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アイドル音楽の実践と強制的異性愛
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和文要約
本研究では、音楽社会学の観点から強制的異性愛（Compulsory heterosexuality）というアイドル

音楽の問題点を指摘する。既存のアイドル論は「疑似恋愛」という概念によって、アイドルと
それを取り巻く文化の前提に異性愛主義を疑いのない制度としておいてきた。この問題を照射
する事例としてゲイアイドル「二丁目の魁カミングアウト」を引用する。彼らの音楽と抵抗は、
アイドル音楽に関わるすべての人が、自分たちの音楽実践に内在する異性愛規範に疑問を抱く
よう促す。彼らが目指すのはアイドルとしての新しいスタンダードであるが、その活動によっ
て旧来のアイドル文化が保ち続けてきた異性愛主義という制度の特異性を指摘しているので
ある。

英文要約
This study discusses the issues of the Japanese idol music industry and Compulsory heterosexuality 

from Sociomusicological perspective, through the case of the “Gay idol”, Nichome no Sakigake Coming 
Out . Previous studies of Japanese idols have shown heterosexism as an unquestionable structure in the 
context of idol culture.  The music practice of “Gay Idol” cast doubt on this conventional perspective.  
Their music performance and lyrics make us imagine the possibility of transcending the heterosexualism 
in Japanese idol culture.  Audiences and fans, other idols, and everyone involved in the idol industry may 
question the gender norms and heterosexuality inherent in the Japanese pop music scene.
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1．はじめに
アイドルと呼ばれる歌手を取り巻く文化は、その定義を曖昧にしつつも（香月, 2014）、恋愛
や性愛的要素と強く結びついていることを長らく指摘されてきた（稲増 , 1989;小川 ,1993;太
田 , 2011;濱野, 2012;香月, 2014他）。そうした指摘においては、度々「疑似恋愛」という言葉が
用いられ、観客、聴衆にとってアイドルである歌手は「虚構」の中の恋人と想定された。よっ
てアイドルが歌う楽曲の多くもまた、恋愛的要素を含むと考えられ、聴衆の感情に訴えかける
ような歌詞がアイドルとファンとの間に特別な関係性を醸成させていると論じられてきた（稲
増 , 1999;濱野, 2012,133-135）。
当然ではあるが、アイドルの歌う歌は多様であり、特に恋愛の歌詞に限られてはいない。聴

衆を鼓舞する応援歌のような曲や友情を歌う曲、アイドルやライブ空間をメタ的に歌う曲など
様々である。また聴衆であるファンそれぞれが好きなアイドルをどのような想いで応援してい
るのかを正確に知ることは容易ではなく、すべて恋愛や性愛と決定づけることはおよそ的外れ
になるだろう。既に疑似恋愛に限らないファンの感情とその動向については調査、分析が行わ
れている（稲増 , 1999;西原 , 2014;辻 , 2018）。その一方で、アイドルは今もなお疑似恋愛の対象
に縛られ、恋人の存在を否定することはアイドルにとってごく当たり前であるという見方が強
い。それは「スキャンダル」、アイドルが特定の相手と親密な関係性を持っているという報道、
とそれに対するアイドル側の対応から明らかである（香月, 2014,185-188 ;さやわか , 2015,7）。
アイドルを論じる上でも、また実際に起こる現象の上でもアイドルと恋愛の結びつきは強い。

この結びつきはアイドルの音楽にも不可欠であるかのように論じられてきたが、それは何故な
のか。さらに付け加えると、ここでいう「恋愛」は厳密には異性愛を意味している。アイドル
とファンの間に育まれているはずの私的な関係は、メディアを通じて公のものとなり、社会的
な意味づけをなされ、通底する異性愛規範の中に読み込まれているといえるのではないだろう
か。本研究では、音楽社会学としてこれまでのアイドル論の蓄積におけるアイドルと恋愛に関
する議論を強制的異性愛の視点から整理を行い、その間にある「共犯関係」（香月, 2020,125）を
切り離す事例として「二丁目の魁カミングアウト」の楽曲に歌われる「愛」について考察する。

2．本研究の問題意識と目的
アイドルにとって恋愛は避けるべきものとされ、近年「恋愛禁止」という言葉が暗黙のルー

ルとして、時にセンセーショナルに用いられてきた。アイドルは観客にとって「疑似恋愛」の
対象であり、擬似的な恋人であるアイドルに、実際に観客以外の恋人が存在するとすれば、そ
の演出を邪魔することになるという理屈である。さらにアイドルから恋愛を遠ざける理由とし
て、アイドル活動以上に恋愛に熱をあげているとすれば、観客の応援する気持ちは薄れてしま
うだろうという想定のもとに、熱心さを象徴する行為として恋愛を避けるのだとする主張もあ
る（香月 , 2013,188-191）。
しかし、そもそも歌手としてのアイドルに「疑似恋愛」の要素は必然性を持って設定されて

きたのか。これまで当然のように考えられてきたともいえるアイドルと恋愛の問題は、そこか
ら問い直しが求められるのではないだろうか。それはこの恋愛に関わる規範が、アイドルの旧
態然とした慣習に付随してアイドル文化を狭い箱の中に閉じ込めているのではないかと考え、
これまでのアイドル論に対して再検討を行う議論である。
この「恋愛」が「異性愛」を意味していること、つまりアイドルの背景にある強制的異性愛

を指摘することは本研究の目的である。アドリエンヌ・リッチ（Rich, Adrienne）の「強制的異
性愛とレズビアン存在」に由来する「強制的異性愛」（Compulsory heterosexuality）は、異性愛を
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「正常」であり、「先天的」なセクシュアリティとする異性愛主義が強制的であることを指摘す
る概念である。「一つの制度としての異性愛」は吟味されるべきであるとリッチは強く批判して
いる（Rich,1986［1989］,86）。本研究では同性ファンの存在に目を向けることや、恋愛感情では
ないことを明らかにするファンの声を拾うことでアイドル論を拡張しようとするのではなく、
そもそもの前提としてアイドル文化に内包された価値観を批判的に指摘する。
前述の「恋愛禁止」についていえば、想定される交際相手は当然のように異性に固定され、

