
Ⅰ. はじめに

　カナダ連邦自由党議員であり、歴史・思想史家とし
ても有名なMichael Ignatieffが「権利革命」という言
葉を用いて、非常に重要な指摘をしている。「権利革
命にはふたつの側面があります。すなわち、一方では
平等な権利を促進し、他方では差異の権利を擁護する
という二面性です」1。つまり、現代社会では、差異
を認めつつ平等を促進するという、一見矛盾する課題
を考えなければならない、というわけである。
　周知のように、カナダでは、国是として多文化主
義を採用している。1960年からのケベックにおける
「静かな革命」が幕を開けて以降、ケベック・ナショ
ナリズムの高揚とともに、ケベック独立運動という危
機を迎えていたカナダにとって、多文化主義への流れ
は必然であった 2。1971年には、当時の首相であった
Pierre Eliott Trudeauが議会で多文化主義の宣言をし
たことにより、カナダでは、多文化主義を本格的に議
論する土壌が出来上がった 3。また、1982年カナダ憲
法27条において、「この憲章は、カナダ国民の多文化
的伝統の維持および発展と一致する方法によって解釈
されなければならない」と規定され、憲法上でも多文
化主義を明示するに至っている 4。
　しかし、当初、カナダの多文化主義のテーマは「民
族」という問題がメインテーマであった。前述したケ
ベック問題とともに、先住民やその他の少数民族の問
題にどのように対処するのかということが重要な課題
であった 5。だが、1980年代以降、「多文化主義の対
象を『民族集団』から様々な背景をもった『個人』へ
と転換」6する時代を迎える。つまり、多様性（diversity）
の問題は、すべて多文化主義の問題となったのである。

そのため、カナダでは、憲法と多文化主義を考える場
合、民族のほかにも同性愛のような個人の問題も同時
に重要となる 7。
　民族問題としては、例えば、先住民問題を挙げるこ
とが出来る。1982年カナダ憲法25条および同35条は、
先住民の権利を保障する。裁判所による先住民の権利
の捉え方について、私は以前、以下のようにまとめた。
「憲法上の権利としての先住民の権利において、裁判
所は先住民のパースペクティブを理解して、さらにコ
モン・ローというメインストリームのパースペクティ
ブと平等の比重で考慮することにより、先住民の権利
を確定するという手法を用いた。つまり、裁判所は先
住民の『差異』を承認した上で、カナダ社会において
非先住民との共生可能な枠組みを構築することを考え
ていると見ることができる」8。
　では、個人の問題はどうだろうか。この問題を考え
るために、本稿では、性的指向（sexual orientation）
の問題について考えていくことにする。
　私は以前、以下のような指摘をした。「私たちは、
マジョリティ文化の中を生活し、その中で形成された
制度の中に生きているために、私たちの社会の中にあ
るあらゆる制度がマジョリティ文化を背景にして形成
されているということに気付いていないように思われ
る。そのためにマジョリティ文化が形成してきた制度
が、社会の中で暗黙に当然のものとして存在するよ
うに思い込み、そのことが先住民などの他文化の背
景を認識することなく、彼らを同化することに繋が
る可能性がある」9。このことは、性的指向の問題に
も当てはまる。というのも、社会にある異性愛規範
（heteronormativity）10により、同性愛者等の性的指向
は異常なものとして認識され、異性愛規範により同化
させられているからだ。
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　この点において、カナダの実験は興味深い。という
のも、カナダは2005年に世界で四番目に同性婚を承
認した国であるからだ 11。これは、社会にある異性愛
規範の瓦解を示唆しているとも言える。
　しかし、最初からカナダが異性愛規範の脆弱な国家
であったわけではない。1990年の論文でBruce Ryder

が指摘するように、「カナダの立法は、排除によって、
レズビアンとゲイの存在に烙印を押す。この排除は、
沈黙によって、大抵よく遂行される」12という国家で
あった。
　では、カナダでは、どのようにして性的指向の問題
を裁判上で争える基礎を築いたのだろうか。本稿では、
それを解明するために、平等権の判例の動向を見て、
平等権の判例の動向がどのように性的指向の問題と連
関しているのかについて論じる。アメリカでは、レズ
ビアンとゲイの権利という法的議論をするときに、平
等に基づく議論とプライバシーに基づく議論の二つに
分かれる 13。しかし、カナダでは、1969年における連
邦政府のTrudeau首相の有名な宣言により、ホモセク
シュアル活動の非犯罪化がなされたため 14、平等に基
づく議論しか問題とならない。そのため、カナダでは、
平等権の判例動向と性的指向問題の連関性が重要な問
題となる。
　本稿では、同性婚を承認するに至るまでに、その基
盤となる議論がどのように開花したのかというところ
に焦点を絞る。Ⅱで平等権判例の動向を示し、さらに
Ⅲで、どのように性的指向への権利が認められるに至
ったのかを判例に基づいて考察する。そしてⅣで、平
等権と性的指向問題の連関性の要因を概観する。

Ⅱ. 平等権判例の四つの時期

　カナダでは、1982年に、人権規定を含む1982年カ
ナダ憲法が制定された 15。しかしながら、平等権を定
める憲章 1615条 17は、三年間効力を有しなかった。つ
まり、1985年4月17日から効力を有することになった。
その目的は、連邦政府と各州が自らの法律を見直し、
憲章15条と一致するようにその法律に必要な修正を
するための時間を提供することにあった 18。
　性的指向に関して言えば、早くは1977年に、ケベ
ック憲章（Charte des droits et libertés de la personne）
10条において、性的指向が、禁止された差別事由に
あたることを規定していた 19。しかし、連邦および他
の州では、性的指向を差別事由として人権立法に入れ
ることには消極的であった。これには、裁判所がどの
ように差別を解釈し適用するのかということが分かっ
ていなかった状況下で、性的指向という問題を積極

的に差別事由に入れることへの躊躇があったとされ
る 20。
　では、1985年以降、裁判所は平等権についてどの
ように取り組んできたのか。ここでは四つの時期に分
けて論じる。

