 

しかし、子を産んだ方の母親が死んだ場合、残されたパートナーに法的に親権がなく、個人の親族と養育権を巡

って裁判で敗訴することがたびたびあった。ゲイにおけるエイズと同様、レズビアン・ベビー・ブームは同性カッ

プルの法的保護の必要性を痛感する、つまり結婚したいと思うきっかけになったのだ。前出のメトロポリタン・コ

ミュニティー教会は 1990 年までに全米で 240 教会に拡大し、85000 の同性カップルの式を挙行している。 

伝統的な構成の家族を尊重しようとする社会的気運は一種の反動的な強がりで、実際のところはこの時期に離婚

率は 50％に達し、片親の家族や、子持ちの親の再婚による血のつながっていない「拡大家族」が顕在化していた。

異性カップルの家族形態が生殖という軸を離れて多様化していき、むしろ血縁を前提としない、心理的な信頼感だ

けを基盤とするようになっていったことは、同性カップルの愛情による結びつきと、養子・里親や精子提供による

子どもによって成り立つ家族を、れっきとした家族の一形態として認めることを促す基盤に成長していったといえ

る。  

 ゲイ・コミュニティの結束、ゲイとレズビアンとの接近だけでなく、この時期には伝統的家族観の維持を主張す

る保守派の側も、結束が強まったことが指摘できる。全国規模の教会ネットワークや、所属のラジオ局やテレビを

通じて家族の神聖さを強調する活動を行った。ニューヨークではカトリックとユダヤ教徒と福音派プロテスタント

とが宗派を超えて結束した。80 年代は、同性愛者の権利への賛否の二極化が進行した時期なのである。 

 イギリスの社会学者 Jeffrey Weeks によれば、1980 年代のアメリカないし西欧における「新右翼」（New Right）

は、家族生活の神聖さ、「性的逸脱」への敵愾心、性教育への反対、男女の伝統的役割を再び協調することを、強力

な政治的武器としていた。すなわち、それまで行政にとっては周縁的なものであった性に関する議論が、はじめて

（解放への反動という形で）政治的関心の枢要に据えられたのである。1990 年代以降、国家レベルでの同性婚の議

論の顕在化を可能たらしめた下地は、この反動の時代にできたものとも言えよう。 

 

§３ 同性婚という目標 ――1990 年代以降 

  