それは同時に、ファンは基本的にヘテロセクシュアルの異性であり、恋愛感情を持ってアイド
ルを応援しているという固定概念が背景にあることを意味する。また結婚するかしないか、と
いう話題はアイドルのキャリアにおける一つの分水嶺として20代以降のアイドルに付きまと
い、そもそもパートナーを持たない自由や異性愛以外の価値観は半ば無視される。香月孝史は、
「「恋愛禁止」という風潮そのものがいびつな抑圧をはらむコードであるが、さらにその禁忌が
異性間にだけ適用されることで、異性愛こそを「恋愛」のスタンダードとする価値観も同時に
忍ばされることになる」（香月, 2020,125）としてこの問題を明示している。
本研究では、アイドル音楽の背景に暗示されている異性愛規範について既存の議論から整理

を行い、セクシュアリティを明らかにするアイドルとして「二丁目の魁カミングアウト」を事
例に、アイドルと異性愛の切り離しはいかにして可能か、分析と考察を行うと同時にアイドル
と異性愛の問題を再検討する。日本のポピュラー音楽における性の問題は、いまだ議論が少な
く、積極的な批判検討の機会が求められていると考える１）。特に異性愛規範との結びつきを強
くするアイドル音楽の実践について論じることは、日本のポピュラー音楽が抱えるジェンダー
およびセクシュアリティに関する課題を考える上でも少なからぬ示唆をもたらすであろう。既
存の価値観においては異端とされる事例を通じて、アイドル音楽の今後の変容の可能性を探る。

3．アイドルと異性愛
アイドルを論じる上で、ファンの視線はどのように認識されてきたか。また「恋愛」の要素

は、そもそもアイドル歌手とどのように紐づけられてきたか。本章ではこの二点について既存
のアイドル論、アイドルをめぐる議論から再検討を行う。
なおアイドルについての研究は、音楽社会学のみならず文化社会学、メディア論、カルチュ

ラルスタディーズなど複数の分野で幅広く進められてきた（稲増 , 1989 ;小川 ,1993;太田 , 2011
他）。よって必要に応じて各分野の議論を参照する。またこれらの研究は、学術的なテキスト
以外によっても支えられていることから音楽批評や対談、各読み物からも参照および引用を
行う。

3-1. アイドルの定義と広がり
まずアイドルとは何か。香月は、社会分析の糸口として主要なものになりつつあるとしなが

ら、「「アイドル」という言葉は、文脈によってその意味がきわめて変動しやすい性格をもって
いる」(香月 ,2014,21)として語義の錯綜しやすさを指摘した。音楽や芸能活動を行うパフォー
マーに限定して「歌やダンスを形式的な本分とする人々」というイメージを共有することは可
能だが、「経済的成功や社会的認知の度合い」によって多様なアイドルが存在し（ibid.,35-39）、
また時代の推移によってもアイドルという芸能ジャンルの中で語られるアーティストやその特
徴が大きく異なることは折に触れて論じられている（太田 ,2011;北川 ,2013;さやわか ,2015他）。
特に2021年現在、アイドルは正確な人数を把握することが困難なほど日々増減を繰り返してお
り、膨大な数のアイドル同士は既存のアイドルとの違いを強調するため、活動形式も音楽ジャ
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ンルも技能も容姿も多様化している。
実際に音楽ジャンルの面で言えば、ポップスのみならずラウドロック、オルタナティブロッ

ク、グランジロックといったロック、デスメタル、ハードコア、ノイズからテクノ、パンク、
スカ、ソウル、さらには民謡、演歌、クラシックなど非常に幅広く、楽曲から「アイドル」の
輪郭を描くことは難しい。またマスメディアを中心に活動するアイドルに対して、ライブイベ
ントを中心に活動するアイドルを「地下アイドル」と区別することもあるが、彼らは基本的に
マスメディアへの出演、知名度の獲得を目指している途上にあるため（岡島・岡田 ,2011,170）、
活動の場も知名度も非常に流動的で、それぞれ独立しているのではなく地続きにある。ここで
は「アイドル」と冠して音楽活動および芸能活動を行う、観客側が「アイドル」と見做してそ
の音楽パフォーマンスを楽しむ、つまり「アイドル」という名乗りや聴衆からの見方、各アー
ティストのルーツ、また活動領域、販売戦略を手がかりに包括的に「アイドル」を論じること
とするが、このような複雑さ、多様さを認識した上で、その背景に忍ばされる強制的異性愛の
構造が歪であることを指摘したい。

3-2. 「疑似恋愛」の対象としてのアイドルとメディア
アイドルを論じる先駆的な役割を果たしているのは稲増龍夫による『アイドル工学』である。

同書においてアイドルは、カウンターカルチャーとしての若者文化として論じられ、アイドル
を「メディアが作った虚構」の中にクールに見る「アイドルシステム」が1980年代のアイドル
像として見出されている（稲増 ,1989）。同時期に大塚英志は少女のシミュレーションとしての
アイドルを論じたが（大塚 ,1988,247-254）、これに呼応するかのように小川博司は、アイドル
を「欲望の対象」としての性格が強い歌手として扱い、Winkを例に「生身の女の子に気軽に声
をかけることができない、気弱な男の子の欲望の対象としてふさわしい」、「「おたく」のアイド
ル」と言い切っている（小川 ,1993,85-86）。さらにこの小川の議論の背景には「女性の社会的
進出」に対する「反動」があるとされる。「生身」の女性に対して「虚構」の中にあるアイドル
はあくまで虚像であり、それを理解した上で楽しむ観客（「おたく」）像によれば、両者の関係
は疑似的で、シミュレーション的である。
こうした「相互に一方通行」で「擬似恋愛的」であった「アイドルとファンの関係」につい