1. 初期の判例　―第一期―

　1989年、カナダ最高裁判所によって、平等権が
初めて扱われた事案が、市民権（citizenship）の有
無を指標とする差別的取り扱いの合憲性が問われた
Andrews v. Law Society of British Columbia（以下、
Andrews判決）21であった。そしてこの判決で、最高
裁判所は、平等権審査の枠組みを提示することになる。
　まずAndrews判決は、同一状況にいる者は同一に
取り扱われ、異なった状況にいる者は異なって取り
扱われるという同一状況審査（similarly situated test）
を否定した。憲章15条についての多数意見を書いた
McIntyre裁判官は、同一状況審査を憲章の下で生じ
る平等の諸問題の解決のための確固たる規範あるいは
定式（fi xed rule or formula）として受け入れることが
できないとし、「考慮は、法の内容、その目的、法が
適用される人々および法の適用から排除される人々へ
の影響に向けられなければならない」とした 22。さら
に、真の平等の本質である諸差異の和解のためには、
区別をすることはしばしば必要とされるとした 23。
　では、許されない区別とは何か。それが差別
（discrimination）である。差別を立証するときに、差
別的意図があるかどうかは必要とされない 24。重要
なのは、個人あるいは集団の人格的特性（personal 

characteristics）に基づく区別であるかどうかであ
る 25・26。そして憲章15条1項のアプローチとしては、
「列挙されたあるいはそれに類似する事由」を指標と
した差別が存在するのかを審査し、その差別が正当化
されるか否かは、憲章1条 27によって審査されるとし
た 28。また、人格的特性に基づく差別であるのか、そ
してその差別が「列挙されたあるいはそれに類似する
事由」であるのかということを請求者は立証する責任
があり、その立証責任を果たした後、憲章1条に基づ
き、その差別を正当化できるのかは公権力に立証する
責任があるとした。
　Andrews判決は、全員一致で、市民権に基づく差別
は憲章15条1項に反することを認め、同1条によって
も正当化されないと判示した。
　このように、Andrews判決において、憲章15条1

項の射程は、同条に「列挙されたあるいはそれに類似
する事由」でない限り問題とならないとし、広く平等
というものを指示するのではなく、緩く制限された形
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で解釈する枠組みを提示した。また、R v. Turpin29に
おけるWilson裁判官のAndrews判決のまとめを借り
れば、「15条は、Andrews判決において当該裁判所に
よって着手されたように、1） 疑義が唱えられた立法
により創設された区別が平等権の侵害をもたらすか、
そうである場合、2）区別がその目的ないし効果にお
いて差別的であるかを決定するために、事案ごとの分
析を命じる」30のである。

2. 平等三部作（1995年）　―第二期―

　Andrews判決以後も、平等権に関する判例法理の
発達は見られたが 31、重要な質的変化がもたらされた
のは、1995年であった。カナダでは、この時代を、
平等三部作（Equality trilogy）あるいは 1995年の
三部作（la trilogie de 1995）と呼ぶ。この時代に、
Miron v. Trudel（ 以 下、Miron判 決 ）32、Egan and 

Nesbit v. Canada（以下、Egan判決）33、Thibaudeau v. 

Canada34という三つの重要判例が出されたが、ここで
注目すべきは、この三判例において、最高裁判所の裁
判官が、平等権について相異なる三つの見解に割れた
ということである。見解の分岐は全ての判例において
同じように現れているため、ここではMiron判決に現
れる三つの見解を見ることにし、Egan判決はⅢで考
察することにする。
　事実婚関係（common-law relationship）のパート
ナーを配偶者（spouse）に含めるか否かが争われた
Miron判決において、①Andrews判決を踏襲する見
解（Sopinka裁判官、Cory裁判官、McLachlin裁判官、
Iacobucci裁判官）、②Andrews判決を修正する見解
（Lamer首席裁判官、La Forest裁判官、Gonthier裁判官、
Major裁判官）、③第三の見解（L'Heureux-Dubé裁判官）
の三つに裁判所の意見が分かれた。
　①の見解は、McLachlin裁判官によって、「15条1

項の下での分析は、二つの段階を含む。最初に、請求
者は、他の人と比べて、法の『平等な保護』あるいは
『平等な利益』の否認を示さなければならない。第二
に、請求者は、その否認が差別を構成することを示さ
なければならない。この第二段階で、差別が主張され
るために、請求者は、その否認が15条1項に列挙さ
れた事由あるいは類似する事由のひとつに基づくもの
であることを示し、不平等な取り扱いが想定される集
団あるいは人格的特性の固定概念的適用（stereotypical 

application）に基づくものであることを示さなければ
ならない。請求者が、この分析の下で、その負担（＝
立証責任―河北）を果たした場合、15条1項の侵害が
立証される。その時、憲章1条の下で『自由で民主的
な社会において明確に正当化される』ものとして差別

を正当化するために、その負担（＝立証責任―河北）は、
当該法を支持することを求める当事者、通常、国家（the 

state）に移る」35と判示されることからも分かるよう
に、Andrews判決を踏襲した見解であった。
　それに比して、②の見解は、Andrews判決を踏襲し
つつも、それに修正を加えていく。Gonthier裁判官は
「立法の直接的あるいは間接的効果が吟味されるのは、
この第二段階である」36として、Andrews判決の第二
段階に、さらに「第三段階は、区別が、15条1項に列
挙されたあるいはそれに類似する、関連性のない人格
的特性に基づくかどうかを評価する」37として、二つ
の側面を付け加える。すなわち「ある集団によって共
有される人格的特性を決定すること」と「当該立法の
基礎にある機能的価値を考慮するときにその関連性を
評価すること」という二側面であり、この第三段階の
二番目の側面である「関連性（relevancy）の評価は、
当該人格的特性の性質と当該法律の基礎にある機能的
価値との関連性に目を向ける」としている 38。つまり、
②の見解は、McLachlin裁判官が要約するように、「列
挙されたあるいは類似の事由に基づく区別が明らか
に当該立法の機能的価値と関連性がない（irrelevant）
場合、その区別は差別的である」39と考える見解であ
る。
　③の見解に立つL'Heureux-Dubé裁判官は、列挙さ
れたあるいは類似の事由に基づく区別という要件にこ
だわらない。L'Heureux-Dubé裁判官によれば、平等
権審査は、主観的－客観的パースペクティブから着手
されなければならないとされ、「この審査に形式と実
体を与えるために、……疑義が唱えられた区別によっ
て不利に影響を及ぼされる利益と集団との両方の性質
に目を向けることにより、どのような差別的影響が、
評価されるのか」40を吟味すること、つまり、区別に
よって影響を及ぼされる集団の性質と区別によって影
響を及ぼされる利益の性質の二つを審査することが提
示される。このとき、影響を及ぼされる集団の性質を
考察する部分で、L'Heureux-Dubé裁判官は、「非伝統
的諸関係における人々は、メインストリームからの何
らかの程度の周辺化と不利益を被っていたし、被り続
けている」41と指摘するように、「影響を受ける特定の
集団は、古くから差別されてきたか否かを問題とせず、
メインストリームからある程度の不利益および排除を
現に受けているか、今後受け続ける可能性があれば十
分である」42と考えている。
　Miron判決は、①および③の見解によって、事実婚
関係にある者を配偶者に含めないことは、憲章15条1