 同性愛についての全米規模での議論は、90年代に軍隊→同性婚の順で浮上した。1992 年の大統領選では、ビル・

クリントンが米軍の同性愛者排除政策の廃止を主張、またエイズ対策として国民健康保険制度の創設を公約（のち

に挫折）する一方、民主党のジョージ・ブッシュはキリスト教保守派との結びつきを強化し、アメリカの精神をか

けた「文化戦争」を同性愛者に挑む姿勢をとったことが、こんどは裏目となった。 

 クリントンが政権につくと軍隊の同性愛者排斥を撤廃しようとしたが挫折を強いられ、妥協案として「同性愛者

かどうかの審査はしないが、発覚したら除隊する」という DADT政策（Don’t Ask, Don’t Tell）におさまった。こ

の政策は 2010 年に廃止が決定された。 

 1993 年にハワイ州最高裁の求めに対して、当局は結婚を異性間に限定することの利益を証明できず、同性婚拒否

は州憲法に違反することになった。しかし 96 年に連邦上院で結婚防衛法（DOMA）が可決、結婚は一対男女間の

ものと明記されたため、98 年に州議会は同性婚を無効とする州憲法修正を行った。 

 2003年 6 月にローレンス対テキサス裁判において連邦最高裁は（かつて 1986 年に合憲とした）ソドミー法の違

憲判決を下し、全州のソドミー法は無効となった。同年 11 月にマサチューセッツ州最高裁がこれを引用しつつ、

同性婚の禁止を違憲とする判決を下し、翌 2004 年から同州において全米で初めて同性婚が認められた。許可証の

交付開始から 1 か月で 4000 カップルが役所に並び、全米で大ニュースになった。初日に許可証を取得したカップ

ルの 3 分の 2 がレズビアンで、その 40%が子持ちだった。 

判決は宗教右派や共和党保守派から反発を招き、6 か月後のブッシュ再選と同時に 11 州で結婚を異性間に限定す

る州憲法修正が可決された。ブッシュ大統領もキリスト教保守派の指導者からの圧力で、結婚を男女間に限る合衆

国憲法修正案の支持を宣言した。一方キリスト教界でも一部ではオープンリー・ゲイの聖職者が選任されており、

2005 年には統一キリスト教会全米執行部が同性婚を宗教的にも支持している。 



 2008 年のカリフォルニア州最高裁での同性婚の許可に対しても、保守派の抗議運動が起こって 5 か月後に結婚

を異性間に限定するという全く正反対の住民投票提案が同州で成立した。ゲイ権利運動の側はまたこれに抗議し、

現在は司法の場で論争中だという。 

 このように 90 年代以降の歴史はその双方が譲らぬ応酬を繰り広げて一進一退、錯綜としていながら、徐々に支

持派が勝利を収めているという状況である。前述のように 80 年代に同性愛の賛否の二極化が進んだこともあり、

主に政治的なレベルで対立が激しくなっているようだ。 

 2008 年の大統領選の際にオバマ側のマニフェストとして公開された OBAMA AND MCCAIN ON LGBT 

ISSUES によれば、「オバマ氏は結婚許可証と同等の法的権利を与えるものとしてのシビル・ユニオン法を支持す

る」（訳は筆者）とあり、結婚の概念自体を広げるのではなく、別の法律で異性愛カップルと平等の権利を与える立

場をとっている。また、同性婚の可否はそれぞれの州が決めるという点はオバマもマケインも共通している。 

 政治はどうあれ、世論としては若い世代ほど同性愛に寛容になっていく傾向は否めない。ピュー財団の調査では

2006 年に同性婚を支持する人は過去最高の 39%であった。 

 

§４ 現在の状況と議論 

 