て北川昌弘は変化を指摘している。2000年代以降に登場した AKB48をはじめとする、実際に対
面することによって相互コミュニケーションを可能にする女性アイドル（「グループアイドル
（仮）」と表記）は「主にテレビを中心としたマスメディアを通じての」関係性ゆえに疑似恋愛
が成立していた過去のアイドルとは異なるという（北川 ,2013,6-7）。しかし一方で濱野智史は、
「会いに行けるアイドル」というコンセプトを掲げる AKB48はファンと「近接」していること
が特徴であり、「疑似恋愛としての AKB48」を「近接性」の視点から説いている（濱野 ,2012,138-
139）。ここで濱野が「擬似」と決定づける論拠は、アイドルとの恋愛関係の成り立たなさであ
る。「実際にそのメンバーと恋愛関係に落ちることはほぼ一〇〇％不可能だし、まして結婚する
ことも子供をつくることもできない」（ibid.,141）。実際にアイドルとファンの間に恋愛関係が
成立するか否かについては議論の余地があるが、その可能性の低さから「「不可能な愛」「永遠
の愛」といったロマンチックラブの理念に限りなく近い経験を得ることができる」システムが
成立しているのだという（ibid.,143）。つまりメディアの中に虚像として存在するか否かではな
く、目の前に現れるアイドルに対してもファンの感情は疑似的と見ることが可能である。
しかしその感情は「恋愛」という言葉にのみ換言されるものではなく、「子供の成長を見守る

親心」として「家族愛」に近い感情をも含んでいると続く（ibid.,144）。つまりこの愛は恋愛に
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限定されるものではなく、太田省一が指摘するように握手会や総選挙（AKB48らメンバーに対
する人気投票企画）といったイベントを通じて「メンバーとファンとの間に強い連帯感」を醸
成し、彼らを「運命共同体」へと導くような思慕や愛情、親しみを意味するとも考えられてい
る（太田 ,2011, 278-279）。毛利嘉孝は、2000年代後半のアイドルを「楽曲という具体的な生産
物ではなく、むしろ「共感」や「癒し」といった抽象的で非物質的な感情商品」を作り出す J
ポップのアーティストとして、マクドナルドの店員のように「スマイル」を提供する感情労働
者として見ている。AKB48を例に、彼らが提供する感情商品は「人と人のつながりであり、コ
ミュニケーションであり、感謝であり、愛であり、感動」として、その仕組みを解き明かした
（毛利 ,2016,231-233）。
こうした「極私的な関係性」には「テレビという場」、つまりかつてアイドルを「虚構」の中

に見る場として機能していたマスメディアは本質的に必要とされないのだと太田は指摘する。
それまでテレビの中にあったアイドルを成立させてきた虚像への批判的な「“文法”」は変化し
つつあるが、ノスタルジーを求めるメディアには理解が難しい（ibid.,280-282）。結果としてア
イドルとファンの間に紡がれる様々な感情はメディアを通じて再度「擬似恋愛」へと読み替え
られていくのである。

3-3. 異性愛主義という前提
そもそもアイドルをまなざすファンに「恋愛」を思わせるのはなぜだろうか。アイドルとい

う言葉で表される歌手やタレントの登場は70年代と言われているが（小川 ,1993,80；中
森 ,2007,10；太田 ,2011,23）、小川はアイドルとファンの関係性は映画スターのような憧れの存
在としての垂直的関係（タテ）から徐々に水平へと傾いていき（小川 ,1993,78-82）、水平的関
係（ヨコ）にあったことを指摘している。つまり横並びの親しみやすさはアイドルの条件とい
えるような要素になった。濱野の指摘する「近接性」の論理もまさにこれに準ずるであろう。
しかしながら、これまでの議論に当然のように組み込まれていた「疑似恋愛」の要素が、最

初期にそもそもアイドルファンに「異性」が多いという非常に単純な理由で述べられていると
いうことにこそ留意すべきである（稲増 ,1989,204）。その後の稲増の議論において、アイドル
の歌う歌詞は「異性愛」から「自己愛」に転じる傾向を見せているというが、そこではファン
層において同性の比重が高くなっているという視点が先に立っている。稲増は、学生を対象と
した SPEEDについての調査、およびドキュメンタリー製作の過程におけるファンに対するイ
ンタビューからアイドル音楽は恋愛（＝「異性愛」）に限らず、「自己愛」を歌い、ファンの視
線も恋愛感情に似た想いから憧れや自己投影、同一化へとシフトしている可能性を示した。さ
らにその背景として、社会における女性像の変化、特に「男性優位社会」における「物語」（「恋
愛幻想」「成長幻想」「会社幻想」）の解体があり、それによってアイドルが歌う歌詞に、またそ
れに対する受け手のまなざしに、変化を与えたという相関関係を指摘した。（稲増 ,1999,176）。
SPEEDが女性ファンの支持を集めていることと、アイドル文化を支えてきた「存立基盤」とし
ての「異性愛の代償」（疑似恋愛と換言可能だろう）が変容する兆しをみせていることを関連づ
けて論じ、その背景に「主体的な自己放棄を強いられる「恋愛対幻想」の罠に気づいた女性た
ちが、男性に依存しない「自分探し」を模索し始めた」としている（ibid.,158）。つまり恋愛か
ら離れ、かつての男性優位社会にあった幻想を解体する主体として女性ファンが描かれている。
稲増は SPEEDの歌詞について、山口百恵や松田聖子のように「異性」を前提とせず、男女ど
ちらの歌ともとれる「「女性」性の薄」さ、および「人生の応援歌」を歌う性の超越を指摘し、
「自分の生き方」を歌っていると分析した（ibid.,172）。「異性」は恋愛の対象であり、「自己」と
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は対立する概念としても読める。しかし、男女二元論に基づく範囲を脱することなく、異性愛
者としての男／女が恋愛対象である異性の存在を遠ざけたとするに過ぎない。受け手の多様化
を指摘しつつも、実際には異性愛規範を前提にしており、その図式を極端に単純化するおそれ
を孕んでいる。同論考の最後には、あくまでマジョリティは、おそらく異性愛者の「男性ファ
ン」（異性のファン）であることも強調されている（ibid.,176）。「多様」であるからこそ、異性
愛的な価値観を前提とすることにも寛大になり、結果的に強制的異性愛を後押しするような状
態になっている。
こうした異性愛規範を壊す同性ファンについては異端や逸脱として扱われるか、特に影響を