項に違反し、同1条によっても正当化されないと判示
した。
　この平等三部作の判決で重要なことは、Andrews判
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決の枠組みに対するアンチテーゼが出されたことにあ
る。では、その後、このアンチテーゼがどのように展
開していくのだろうか。それが、次に論じる、〈間〉
の時代の重要な役割である。

3. 〈間〉の時代　―第三期―

　この時代を特徴づけるのは、Alexandre Morinが指
摘するように、「問わない（peu importe）」時代であ
る 43。つまり、Ⅱ2で示した諸見解について、「この
上告における結果は、私の意見では、どの基準が適用
されるかを問わず

0 0 0

、同じである」44と示されるように、
三つの見解の和解が見られるようになる45。ここでは、
1997年 の Eaton v. Brant County Board of Education

（以下、Eaton判決）46とEldridge v. British Columbia 

（Attorney General）（以下、Eldridge判決）47を取り扱う。
　障害のある娘（=Emily Eaton）を通常学級に入れ
ないで、特別学級に入れることに異議を申し立てた
Eaton判決において、Sopinka裁判官は、「憲章15条
の適用に関するすべての原則について、当該裁判所の
判断において全員一致ではないけれども、意見の相違
がない点で、諸原則に基づいて、この事案における問
題は、解決され得ると私は信じる。15条の侵害が認
定され得る前に、請求者は、その疑義が唱えられた規
定が、請求者に利点あるいは利益を与えないまたは請
求者に不利益と負担を課す、禁止されたあるいは類似
する事由に基づく区別を創設することを立証しなけれ
ばならない」48とした。また、Ⅱ2における②の見解
は、「ある区別が、関連性のない人格的特性に基づい
たものであると示さなければならないという見解であ
る。この見解において、立法の機能的価値がそれ自体
として差別的でないとき、立法目的あるいは立法の機
能的価値への関連性は、差別を否定することができ
る。Miron判決において表明されたような多数派の見
解は、禁止されたあるいは類似する事由に基づく区
別が差別を構成しないというまれな部類（class）の
事案にその事案が該当することを示すときには、関連
性が一つの要素として役に立つ可能性があるというこ
とであった。……今問題になっている上告の目的のた
めには、この概略で事足りる」49として、Ⅱ2で示し
た諸見解の差異を控えめに扱うことを試みている。
そしてSopinka裁判官は、オンタリオ州特別教育委員
会（Ontario Special Education Tribunal）は「Emily 

Eatonの様々な教育的利益の均衡を保させ、そして彼
女の特別なニーズを考慮に入れて、最善の可能な保
護措置（placement）は特別学級の中であるというこ
とを結論付けた」50とし、「委員会によって確証され
たEmilyの保護措置は、不利益や負担を課すことを構

成しなかったし、子どもに利益あるいは利点を与えな
いことを構成しなかったと私は結論付ける。委員会の
命令もその論法も、15条の侵害として解釈され得な
い」51とした。
　診療の際に、すべての他の患者と同様に難聴である
患者を取り扱い、手話のサービスの費用を支払わない
というブリティシュ・コロンビア州の政府の決定に異
議を申し立てたEldridge判決において、La Forest裁
判官は、憲章15条1項の事案で、最高裁は二つの別
個ではあるが関連する目的に仕えることを強調したと
して、「第一に、それは、私たちの社会的、政治的そ
して法的文化の中に深く根付く、全ての人々の人間の
尊厳と平等な価値への係り合い（commitment）を表
明する」とし、「第二に、それは、『私たちの社会の中
で、社会的、政治的そして法的な不利益を被る』特定
の集団に対する差別を是正し、防ぐためのひとつの要
望を例示する」とした 52。Ⅱ2の諸見解について、「私
の見解では、最近の事案においては、これらのアプロ
ーチのどれが適用されるかに関係なく、同じ結論に帰
着する。……ここで区別は、ヘルス・ケア・システム
の基礎にある機能的価値と関連性がない人格的特性に
基づくことは問題がない。それらの価値は、健康の促
進と病気・疾患の治療および予防、そして公的に資金
を提供されるヘルス・ケア・システムの媒介を通じて
それらの価値を実現することにある。個人の身体的障
害以上にそれらの価値と関連しない人格的特性はあり
得ない」53として、ここでもⅡ2で示した諸見解の差
異を控えめに扱うことを試みている。また、Eldridge

判決は、Andrews判決でも示したように、差別的目的
あるいは差別的意図が15条1項の必要条件ではない
ことを示し、法的区別は15条1項を侵害するために
個人あるいは集団に不利益を与える願望により動機づ
けられる必要はなく、立法の効果が法の平等な保護あ
るいは利益を誰かに否定するためにあるかどうかで十
分であるとした 54。さらに、「一般公衆に提供される
サービスから不利に置かれた人々が平等に利益を得る
ことを保障するために積極的な諸段階をとることがな
いことから差別が生じ得るという原則は、人権分野に
おいて広く受け入れられている」55とした。
　Eaton判決やEldridge判決は、1995年の平等三部作
で現れた諸見解の差異を出来るだけ中和して、一つの
枠組みを作り出す過程の段階であったと位置付けるこ
とができる。

4. 平等権審査基準の確立（1999年）　―第四期―

　前述のように、平等権の判例法理には様々な見解が
述べられていたが、1999年、年齢による差別を取り
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扱ったLaw v. Canada（以下、Law判決）56によって、
平等権の審査基準が確立された。
　Law判決において、Iacobucci裁判官は、まず「15