◆異性／同性カップルの現状 

 1994～8 年の統計で、アメリカの婚外子出生率は 32%である（日本は 1%）。2008 年の調査では、両親とその生

物学的な子どもからなる伝統的家族はアメリカ全家族の 10%以下で、単親の家族の方が多くなっている。 

 アメリカで 60 年代後半に広まった大学生＝中流・上流階層の異性カップルの同棲は、法律婚のオルタナティヴ

であるのか、それとも結婚への移行段階なのかという問いが家族社会学の視点からなされた。80 年代の研究は後者、

すなわち同棲は新たな関係ではなく結婚前のおためし期間であると結論づけている（1981、E.D.マックリン）。し

かし最近になってアメリカも同棲カップルを対象としたドメスティック・パートナーシップ法を制定する州がみら

れることから、未婚のあり方が結婚生活と別のライフスタイルとして確立しつつあると言えるかもしれない。北欧

諸国やフランスでは結婚せずに同棲を続けているカップルから新生児の約半数が生まれている。 

 同性カップルについては、2000 年の国勢調査では未婚の同性カップルが約 60 万世帯、全世帯の 1%を占めた。

このような世帯を構成しているのは全同性愛者の約 3 割であると推定されている。地域的にも、けっしてサンフラ

ンシスコやニューヨークなどにゲットー的なコミュニティとして偏在しているのではなく、州別にみて最も高いカ

リフォルニア州で 1.4%、最低のノースダコタ州でも 0.47%と、まんべんなく分布していることが明らかにされた。 

◆同性婚への批判 

 同性婚の議論は、結婚においてヘテロセクシュアリティが所与として前提されていたあり方に一石を投じるもの

であった。しかし同性愛者自身による同性婚の批判は、議論の当初からあった。すなわち結婚のノーマライゼーシ

ョンは、家族や親密性の価値を強化・再生産し、結果として非婚の生き方を軽視することにつながる。同性愛者コ

ミュニティで形づくられた多様な生き方、一対一の恋愛という規範をも超えた豊かな関係を否定して、主流文化へ

迎合するのは、50 年代に戻ったかのような同化主義的な後退であるという批判だ。フェミニストからも、家父長制

と切り離せない婚姻制度に同性カップルを閉じ込めるものだと言われたりする。 

 だからといって、ドメスティック・パートナーシップ制度やシビル・ユニオン法で結婚と同程度の権利を保障さ

れるとしても、けっきょく「結婚はできない」二級市民扱いになってしまうという懸念もある。 

◆ジェンダー規範との関係 

 既婚女性の労働参加率は 1970 年に 31.9%だったのが 2000 年には 61.1%と倍増した（ただしこの変化は黒人女

性にはあまりみられない）。女性の社会進出によって夫婦役割に実質的な差がなくなってきたことは、同性カップル

の特異性を和らげる効果をもっていた。また、親が両方とも男／女の家庭に育った子どもは、夫の役割、妻の役割

といった価値観を継承しないため、ジェンダー秩序を重要視しないと思われる。同性婚は、性分業の崩壊と密接な

相互関連性をもつのである。 

 

§４ 総括 ――新しい家族、拡大する結婚 

 

 筆者が同性愛の問題として一番興味がある点は、アメリカにおける家族像の多様化、結婚のあり方の変容の流れ



の現時点での終着駅として、同性カップルの家族を位置づけられるということである。そこには生殖技術の発達も

絡んで、新たな家族のあり方が端的な形で示されているからだ。 

同性カップルも養子縁組や人工授精によって子どもを意志的に持つことが可能で、現にそうしているカップルが

非常に多い事実は、注目に値する。異性カップルにおいて片親の家族や、子持ちの親の再婚が一般化するにつれて、

男女の親とその生物学的子どもという今までの家族像が相対化されていくと、同性カップルの家族も選択肢の一つ

として視野に入ってくる。80 年代にはエイズ患者の親族とパートナーとの感情的な争い（「お前がうちの息子をゲ

イにして感染させたんだ」）、レズビアン・カップルで子を産んだ方のパートナーが死んだ際の遺族との養育権争い

など、同性カップルと「伝統的家族」との直接対決がみられる。 

家族形態が生殖的なつながりから分離することは、性革命において愛情表現の性と出産の性が分離したことと似

ている。家族も結婚も、必然的なものから意志的選択的なものへと変化しつつあるのだ。 

 恋愛結婚を前提とした、夫婦中心の家族というイデオロギーは、1920 年代から主にアメリカで採用され、第二次

世界大戦後に世界的に普及したものである。家父長制の制度的家族から脱却し、妻と夫の役割を互いに尊重しあい

ながら夫婦平等と友愛を目指すこの夫婦制家族は、性役割を前提としているにせよ、パートナーとの合意に基づい

た、ライフスタイルとして家族をとらえるものである。ライフスタイルならば、相手は誰を選んでも自由であるべ

きだし、離婚もしたい時にすればいいという考えに必然的になり、現にその傾向に進んでいる。同性婚もその延長

線上の現象といえるだろう。 

 かつて親や一族が決めるものであった結婚相手が、自由恋愛を良しとする風潮に応じて個人の選択の自由に委ね

られる。民族や宗派を異にしてはいけなかったのが、白人と黒人のカップルが（いまだに風当たりは強い面もある

が）社会的に容認されつつあり、宗教権力の弱まりにつれて宗派を超えた愛もタブー視されなくなる。肌の色で結

婚相手を制限しないのならば、性別や性的指向によっても狭められてはならないという話になる。結婚が個人の基

本的人権とされる限り、選択の自由を求めて相手候補の範囲は拡張されていく傾向にあるのだ。同性の相手とも結

婚できるとなれば、あと結婚できない相手は、既婚の人間、親の管理下にあり自己決定能力がないとされる「子ど

も」、そして人間以外（動物やロボット？）である。結婚の概念はどこまで拡大するだろうか？ 婚姻や家族制度は

これからもその原型をとどめ続けるだろうか？ 

 楽しみなものだ。 
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