与えないものとされる場合もある。香月は、乃木坂46の女性ファンに対するメディアの扱いに
言及し、彼女らを異端とする異性愛主義の存在を指摘した。「「アイドルは異性がファンになる
もの」という観念は、アイドルというジャンル全体を性愛的な思慕のみに還元する発想を源に
している」（香月 ,2020,124）。また、アイドルの労働とファン・コミュニティについて論じた竹
田恵子は、ライブアイドルを単身男性にとってのインフラストラクチャーになりつつあると評
した（竹田 ,2017,118）。ライブアイドルファンには女性も存在するはずだが、「9割以上が男性
であり、配偶者をもたない」とされた結果、その存在は外れ値としてこの議論の上では見えな
くされている。同性ファンに対してのみ、何故ファンであるのか、という推測がついてまわり、
異性のファンには無遠慮に「疑似恋愛」をあてはめる。こうした態度からアイドルと恋愛の結
びつきを保とうとするあまりに、同性ファンはアイドルと恋愛をつなぐ上で正統ではなく、変
則的な存在として考えられることになる。
また送り手であるアイドルに対しても異性愛者であるという前提は根強い。秋元康は宇多丸

との対談の中で「たとえば AKBでも誰でも、若い女の子に「人を好きになった時に、その人
が同性だったら好きになるかどうかを考えるんだ」と話す」ことによって歌詞の「トリガー」
となる恋愛論を成立させるのだと語る（宇多丸 ,2017,516）。この問いかけのそもそもの意図は、
自分の恋愛対象ではない性別に好きな人を置き換えることによって恋愛において重要な点は何
かをアイドルに考えさせ、歌詞のヒントを引き出すことにあるが、いうまでもなく恋愛の対象
として異性を想定した上で行われている。無邪気に前提におかれる異性愛主義によって、アイ
ドルの「存立基盤」は築かれているのである。
異性愛規範によって読み込まれ、再生産されてきたアイドルだが、両者を引き離すことは可

能なのだろうか。同性ファンと同様に、異性愛規範を壊すようなアイドルから照射して現状を
分析することが可能なのではないかと本研究は考え、次にゲイアイドル 「二丁目の魁カミング
アウト」を事例として示す。

4．ゲイアイドルという対抗文化：「二丁目の魁カミングアウト」は何に抗うのか
同メンバーは全員がゲイであることを公表する男性で、2011年より主に女性アイドルを中心
としたステージで活動を行なっている。彼らのファンの多くは、断定することはできないが、
女性であり、一見すると男性アイドルに女性ファンが多いという異性愛的な慣例に従っている２）。
しかし同時に、彼らがセクシュアリティを明らかにしていることから、そこに疑似恋愛の要素
は極めて低いのではないかと考えられる（ただし前述のとおりファンがアイドルをどのように
まなざしているかを断定することは不可能である）。つまり彼らに従来の異性愛によるアイドル
規範を読み込むことはまず難しいだろう。
その一方で彼らはあくまでもセクシュアリティをセールスポイントとした変わり種とされる

ようなアイドルではなく、「国民的」アイドルを目指している（八木 ,2019他）。アイドルを異性
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愛のみに紐付けることなくアイドルという形式の歌手を成立させようとする同グループの活動
からアイドル音楽、ポピュラー音楽の変容がいかにして実践され得るのかを明らかにする。

4-1. ミキティー本物と二丁目の魁カミングアウト（二丁ハロ）の歩み
まず二丁目の魁カミングアウトはどのようなアイドルなのか、グループ結成の経緯とリー

ダーおよびプロデューサーであり、結成当時から現在も活動する唯一のメンバーであるミキ
ティー本物を中心に彼らのパフォーマンス活動の変遷を追う。ここでは同グループのルーツが
芸能ジャンルとしてのアイドル、中でも女性アイドルにあることを確認する。

2011年4月2日にスカパー !HD「PigooHD」（当時、後にアイドル専門チャンネル Pigoo）にて
放送を開始したバラエティ番組「アップフロントガールズ」（つくばテレビ制作）への出演が同
グループの最初の活動である。ハロー！プロジェクト（以下ハロプロ）の研修生組織「ハロプ
ロエッグ」出身のグループである「アップフロントガールズ（仮）」（当時、後に「アップアッ
プガールズ（仮）」）に対して、「ハロプロ大好き新宿二丁目のアイドルダンサーズ」（Girls 
News,2011）としてダンスバトルを申し込むという演出のもと、テレビ番組とライブイベントの
両方に出演した３）。ここでの初ステージについてミキティーは以下のように振り返っている。

もともと「新宿2丁目でハロプロの振りコピ（筆者注：カバーダンス）をしている人がいる」
ということで出演オファーをいただきました。それまで私はアイドルに憧れがあったけど、
ゲイだから諦めていたし、「セクシャル（まま）は個性なんだ」みたいな言葉を聞いても全然
ピンとこなかった。でも初めてステージに立ったとき、ゲイである自分を隠さないでも盛り
上がってくれたアイドルファンの姿を見て、「ゲイだからこそできることって逆にあるのか
も」って感じることができた。だからパフォーマンスが終わったあとに「ここで止めたくな
い」という話をしたんだけど、当時のメンバーは仕事もあるし、本格的にアイドル活動をす
ることは難しくて……。だから、私はずっと一緒にアイドルをやれるメンバーを探す活動を
始めたの。（原田 ,2019）

結成当初は、「ダンサー」として新宿二丁目のクラブなどを会場とした DJイベントでカバー
ダンスを披露することが主な活動であったが、このステージをきっかけに「アイドル」として
の芸能活動を開始する４）。しかし、アイドルとして伝えたいメッセージが確立していないこと
を理由にカバーダンスでのパフォーマンスを続け５）、その後複数回のオーディションを通して
「ずっと一緒にアイドルをやれるメンバー」を探していくことになる。
こうした結成の経緯のみならずミキティーの振付師としてのキャリアも女性アイドル分野と

深い関わりを持つ。アイドルユニット「BiS（新生アイドル研究会）」の「歩行者天国の雑踏で
叫んでみたかったんだ」（2012年7月18日リリース、avex trax）を嚆矢として、BiS、私立恵比寿
中学、Maison book girl、フィロソフィーのダンス、BiSHなど数十組のアイドルへの振付を2021年
現在まで行なっており、ミキティー個人の振付師としての活動も初期二丁ハロのキャリアにお
いて、そして現在まで続く女性アイドル領域におけるプレゼンスとして重要な柱の一つで
あった。
その一方で、「アイドル」としても徐々に活動の場を広げていき、2014年8月には大規模アイ