条1項の下で差別請求を決定することを求められる裁
判所は、次の三つの大まかな吟味をすべきである。第
一に、疑義が唱えられた法律が、（a）ひとつあるいは
それ以上の人格的特性に基づいて、請求者と他者との
間の形式的区別を引いているか、あるいは（b） ひと
つあるいはそれ以上の人格的特性に基づいて、請求者
と他者との間の実質的に異なった取り扱いをもたらす
カナダ社会内で、すでに不利益を受けている請求者の
立場を考慮に入れないのか。第二に、ひとつあるいは
それ以上の列挙されたあるいは類似する事由に基づい
て、請求者が異なった取り扱いに服しているか。そ
して第三に、偏見、固定概念化そして歴史的不利益
のような苦しみを救済するときに憲章15条1項の目
的を果たすように至らせるために、異なった取り扱
いが、実質的な意味において、差別するのか」57とし
てAndrews判決の流れを踏襲した上で、さらに、「15

条1項の目的が、不利益、固定概念化あるいは政治的
ないし社会的偏見を課すことを通じて、本質的な人間

0 0 0 0 0 0

の尊厳
0 0 0

と自由の侵害
0 0

を防ぐことであり、平等に能力が
あり、平等に関心、尊重そして考慮に値するカナダ社
会の成員あるいは人間として、法における平等な承認
を全ての人が享受する社会を促進することである」58

とした。では、「本質的な人間の尊厳」とは何か。
Iacobucci裁判官は、「人間の尊厳は、個人あるいは集
団が自己尊重（self-respect）と自己価値（self-worth）
を感じることを意味する。それは、身体的かつ心理的
高潔と啓発に関わる。人間の尊厳は、個人のニーズ、
能力あるいはメリットと関係のない個人の特徴ないし
は境遇に基づく不公平な取り扱いにより害される。そ
れは、彼らの差異の基礎となる状況（context）を考
慮に入れて、異なった諸個人のニーズ、能力、メリッ
トに敏感である法により促進される。諸個人と諸集団
が周辺化され、無視され、価値を減ぜられる時に、人
間の尊厳は害され、法がカナダ社会内で全ての諸個人
と諸集団の完全な場を承認する時、人間の尊厳は促進
される。平等保障の意味内で、人間の尊厳は、それ自
体で（per se）、社会における個人の地位あるいは立
場と関係するのではなく、むしろ、特定の法律に直面
している時に人が正当に感じる問題に関係する。法は、
法によって影響を及ぼされ排除される諸個人に関する
境遇のすべてを考慮に入れて、彼ないし彼女を不公平
に取り扱っていないか」59と指摘し、ある法律が人間
の尊厳を害するかを決定するときに助けとなるいくつ
かの状況的要素（contextual factors）を提示する。そ
れは、①以前から存在する不利益、②区別と請求者の

特性あるいは境遇の間の調和、③他の集団についての
向上的な（ameliorative）目的ないしは効果の存在、
④影響を及ぼされる利益の性質の四つの要素から成
る 60。
　このように、Law判決は、Iacobucci裁判官も述べる
ように、「憲章15条1項の下での差別の請求を分析す
るのに適切なアプローチは、これら様々な表現の総合
（synthesis）を含む」61として、Andrews判決というテ
ーゼ（定立）と平等三部作というアンチテーゼ（反定立）
とのまさにジンテーゼ（総合）と位置付けられるだろ
う。Law判決は、「人間の尊厳」という新たな要件を
加えることにより、平等権の審査基準を確立した。

Ⅲ. 性的指向関連の判例

　Ⅱの平等権に関する判例は、性的指向問題にどのよ
うな連関性を持つのか。ここからは、Ⅱの時代区分ご
とに、性的指向関連の判例を見ていくことにする。

1. 第一期の判例

　この時期に、カナダ最高裁判所で、性的指向の平等
問題を直接取り扱ったものはない。しかし、Andrews

判決の法理から、「ヘテロセクシュアルに与えられる
立法上の利益からゲイとレズビアンを排除すること
は、この定義（＝Andrews判決の法理―河北）によ
れば、おそらく間違いなく差別を構成する」62と考え
られた。実際、下級審ではあるが、1992年に出され
たHaig v. Canada63において、憲章15条は禁止された
差別事由として性的指向を含めるように解釈されるべ
きであるとした判例もあった。この時期の性的指向に
関する初めての最高裁判所判決としては、1993年に
出されたCanada （Attorney General） v. Mossop（以下、
Mossop判決）64がある。
　Brian Mossopのパートナー（同性）の葬式への参
列のための忌引きが拒否されたために、カナダ人権法
（Canadian Human Rights Act）の「家族の地位」条項
に反するとして訴えたMossop判決は、直接的には憲
章15条1項とは関係しない事案であった。ここでの
問題は「ヘテロセクシュアル・カップルに与えられた
利益を同性パートナーに否定することは、カナダ人権
法に矛盾しないかどうか」65であった。多数意見であ
るLamer首席裁判官とLa Forest裁判官は、保護され
る事由の一つとして、その行為において、性的指向を
含まないという議会の選択の観点から、同性家族を含
めるように広く当該法律の家族の地位条項を解釈する
ことは、不適切であるとした 66。また、La Forest裁判
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官は、「なかには、『家族』としてそのような関係に言
及するかもしれないが、それが、通常の言葉の使用に
おいて、その地位にまだ達していない」67とした。た
だL'Heureux-Dubé裁判官は、家族の地位条項の法律
解釈が同性家族を排除するということに同意しなかっ
た 68。さらに、Lamer首席裁判官は、議会が、差別の
禁止された事由のリストの中に、性的指向を含めるこ
とを決定していたら、家族の地位条項の範囲の解釈が
まったく異なっていたかもしれないと言及した 69。
　Didi Hermanによれば、「これらのゲイ訴訟当事者
にとって、彼らが上告において敗訴した一つの事案
（Mossop, 1990, 1993）は、大部分は成功していた」70

と指摘される。実際、Mossop自身もまた、この訴訟
がホモセクシュアルについて語る場を創設したので、
この訴訟を勝利と考えていた 71。しかし、Mossop判
決の多数意見は、「巧妙に支配的な家族言説という異
性愛規範を強化した」72ともいえる。いずれにせよ、
Mossop判決の先例的意義は大きくはなかった。

2. 第二期の判例

　では平等三部作の時期はどうであろうか。ここでは
前述のEgan判決（1995年）を取り扱う 73。
　同性愛者のJames EganとJohn Norris Nesbitが老齢
年金の配偶者手当を申請したが、申請を却下された
ために、高齢者保健法（Old Age Security Act）の規
定が憲章15条1項に違反するとして提訴されたEgan

判決においても、Ⅱ2で示したように、三つの見解が
出された。つまり、①Andrews判決を踏襲する見解
（Sopinka裁判官、McLachlin裁判官、Cory裁判官、
Iacobucci裁判官）、②Andrews判決を修正する見解
（Lamer首席裁判官、La Forest裁判官、Gonthier裁判官、
Major裁判官）、③第三の見解（L'Heureux-Dubé裁判官）
の三つである。
　「Miron判決における多数意見は、性に中立的な言
語（sexuality-neutral language）で書かれていたので、
Miron判決における諸原則は、異性事実婚カップルに
適用されるのとまさに同様に、同性事実婚カップル
にも明らかに適用される」74とKathleen A. Laheyが指
摘するように、Egan判決において、①の見解である
Cory裁判官は、「当該立法は、ホモセクシュアル・カ
ップルに法の平等な利益を否定する。当該法律は、メ
リットあるいは必要に基づいてではなく、単に性的指
向に基づいてこれを否定する。異性の誰かという『配
偶者』の定義は、ホモセクシュアルたちが、ヘテロセ
クシュアル・カップルと同じ方法において、持続的で、
日常の世話をする、相互に協力的な経済的相互依存を
持った関係を形成することができないし、そうしない

という固定概念を強化する。上訴人の関係は、鮮明に
そのアプローチの誤りを明らかにする。当該立法がそ
のような誤った固定概念に基づく偏見的態度を強化す
るとき、差別的影響は、まったく些細であると考えら
れ得ない。疑義が唱えられた規定の効果が、明らかに
人間の尊厳を保護する15条の目的と相容れず、それ
ゆえに、その区別は、性的指向に基づく差別の状態に
達する」75とした。また、③の見解であるL'Heureux-

Dubé裁判官は、「平等は、……個人の差異にもかかわ
らず、人間として各人の平等な価値を承認することへ
の関与を意味しない場合、何の意味もない。平等は、
私たちの社会が、二級市民としてある人々を取り扱い、
これといった理由もなく能力がないものとして彼らを
取り扱い、あるいはその他の方法で基本的な人間の尊
厳を害する立法的区別を許容することができないとい
うことを意味する」76とした。こうして、Egan判決は、
①の見解と③の見解では、性的指向に基づく差別であ
ることを認め、憲章1条によっても正当化されないと
した。
　しかしながら、②の見解であるLa Forest裁判官は、
性的指向が類似する事由であることは認めつつも、「結
婚は、太古の時代から、私たちの法的伝統の中にしっ
かりと根を張っており、その司法的伝統が、それ自体、
長い間の哲学的、宗教的伝統の反映であるということ
を言うことで十分である。しかし、真の結婚の存在理
由（raison d'être）は、これらすべてを超越しており、
ヘテロセクシュアル・カップルたちだけが生殖能力を
持ち、大抵の子どもは、これらの関係の産物であり、
一般的に彼らは、その関係の中で生活する人々によっ
て、世話され、養育されるという生物学的・社会的現
実において、しっかりと根拠を与えられる。この意味
において、結婚は、生来、ヘテロセクシュアルである。
ホモセクシュアル・カップルを含めるように結婚を法
的に定義することは可能であるだろうが、しかし、こ
れは伝統的な結婚の基礎である生物学的・社会的現実
を変えないだろう」77として、当該法律の基礎となる
機能的価値と関連性があるので、配偶者の中に、同性
カップルを含めることには同意しなかった。
　Egan判決では、Sopinka裁判官が性的指向に基づく
区別を憲章1条の下で正当化できるとしたために 78、
原告は敗訴した。これについて、Morinは、「家族の
伝統的な概念は、裁判官の多数を抑制し、社会の諸法
において、不公平な取り扱いを正当化することができ
た。ゲイとレズビアンにとって冷淡な失望に関わるこ
とであることは言うまでもない」79という。また「Egan

判決における議論は、Mossop判決における議論より
も同化主義であった」80という指摘もある。Egan判決
から言えることは、1992年にDebra M. McAllisterが
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予期したように、「基本的に社会のブロックを組み立
てるものとしての家族という結合の概念は、正確に近
代的現実を反映する」81ものであった。

3. 第三期の判例

　1998年に、性的指向の問題を考える上で非常に重
要な判決である、Vriend v. Alterta（以下、Vriend判決）
82が出された。Vriend判決でも、「15条1項へのアプ
ローチに存在する可能性があるあらゆる差異は、この
事案において、結果に影響を及ぼさないだろう。そし
て、それゆえに、それらのアプローチを告げることは
必要ではない」83というように、〈間〉の時代と特徴づ
けることができる判決であった。
　ゲイであることを理由に解雇されたDelwin Vriend

が、禁止される差別事由として性的指向を含んでい
ないアルバータ州個人権保護法（Alberta Individual 

Rights Protection Act）への異議を申し立てた事案で
Vriend判決は、全員一致で憲章15条に反するとした
重要な判決であった。多数意見では、憲章15条の検
討をCory裁判官が、憲章1条の検討を Iacobucci裁判
官が、それぞれ行っている。
　Cory裁判官は、アルバータ州の立法が、ホモセク
シュアルとヘテロセクシュアルの間の区別を引いてい
るとし、「性的指向の事由からの排除は、……ヘテロ
セクシュアルと対照的に、彼ら（＝ホモセクシュアル
―河北）への不均衡な影響（disproportionate impact）
を明らかに持つ」とし、個人権保護法がホモセクシ
ュアル集団に実質的平等を否定するとした 84。そして
Cory裁判官は、その排除は、「強くて悪意のあるメッ
セージ（a strong and sinister message）を送る。性的
指向が個人権保護法から排除されている事実は、……
性的指向という事由に基づく差別が、他の差別の形式
ほど、深刻ではないあるいは非難に値しないというこ
とを確かに提示する」とし、人権立法からの性的指向
の政府による切捨て（＝政府の不作為）は、「ゲイと
レズビアンに対する差別を黙認し、あるいは助長さえ
すること」に等しく、「このように、この排除は差別を
構成する効果を明らかに生じさせる」とした85。さらに、
Cory裁判官は、「この排除は、全てのアルバータ州の
人々に、彼らの性的指向に基づく諸個人に対して差別
することが許容可能であり、受容可能でさえあるとい
うメッセージを送る。……実際の問題として、それは、
彼らは彼らの性的指向に基づく差別から保護されない
ということを彼らに教える。あらゆる法的救済を奪わ
れ、彼らは差別という不断の恐れを受け入れ、その中
で生活しなければならない。これらのことは、ヘテロ
セクシュアルに課されていない負担である」86とした。