ドルフェスの一つである「＠ JAM EXPO」への出演を果たす。パフォーマンス形式もカバーダ
ンスから徐々に歌唱を伴うようになり、2015年6月には初のオリジナル楽曲「The frog in the well 
knows nothing of the great ocean ～カエルのうた～」（ISAKICK (175R)作曲、ミキティー本物作
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詞、以降「カエルのうた」）を披露、以降はオリジナル楽曲の比重が大きくなっていく。すべて
のオリジナル楽曲の作詞および振付はミキティーが手掛けている。そして2017年5月1日には、
ミキティー、ぺいにゃむにゃむ、きまるモッコリ、白鳥白鳥の4人体制で「二丁目の魁カミング
アウト」と改名、さらにメンバーの入れ替わりを経て、2020年11月からはミキティー、ぺいに
筆村栄心、日が紅を加え、活動を続けている。
これらの活動が芸能プロダクションやレコード会社の主導による芸能活動ではなく、ミキ

ティーを中心とした個人によるものである点にも注視したい。2017年11月から2020年6月まで
は株式会社クリアストーンによる業務サポートを受けていたが６）、基本的にはセルフプロ
デュースによる活動であり、他者によって意図的にプロデュースされたユニットとは位相が異
なる。前章で示したようにアイドルの活動形式は多様で、自作自演は取り立てて特徴的とは言
い難い。しかし、そうしたアイドルというジャンルだからこそゲイであることを理由に諦めて
いた「憧れ」を、男性でありながら「ゲイアイドル」と名乗ることによって実現可能にしてい
るともいえる。ゲイとして、つまり男性として女性アイドルの分野で活動を続けていることは
重要な抵抗の実践、既存の文化への挑戦といえる。では、彼らにとってアイドルとして「ゲイ」
であるということはどういうことなのか。

4-2.「ゲイでもアイドルになれる」というモットー
彼らにとって「ゲイ」であることは、決してパフォーマンスの一環ではなく、アイデンティ

ティの一つであり、表現方法やビジュアルとは直結しない。衣装やメイクをこれまでの社会的
ジェンダーに当て嵌めるのであればフェミニンといえるだろうが、ビジュアルによって女性ア
イドルの領域への参入を行うものではない（ただし鈴木みのりが K-POPアイドルに対して指摘
したように、メイクアップや「既存の男女二元論なジェンダー観や異性愛中心／至上主義（ヘ
テロセクシズム）の撹乱に大きく寄与」するファッションが旧態然とした価値観を書き換える
可能性につながると考えられる（鈴木 ,2018,136））。
フリーペーパー『GAY MAGAZINE』(2019年8月配布 )の最終ページには「ミキティー本物か

らあなたへ」として読者へのメッセージが掲載されており、その中でミキティーはセクシュア
リティを理由に多くのことを諦めてきたと述べている（下線は筆者による）。

私はゲイとして生まれて、“ゲイだから”という事を理由に今までたくさんの事を諦めてきました。
でも今はメンバーに出会い、おなカマ（筆者注：ファンの呼称）に出会い、自分自身が望む
未来を諦めたくないと強く思いました。私たちはこの先も4人で自分たちの望む未来を作って
いくと決めています。

でも、私たち4人はアイドルになるべくして生まれてきた人ではないです。

ゲイとして生まれたけれど、アイドルというものを諦めきれず少しでも自分の事を好きにな
りたくて、ゲイアイドルという道を選びました。その日々は決して平坦なものではなく、ま
だ声を大にして活動をできるほどに理解のある世界ではありません。
（ミキティー ,2019）

つまり「ゲイでもアイドルになれる」というモットーをコンセプトに掲げることや、「ゲイア
イドル」という呼称には、セクシュアリティを理由に何かを諦めざるを得なかった過去に対峙
することでミキティー自身を肯定する思いが込められている。しかし、彼らの音楽によって発
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信されるメッセージは、安易にマイノリティとしての不安や葛藤を描くものではなく、旧来の
ジェンダー規範を乗り越えた先に共有される不安や葛藤を歌っている。ミキティーが「歌や歌
詞を通して“ゲイも普通の人なんだよ”っていうことを伝えたいのが一番」としながら「私た
ち自身が LGBT的な活動をしている人たちじゃないから自然とそういう風になっていってくれ
たらいいよね。そこに関して声を大にして訴えかけることは一生やらないだろうし。私たちの
歌を通して自然に周りがゲイっていう人たちもいるって自然と理解が広まっていくのが私たち
の狙いかな？って思ってます」（musicite,2017）と述べるようにマイノリティとして社会に訴え
かけるのではなく、下に引用するようにあくまでアイドルとしての音楽表現が第一の目的であ
り、それによって二次的に変化を促すような立場を目指している。

私たちは、ゲイだからゲイアイドルになったわけではなくて、音楽をやりたくて、アイドル
になったらゲイだったというだけなんです。もし、ゲイであることの苦悩や葛藤にスポット
を当てた発信だったら、今のような活動にはならなかったと思います。歌詞にも同性愛につ
いては一切出てこないし、「どんなセクシャリティーでも、同じようなことで悩むんだよ。中
身は同じ人間なんだよ」ということを、飾らない表現で伝えていきたいんです。（八木 , 2019 ）

5．分析と考察 ：二丁目の魁カミングアウトは何を歌うのか
では、二丁目の魁カミングアウトは具体的に何を伝えようとするのか。稲増（1999）では、
山口百恵、松田聖子、SPEEDを対象にその歌詞の中に描かれている女性像、恋愛観とその変遷
を分析した結果、「異性愛」から「自己愛」への変容を析出した。しかし、その前提とされてい
る強制的異性愛については検討が不十分であった。そこで、そうしたアイドル音楽における異
性愛規範からの切り離し方を探る為に、本章ではアイドル自身（二丁目の魁カミングアウト）
がアイドルとしてアイドルをどのように表し、その中で「愛」をどのように歌うのかというこ
とに焦点を当て、対象楽曲の中から「愛」の描写を中心に分析を行う。
分析対象は2021年7月の時点で既発表である二丁目の魁カミングアウトおよび二丁ハロのオ
リジナル楽曲39曲（未音源化5曲を含む）のうち3曲の歌詞である。アイドルによる楽曲表現は、
音楽そのもののみならず、アイドル本人の人格（パーソナリティ）、衣装やヘアメイクによる視覚
的な効果、ダンスを含む観客に対する身体的な演出など様々な要素によって成り立つ総合的な
パフォーマンスである。しかし、それらはいずれも流動的で変化が大きい為、時間や空間を特定
して論じる必要がある。よって変化が少なく、稲増（1999）の議論でも分析対象とされていた
歌詞を中心に論じ、補足として歌詞に関連する視覚的な演出としてのライブパフォーマンス、
ミュージックビデオ（以下 MV）の構成にも言及しながら彼らの歌詞が訴えるメッセージに
ついて整理、分析を行う。