　Iacobucci裁判官は、「差別から人々を保護するとい
う目的が、この憲章が歴史的に不利益を被る者として
承認している集団へのそのような保護を否定すること
と合理的に結びつけられ、あるいはそうした否定によ
って促進されるということを言うのは、馬鹿げている
だろう」87とし、「政府が同時に改革の方へ一歩踏み出
す一方で、歴史的に差別の標的であった諸集団は、彼
らの人間の尊厳と平等権の保護を根気よく待つことを
期待され得ない。政府が平等を熱心に追求しない一方
で、これらの集団の権利および自由の侵害が存続する
ことが認められる場合、その時、憲章の保障は、空の
言葉（empty words）と大差ないまでに減ぜられるだ
ろう」88とした。そして、Iacobucci裁判官は、「当該
立法の主眼についての効果に関しては、あらゆる有害
な影響を見ることは困難である。個人権保護法の受け
入れられている範囲の下で包摂される全ての人々は、
彼らが性的指向を読み込むこと以前に持ったのと同じ
ように、当該法律によって規定された保護から恩恵を
受け続けるだろう。これゆえに、私は以下のように結
論付ける。立法府が人権制定法を持たないという選択
肢あるいは性的指向に基づく保護を提供した人権制定
法を持つという選択肢に直面していた場合、後者の選
択肢が選択されるだろうということを推定することが
合理的である。個人権保護法の中に性的指向を含める
ことは、……当該立法を変えないので、立法府はいず
れにしてもそれを制定しているだろうと推定すること
が合理的である」89とした。
　このように、Vriend判決は、憲章15条に反すると
して当該法律を無効とするのではなく、性的指向を禁
止された差別事由として当該法律に読み込むことによ
って、立法不作為から救済する手段をとった。
　Robert Wintemuteは「Vriend判決は、おそらく世
界におけるその種の最初の判決であった。そして、
Vriend判決は、アルバータ州立法府がそれ自体の諸
法において差別することを控えるための『消極的義務』
だけではなく、特に民間部門（private sector）において、
性的指向に対する法的保護を提供することによって行
動する『積極的義務』を持つことを効果的に含んでい
た」90と指摘する。そして、Vriend判決が性的指向の
問題について積極的に関与したことは、後の判決にも
影響を及ぼした。

4. 第四期の判例

1999年、Law判決から間もなく出されたM. v. H. （以
下、MH判決）91は、「あらゆるものを変えた」92と評
されるように、性的指向問題と平等権を考える上で画
期的な判決であった 93。
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　MH判決で問題となったのは、女性同士のカップル
であるH（＝家を所有し、仕事をする）とM（＝伝統
的な妻としての専業主婦）との関係が破綻した場合の
配偶者支援の問題であり、オンタリオ州家族法29条
における「配偶者」に同性カップルが含まれるか否か
が問題であった。また、「その判決はオンタリオ州に
しか適用されないが、裁判所の平等の解釈は、全ての
政府に対して影響を持った」94ために、MH判決は同
性婚の承認に向かう一つの重大な判決になった。また、
Vriend判決と同様、ここでも、多数意見において、
憲章15条の検討をCory裁判官が、憲章1条の検討を
Iacobucci裁判官が、それぞれ行っている 95。
　まず、Cory裁判官は、Law判決において Iacobucci

裁判官が論じたように、「15条1項の目的は、不利益、
固定概念化あるいは政治的ないし社会的偏見を課すこ
とを通じて、本質的な人間の尊厳と自由の侵害を防ぐ
ことであり、平等に能力があり、平等に関心、尊重そ
して考慮に値するカナダ社会の成員あるいは人間とし
て、法における平等な承認を全ての人が享受する社会
を促進することである」96とした。そして、15条の下で、
Cory裁判官は、「この上告において、同性カップルが
結婚できるか、あるいは、……結婚していない異性カ
ップルと同じように取り扱わなければならないかどう
かを考慮する必要性がないことは明らかである」97と
し、オンタリオ州家族法29条の「配偶者」の定義は、
「立法府が結婚した人々を超えて配偶者支援を提供す
る義務を広げることを決定したということを明らかに
示す。配偶者にもたらす義務は、もはや結婚に依拠し
ていなかった。その義務は、（ⅰ）ひとりの男とひと
りの女の間に存在する関係、（ⅱ）特定の程度の永続
性を持つ関係、（ⅲ）同棲である関係、を含むように
広げられた」98とし、「同性関係は、その最後の二つの
要件に適合する可能性がある。確かに、同性カップル
は長続きする、愛情に満ちたかつ親密な関係を形成す
るだろう。彼らがその関係の状況（context）におい
てなされた選択は、一方が他方への金銭的依存を生じ
る可能性がある」99とした。その上で、「当該立法が、
人格的特性に基づき、請求者と他者の間の形式的区別
を引いていることは、明らかである」とし、「家族法
29条の下で、当該制定法の要件に適合し得る異性カ
ップルの成員は、家族法により規定された配偶者の裁
判所による強制システムへのアクセスを得ることがで
きる。依存する配偶者に配偶者の規定を保障するのは、
このシステムである。同性カップルの成員は、彼らの
性的指向に基づいて完全にこのシステムへのアクセス
を拒否される」100とした。その区別が差別であるかを、
Cory裁判官は、Law判決で出された四つの状況的要
素を吟味し 101、「それは、彼ら（＝同性カップル―河

北）が、彼らの実際の境遇を見ないままに、異性カッ
プルと比べて、経済的相互依存関係の親密な関係を形
成することができないと判断されることを意味する。
……そのような排除は、同性関係における諸個人によ
って被られる不利益を永続させ、彼らの存在を消すこ
とに貢献する」102ために、「同性関係における諸個人
の人間の尊厳が、疑義が唱えられた法律により侵害さ
れる」103とし、家族法29条の「配偶者」の定義は憲
章15条1項を侵害するとした。
　Iacobucci裁判官は、憲章1条の下で、「配偶者」を
異性だけに限定することは、オンタリオ州政府の主張
した二つの目的を促進しないとした。その二つの主張
とは、関係破綻後の「ヘテロセクシュアル女性の経
済的境遇を改善すること」104と「子どもの保護」105

であった。前者の目的について、Iacobucci裁判官は、
「同性カップルが、異性カップルに影響を及ぼすのと
同様の経済的あるいは他の不平等によって典型的に特
徴づけられないことを提示するための証拠はあるけれ
ども、……これが、支援を求める権利がなぜヘテロ
セクシュアルに制限されるのかを説明していない」106