5-1. 婚姻制度と幸せ
対象楽曲は、上述のとおり、いずれもミキティーが作詞と振付を担当している。「ゲイである

ことの苦悩や葛藤にスポット」を当てる狙いはないが、ミキティーの経験が下敷きになってい
る歌詞が多い。それらは「諦めてきた」こと、つまり自身の性的指向、恋愛指向を躊躇なく明
らかにして恋愛することや、家庭を持つこと（結婚、出産によって子を持つこと）とは無関係
ではない。また学校生活や就業において様々な自身の希望や意向を諦めなければならない社会、
諦めることを促す他者からのまなざしに対する経験でもある。
「病める時も健やかなる時も」は、結婚しないことを選択した人たちに対して、伝統的な家族
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構成を「幸せ」とする規範への不安に寄り添う歌といえる。加藤秀一は「結婚」と「幸せ」（あ
るいは「幸福）という二つの記号が強固であり、「結婚そのものであるような幸福という観念」
の存在を指摘している（加藤 ,2004,8-11）。ここでその背後にあるとされる制度やイデオロギー
についてまで触れることは避けるが、他者によって定義される「幸せ」に疑問を付すことは、
まさにこの歌の内容と重なる。さらに幸せにならなければならない、という強制から開放する
ことによって婚姻制度に縛り付けられる強制的異性愛からも距離を置くことを可能にしている。

この世で一番辛いのは 生まれたからには幸せに 
ならないといけない事だと 昔 誰かが言っていた
人は幸せと不幸 二つに分けがちだから 気付けばそんな境界線 
いつしか立たされている 
君の本当に好きなものいつかそっと教えて 

ねえ 生涯誰と共にするかなんて 終わってみなきゃ そんなのわかんない 
ねえ 何も誓えない それでも今は 傷付きながら 一緒に進みたい
（「病める時も 健やかなる時も」 作詞・作曲：ミキティー本物 編曲：山下智輝 ）

この曲のMVは、ミキティーが他のメンバーを迎えに行き、教会に連れて行って新衣装をプ
レゼントするというプロポーズと結婚式を思わせる演出によって構成されている。ミキティー
は、自分達は好きな人ができても「正式な形では今は永遠を約束することができないのが現状」
と前置きし、しかし「正式な約束」よりも「こういった約束」の方が「勝る奇跡」もあるので
はないかとした上で、「アイドルとして」ファンのために、「私たちの曲を求めてくれている人」
のために、そして自分自身のために、二丁目の魁カミングアウトとしてこれからも「永遠に」
共に活動していくことを一人ひとりのメンバーと約束する。この一連の流れは、「ボクの夢はお
嫁さん」に描かれている、生涯を貫くような他者との出会いは婚姻関係のみによらないという
メッセージにも繋がる。
同曲はタイトルからはミスリードを誘うものの、直接的には婚姻関係を歌わず、人間関係を

軸に大人になることの難しさ、生きる上での悩みを歌い、生涯を通して付き合いを続けるよう
な他者との出会いを連想させる。ここでは、家父長的な家族の規範だけではない、人と人との
関係を歌っているといえよう。

地球はデカすぎる たった一人の誰かと 出会い 笑い 心 繋ぐ 
そんなの見つけられるわけないでしょ or 
地球はデカすぎる だからこそ一人くらい 出会い 笑い 心 繋ぐ 
人がどこかで待っているんだ 
（「ボクの夢はお嫁さん」　作詞：ミキティー本物 　作曲・編曲：浅野尚志）

また同曲のMVには、メンバーがスーツを着たサラリーマン姿で登場する。ディレクション
を担当した夢眠ねむによれば、「or」の部分に描かれる「アイドルじゃない」メンバーによるパ
ラレルワールドが表現されている。これについて二丁目の魁カミングアウトは「作品の仕上が
りから新しい自分が見えてきて、（筆者注：夢眠）ねむきゅんからの言葉も相まって、アイドル
じゃない方の自分もまた少し好きになれました」とコメントしている（音楽ナタリー ,2019）。
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歌詞には書かれていないが後奏にはメンバー各自固定のセリフがあり、「僕の夢は」に続けてそ
れぞれ異なる「夢」を語る（図）。ミキティーの「夢」は「もっと自分を好きになること」であ
り、それは前章で示したようにアイドルになる理由の一つでもある。他のメンバーの「夢」も
すべて自身の生き方に関わる内容であり、稲増が「自己愛」とした「自分の生き方」への関心
とほぼ同義といえる（稲増 ,1999,172）。

しかし「異性愛」からは確かに離れているが、共に生きる他者の存在は「異性」から解放さ
れ「自由」に生きるという「自己愛」の世界観とどのように結びつくだろうか。加藤は根深く
結びつく二つの記号、「＜結婚＝幸福＞」というイメージを考える上では、「恋愛」というもう
一つの記号が必要であると続けている（加藤 ,2004,11-15）。一生を貫く他者との関係を「異性
愛」ではなく、「愛」という言葉で提示することによって何を導き出せるのか。

5-2. 二丁目の魁カミングアウトが歌う「愛」
「LOUE」（読み方：ラブ）では、一般的に「愛」とされるものの不確かさが歌われている。

「愛」とは「普通」と名付けられた「ルール」の中でのみ見つけることのできる「幸せ」であ
り、「普通」に従わなければ「愛」や「幸せ」を得ることが困難とされる。この何らかの規範と
しての「普通」を前提にしなければ歪になってしまう「愛」は、「形はない」とその多様さを他
者に認められながらも実際には「綺麗な形」が正常と見做される。

僕が生まれた時は世界にたくさんの普通（ルール）があって
そんな中　人は自由を与えられ大切なもの探すんだ

愛を見つければ許されるような　そんな気がしてたけど
普通の幸せはいくら探しても
何よりも見つからなくて

愛に形はないなんて言うけれど実感できなくて
いびつなハートは綺麗な形にたどり着くこともなく

そして次のコーラスでは、これらの「愛」や「幸せ」が「結婚」や「家庭」として具体的に
示され、それ以外の他者との関わりや触れ合いに「愛」とは名付けられないことへの疑問を投
げかける。

白鳥白鳥 僕の夢は美しくあり続けること

きまるモッコリ 僕の夢はまだまだ成長すること

ぺいにゃむにゃむ 僕の夢は死ぬまで笑って過ごしてやる！

ミキティー本物 僕の夢はもっと自分を好きになること

日が紅 僕の夢は眩しい毎日を過ごすこと

筆村栄心 僕の夢はまっすぐ正直に生きること
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結婚して　子供を産んで　素敵な家庭を持つ
そんな絵に描いたようなものしか
愛とは呼べませんか？

もしも本当にその形だけが全てだとしたならば
あの温もりやあの時の涙　一体何だったのか？
（「LOUE」　作詞・作曲：ミキティー本物 編曲：BRINKLEY ）

異性愛主義的な構造に回収される「愛」のみを「愛」とすることへの疑問は、既存の「疑似
恋愛」の対象である「アイドル」とはあまり相性がよくないだろう。しかし既に定義づけられ
た「愛」や「幸せ」という言葉を捉え直すことによって、構造的な問題を暗に示し、聴衆に気
づきを与える役割を担うのではないかと考える。彼らが「愛」の不確かさを歌うことによって、
何が「愛」とされているのかという制度的な「愛」に対する疑問を抱くことを促すのである。

5-3. アイドルと異性愛：再考
はじめに概観したようにアイドルと異性愛の結びつきは、繰り返し論じられてきた。その際

たる帰結として「恋愛禁止」ルールがあるが、ここで留意したいのは二丁目の魁カミングアウ
トが女性アイドルと同じステージに立つことを許すトリックとしても「恋愛禁止」が有利に機
能しているのだという点である。ゲイである、つまり女性アイドルと恋愛関係になり得ない、
と他者によって決定づけられることで、彼らは女性アイドルとともに活動することが可能にな
る。吉田豪は音楽ユニット「PANDA1/2」について、曲を作っていたメンバーがゲイであるこ
とに触れ、「女の子とゲイって、こんなに平和なユニットないんじゃないですか。間違いが起き
る可能性がないから応援しやすい」と語っている（宇多丸 ,2017,554）。異性愛主義によって立つ
からこそ「ゲイ」は「女の子」と「平和」な関係性を築くことができるという幻想が成り立つ７）。
そういった意味では二丁目の魁カミングアウトも異性愛主義的なアイドル文化の中にあるとい
える。
しかし二丁目の魁カミングアウトの抵抗、そして音楽によって、聴衆をはじめアイドル文化

の直中にある人々は、少なくとも旧来の慣習に疑問を抱くきっかけを与えられるだろう。彼ら
が目指すのはアイドルとしての新しいスタンダードであるが、その活動によって旧来のアイド
ル文化が保ち続けてきた異性愛主義という制度の特異性を指摘することにもなる。一方ゲイア
イドルというのは異性愛的な視線を壊すという意味でわかりやすい一例だが、アイドルと強制
的異性愛の切り離しにセクシュアリティを公表することは必須ではない。彼らはカムアウトし
ている状態をたまたま示しているだけで、それは同時にカムアウトしていない、セクシュアリ
ティを公表していないアイドルの存在を暗に示すことになる。強制的異性愛によってアイドル
のセクシュアリティは「先天的に」異性愛であると断定されている。それはアイドルのジェン
ダーアイデンティティも然りである。その想像力がアイドルを論じる上で求められるというこ
とを認識する必要がある。

6．おわりに
これまでのアイドル論は、「疑似恋愛」という概念や「恋愛禁止」というある種の演出によっ

て、アイドルとそれを取り巻く文化の前提に異性愛主義を疑いのない制度としておいてきた。
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巧みに制度化されてきたともいえるアイドルと強制的異性愛の問題は、音楽のみならず様々な
コンテンツ、視点からの検討を要するという点で本稿は試論の段階にある。二丁目の魁カミン
グアウトは、旧来のアイドルが前提としてきた「批判すべき」慣習を示唆する事例の一つにす
ぎない。彼らの実践を多様性などの文脈に収斂してしまう可能性もあることには留意すべきだ
が、誰かが決めた「愛」を疑い、批判的な目を向け続けることは音楽においても社会において
も不可欠である。

注
1）先行する議論として舌津智之による「強制的異性愛の彼岸：七〇年代流行歌とジェンダーの
政治学」がある（舌津 ,2000）。

2）ファンの男女比については以下のように言及している。またそこに単に観客の性別を見た
目で判断する意図がないことも同時に述べている。「――初めて二丁魁のライブに行ったと
き、ほかのアイドル現場に比べて女性ファンがかなり多いのに驚きました。／ミキティー
本物：今はワンマンだと男女3対7くらいかな？「男は行かないほうがいいかな」みたいな
ツイートを見かけることもありますが、私たちはゲイアイドルだし、あまり他人の性別を
意識していません。客席にも私たちのような人がいるかもしれないし、見た目だけで男性
が多い、女性が多いという判断はしませんね。」（原田 ,2019）。

3）第1回の放送に「二丁目ハロープロジェクト」としてミキティー本物、のりぴ～、やじくま
の3名が登場、翌月5月1日に行われたイベントに百恵、ちゃんちゃんを加えた5人体制で「二
丁ハロ」として出演し、ステージ上でダンスパフォーマンスを披露した。

4）その後しばらくハロプロに関する番組やイベントへのゲスト出演が続く。2011年10月23日
開催「モーニング娘。新垣里沙＆譜久村聖バースデーイベント」、2012年12月16日開催「久
住小春ファンクラブイベント『わたくし久住小春ですもの デラックス』」他。