とし、「同性カップルは、彼らの関係が典型的により
平等主義であるために、配偶者支援の制度へのアクセ
スを持つべきではないということは、回答がない」107

とした。さらに、第二の目的である「子どもの保護」
について、Iaccobucci裁判官は、「当該家族法は、同
時に、過小包摂的（underinclusive）かつ過剰包摂的
（overinclusive） である」とし、「異性カップルの成員は、
彼らが親であろうとなかろうとにかかわりなく、そし
て彼らの生殖能力あるいは生殖願望にかかわらず、配
偶者支援を求める資格を与えられるために、配偶者支
援の諸規定は過剰包摂的で」あるとした 108。さらに、
Iaccobucci裁判官は、過小包摂的であるのは、「子ど
もの割合が増加するのは、養子、代理母制度そして精
子提供による人工授精の結果として、レズビアンとゲ
イのカップルにより、身ごもられ、養われる」ためで
あるのに、「配偶者支援の報酬から生じる利益を、親
が同性関係であるからのみで、彼らの子どもに否定さ
れるのでは、子どもを保護するという目的が不完全に
しか達成され得ない」ためであるとした 109。
　そのような理由から、憲章1条による正当化もでき
ないとしつつ、MH判決は、家族法29条の効力がな
いことを宣言したが、六か月間、宣言を延期すること
にした。というのも、「家族法29条が効力あるいは効
果がないと宣言することは、『配偶者』という語の類
似の定義に依拠する膨大な他の制定法に影響を及ぼす
かもしれない。立法府は、家族法29条の違憲性に照
らして、これらの制定法の有効性を申し入れようとす
るかもしれない。……立法府は、より包括的な方法に
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おいて、これらの問題を申し入れるために、いくつか
の自由裁量を与えられるべきである」110からである。
　Wintemuteは、MH判決が「（結婚していない異性
カップルと比べて）結婚していない同性カップルに対
する性的指向に基づく直接的な差別を、トランプの家
（house of cards）のように崩壊させるための原因とな
った」111とする。しかし、MH判決は、新自由主義の
「民営化の政治（politics of privatization）」という、よ
り広いコンテクスト内でも評価されなければならない
ことも指摘される 112。いずれにせよ、MH判決によっ
て、配偶者という語の中に同性カップルを含めること
を承認したことは、性的指向の問題を考える上で、非
常に重要な意義があろう。

Ⅳ. 平等権と性的指向問題の連関性
の要因

　Ⅱ、Ⅲからも、平等権の判例における進展が、その
まま性的指向の問題にも影響を及ぼしていることが分
かる。つまり、平等権判例が進展するにつれて、性的
指向の法承認の内容も充実し、「配偶者」という家族
像に関係する事柄においても、同性愛者まで含めるよ
うに解釈するようになっている。では、その要因とし
て何があるのか。そのことをここからは概括的に論じ
ることにする。

1. 要因1：「人格的特性」

　まず忘れてはならないのが、当初から性的指向に基
づく区別が、憲章15条1項が保障する「列挙された
あるいはそれに類似する事由」にあたると考えられて
いることである。その重要な要素が、Andrews判決で
も指摘されたように、個人あるいは集団の人格的特性
である。この人格的特性は、La Forest裁判官によれば、
「不変」の特性であり 113、Egan判決においても、性的
指向は、「変更不可能あるいは受け入れがたい個人の
コストにおいて変更可能である深い人格的特性」114

としている。このように、性的指向という事由は、列
挙はされていないものの、それに類似する事由として、
禁止された差別事由に含まれると承認されている 115。
このような初期条件があったことは、この問題を考え
る上で重要であろう。

2. 要因2：「人間の尊厳」

　では、平等権判例の進展とともに、なぜ性的指向へ
の権利の枠が広がっていったのか。この要因として、
「人間の尊厳」という語が鍵となるのではないだろうか。

　すでにAndrews判決において、McIntyre裁判官が「平
等の促進は、彼らが平等に関心、尊重そして考慮に値
する人間として法で承認されるという認識において
全てが安定した社会の促進を伴う」116と指摘するよう
に、「人間の尊厳」への萌芽がみられた。そして続く
平等三部作の時期には、多数意見において、「人間の
尊厳」が平等権を保障する目的であることが言及され
ていた。同様に、〈間〉の時代においても、「人間の尊
厳」ということに何度も言及していた。さらに、Law

判決では、「本質的な人間の尊厳」は、平等権を審査
する上において、重要な要素であるということを明言
した。
　この「人間の尊厳」という語が登場し、それが判例
法理として確立するにつれて、性的指向問題において
も、当初の憲章15条1項の差別事由に性的指向も含
まれるという判断から、Law判決で「人間の尊厳」が
平等権の重要な要素であることが認められた後に出さ
れたMH判決において、「配偶者」にも同性愛者が含
まれるというように、性的指向への権利が、平等権判
例の進展とともに、そして「人間の尊厳」という概念
の進展とともに、拡大していったということができる。
　確かに、Law判決で確立された「人間の尊厳」に対
しては、否定的な論者もいる。Peter W. Hoggによれば、
「人間の尊厳」という要素は、平等の権利請求者とって、
曖昧で困惑させ厄介なものにし、Andrews判決におい
て批判された考え方である不合理で不公平な区別だけ
に憲章15条は制限されるという考えに戻るものであ
るとされる。また、Hoggは、憲章15条にこのような
価値判断的な段階を導入することにより、憲章15条
と憲章1条との関係性が不明確になり、さらに、15条
にあらゆる新たな要件を課すことは、権利請求者の立
証責任を増加するという望ましくない効果を生じるた
めに、Andrews判決において確立された法理は、「人
間の尊厳」を準則として入れるよりも、かなり優れて
いるとする 117。
　しかしながら、肯定的な見解もある。まずHoggの
立証責任の増加という問題は、Law判決自体が、「15

条1項の権利請求者は、状況的要素への参照を通し
て、彼あるいは彼女の平等権の侵害を立証する負担を
生むけれども、権利請求者が、人間の尊厳あるいは自
由の侵害を示すために証拠を挙げなければならないと
いう事案では必ずしもない」118とし、立証責任につい
ては、かなり緩和された見方を裁判所自体がしている
ということもできる。またErrol P. Mendesによれば、
Andrews判決は、同一状況審査の否定により、アリス
トテレス的形式的平等という見方を否定しており、ま
たAndrews判決は個人だけを主体とすることなく集
団をも主体とし 119、ここには差異を取り扱うことを表
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しているとも言え、さらに、「特に列挙された人々に
類似する事由に基づいた権利請求者に15条1項の保
護を最高裁判所が広げているという事実は、私たちの
社会で脆弱な集団の人間の尊厳の保護を強化する」120