5）「ゲイアイドルとして自分が何を歌いたいとか、どういうものを歌ったら周りに響くかとか
が全く分からない状態で、そういう中で曲を作って歌ったりするのがすごく嫌で。だから
その時は自分たちが好きなハロプロとかをコピーしてゲイアイドルを作ったんです。一応
その間を "研修期間 "って呼んでたんですけど、その期間に基礎的なダンスとかステージに
立つパフォーマンスを学びながら自分たちのやりたいことを探してました」
（musicite,2017）。

6）同契約はスタッフの生活を保障するため（南波 ,2020:219-220）。
7）しかしそれは無論「幻想」であり、実際にこの話題は同ユニットメンバーの関係がうまくい
かなかったという結末で締めくくられた（そこでもゲイのメンバーに対し「中身は女子」と
いう不用意な物言いがされている）。

文献リスト
GirlsNews, 2011年3月28日更新 , 「ハロプロエッグ卒業生6人による初冠番組がスタート！」, 

https://girlsnews.tv/dvd/17631（最終閲覧2021年9月17日）
濱野智史 , 2012, 『前田敦子はキリストを超えた̶̶〈宗教〉としての AKB48』, 筑摩書房 .
原田イチボ ,「二丁目の魁カミングアウトは「ゲイでもアイドルになれる！」を全力で証明する
……Zepp公演直前の4人に直撃！」,耳マン , 2019年7月11日 . https://33man.jp/article/007248.
html（最終閲覧2021年5月31日）

原田イチボ , 「LGBTをオープンにするアイドルが増加　ファンに勇気与える」, NEWSポスト



52

ポピュラー音楽研究　Vol. 25 2０21

セブン , 2020年7月26日 . https://www.news-postseven.com/archives/20200726_1581077.html（最
終閲覧2021年5月31日）

稲増龍夫 , 1989, 『アイドル工学』, 筑摩書房 .
稲増龍夫 , 1999, 「SPEEDにみるアイドル現象の変容――「異性愛」から「自己愛」へ」 ,北川純
子編 , 『鳴り響く性―日本のポピュラー音楽とジェンダー』, 勁草書房 .
板倉昇平 , 2014, 『AKB48とブラック企業』, イースト・プレス .
加藤秀一 , 2004, 『＜恋愛結婚＞は何をもたらしたか――性道徳と優生思想の百年間』, 筑摩書房 .
香月孝史 , 2014, 『「アイドル」の読み方 混乱する「語り」を問う』, 青弓社 .
香月孝史 , 2020, 『乃木坂46のドラマトゥルギー 演じる身体／フィクション／静かな成熟』, 青弓社 .
北川昌弘とゆかいな仲間たち , 2013, 『山口百恵→ AKB48ア・イ・ド・ル論』, 宝島社．
毛利嘉孝 , 2016,『増補　ポピュラー音楽と資本主義』, せりか書房 .
musicite, 2017年6月28日更新 , 「二丁目の魁カミングアウト インタビュー」, https://www.musicite.

net/gk/sp/1793.php（最終アクセス2021年5月31日）
中森明夫 , 2007, 『アイドルにっぽん』, 新潮社 .
南波一海 , 2020, 「超ゲイアイドル」, 『IDOL AND READ #24』, シンコーミュージック・エンタ
テイメント , 206-221.

西原麻里 , 2014, 「現代の男性アイドル像と〈恋愛〉／〈絆〉の様相 c雑誌分析を通じて」, 日本
マス・コミュニケーション学会2014年度春季研究発表会・研究発表論文 .
二丁目の魁カミングアウト公式サイト , https://www.gayidol.jp/（最終アクセス2021年5月31日）
二丁目の魁カミングアウト , 『GAY MAGAZINE』, 2019年8月配布 .
小川博司 , 1993, 『メディア時代の音楽と社会』, 音楽之友社 .
岡島紳士 , 岡田康宏 , 2011, 『グループアイドル進化論 「アイドル戦国時代」がやってきた !』, 毎
日コミュニケーションズ .
太田省一 , 2011, 『アイドル進化論　南沙織から初音ミク、AKB48まで』, 筑摩書房 .
大塚英志 , 1988, 『システムと儀式』, 本の雑誌社 .
音楽ナタリー , 2019年5月12日更新 ,「二丁魁新MVでサラリーマンに、監督は夢眠ねむ×スミ
スユニット」, https://natalie.mu/music/news/331109（最終閲覧2021年9月17日）

Rich, Adrienne, 1986, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence,” Blood, Bread, and Poetry : 
Selected Prose 1979-1985, W. W. Norton & Company, Inc.（＝1989, 大島かおり訳 , 「強制的異性愛
とレズビアン存在」『アドリエンヌ・リッチ女性論――血、パン、詩。』, 晶文社 , 53-119）

さやわか , 2015, 『僕たちとアイドルの時代』, 講談社 .
鈴木みのり , 2018, 「ジェンダー規範を揺さぶるK-POPアイドルの可能性――クィアなキーとヘ
ゲモニックな BoA」, 『ユリイカ2018年11月号』, 青土社 , 136-143.
竹田恵子 , 2017, 「ライブアイドル、共同体、ファン文化　アイドルの労働とファン・コミュニ
ティ」, 田中東子、山本敦久、安藤丈将編著 , 『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』
ナカニシヤ出版 , 117-134.
辻泉 , 2018, 「「同担拒否」再考 : アイドルとファンの関係、ファン・コミュニティ」, 『新社会学
研究 : Japan sociologist (3)』,新曜社 , 34-49.

宇野常寛 , 2013, 『日本文化の論点』, 筑摩書房 .
宇多丸 , 2017, 『ライムスター宇多丸のマブ論 CLASSICS アイドルソング時評2000-2008』, 光文社 .
八木志芳 ,「インタビュー：二丁目の魁カミングアウト　ゲイでも諦めない、ゲイアイドルが国
民的アイドルになるまで」, TimeOut東京 , 2019年5月15日 . （https://www.timeout.jp/tokyo/ja/



53

アイドル音楽の実践と強制的異性愛

music/interview-2tyoumenosakigakecomingout最終閲覧2021年5月31日）
舌津智之 , 2000, 「強制的異性愛の彼岸：七〇年代流行歌とジェンダーの政治学」, 『東京学芸大
学紀要　第２部門人文科学』, 51, 343-348. 