として、Andrews判決から、「人間の尊厳」への考慮
があったと指摘される 121。さらに、Mendesは、「人
間の尊厳の中核は、共同で思いやりを理解し、共同で
不必要な苦しみを救済する正義への必要を理解するた
めの人間の能力である」122とし、二つの提言をする。
それは、「1．市民の平等の概念は、全ての市民の同一
の取り扱いを意味しない。平等な人間の尊厳は、平等
として取り扱われることを個人と集団に許すために差
異が尊重されるということを要求する。平等な人間の
尊厳を保護するために必要とされる異なった取り扱い
を、特別な地位あるいは逆差別としてみなすよりむし
ろ、そのような異なった取り扱いは、カナダ社会の思
いやりの表明とその基本的な正義感として促進される
べきである。異なって取り扱われることを必要とする
正当な差異が何かについて、カナダの中で持続的討論
があることを必要とする。／2．人間の尊厳は、政府
の行為と過小包摂性による不利な影響、構造的差別が、
市民、裁判所そして政府により、一掃され、除去され
るべきことを要求する。社会的および経済的システム
は、周辺化された集団を周辺に分類するように広げら
れるよりむしろ、最初から包摂的であるように策定さ
れるべきである」123という二つである。
　さらに、肯定的見解として、Denise G. Réaumeの
見解がある 124。Réaumeは、実質的平等の実現のため
に、「人間の尊厳」という要件の重要性を指摘する。
Réaumeは、その点で、Andrews判決はかすかに実質
的平等に向かっている判決であり、また平等三部作
は、多数意見（Andrews判決を踏襲する見解＋第三
の見解）には、「人間の尊厳」が登場するが、少数意
見（Andrews判決を修正する見解）には、「人間の尊
厳」への言及がなく、「彼らは、用いられる区別が立
法目的と関連性がないときだけ、立法が15条を侵害
する」125と考えているとする。そして、平等権の実質
的基盤として「人間の尊厳」を具体化したLaw判決
に対して、Réaumeは肯定的な意見を述べつつも、「尊
厳に基づく分析は、平等権法に本当の実質を与えるた
めの潜在能力を持つ」126とし再構成の余地があると
し、偏見、固定概念、尊厳が構成する利益の三つを詳
細に考察する。その考察の結果、Réaume は、Law判
決で出された四つの状況的要素は、排除された集団そ
れ自体の性質とその集団に否定された利益の性質に私
たちの焦点を向けることにしたがい、一つにまとめら
れるとし、前者の集団の性質は、典型的に偏見と固定
概念が立法の起草において作用している可能性がある

ことを疑うための理由に私たちを導き、後者の利益の
性質は、否定された利益が尊厳をもった生活に決定的
であるかどうかについて討論を導くべきだとする。ま
た、Réaumeは、集団それ自体の吟味からくる鍵とな
る要素は、その集団がメインストリームから歴史的に
周辺化されたかどうかであるとし、「構造的に不利益
を課すことは、差別の初期の諸状況（contexts）と直
接に結び付けられることなしに排除を強化する社会的
原動力を生み出し得る。裁判所は、新たな区別がその
効果の直接的非難と同様に、ある集団について劣等性
の雰囲気を生み出すことを可能にするために、新たな
区別がそのような原動力に貢献しないことを保障する
ことに敏感であるべきである」127とする。さらに、
Réaume は、「硬性な定式は、平等権が侵害されたの
かどうかについての決定の中心にある解釈的行使を捉
えることができない。むしろ、私たちは、より緊急
に、私たちの政治文化において尊厳とその意味につい
て社会的対談を始める必要がある」とし、「法的議論
は、立法的区別が影響する人々の生における立法的区
別の意味を非尊厳の三つの形式のうちの一つと結びつ
けることに焦点をあて、立法的区別が含む劣等性の含
意を具体化することに焦点をあてるべきである」とす
る 128。
　実際、カナダにおいて、Andrews判決の枠組みに
Law判決で加わった「人間の尊厳」という要素を媒介
として、性的指向への権利が飛躍的に広がっているこ
とは、Ⅱ、Ⅲの判例動向を見れば明白であろう。当初、
異性愛規範の強かったカナダで、配偶者に同性愛者を
含めることまで承認するに至ったのには、やはりその
底流に、お互いの差異を承認しつつ、平等を促進する
という裁判所の努力があったからであろう。Réaume 

が、「たとえ書かれていなくても、支配する集団のイ
メージにおいて構築された公的制度とプログラムは、
他者が社会と社会の事業に参加する資格を平等に与え
られないし、平等に社会の制度の成員ではないという
メッセージを伝える。この種の非尊厳は、一部分にお
いて、否定された利益の意義に依拠する。あらゆる表
面上中立的な規範は、その利益からいくつかの集団を
排除する。その排除の効果が偏見と一貫した固定概念
に結び付けられ得ない場合、危機にさらされている利
益が尊厳という生に重要である場合に限り、それは不
当である」129と指摘するように、平等権において「人
間の尊厳」を見ることは、重要な視点である。
　前述したEgan判決において、「人間の尊厳」を考慮
していなかったLa Forest裁判官の言説は、明らかに
異性愛規範に基づく偏見あるいは固定概念によって判
決が出されていた。その一方で、Vriend判決のように、
「人間の尊厳」を考慮し、またMH判決のように、「人
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間の尊厳」が判決における要件になってから、性的指
向への権利が拡充されていったことからも、「人間の
尊厳」が、判例に与えた影響力は小さくはないだろう。
　異性愛規範の瓦解が、カナダでは進んでいる。その
ことは、同性婚を承認したことからも言える。しかし、
MH判決で言及したように、同性愛者を配偶者に含め
ることと結婚の承認とは異なる。同性婚をどのように
して認めていったのかを考察するには、まだこれだけ
では不十分である。同性婚についての考察は、他日を
期したい。

Ⅴ. おわりに

　本稿では、カナダ憲法における平等権が性的指向へ
の権利を認めることに重要な役割を果たし、なかでも、
「人間の尊厳」という要素が重要な役割を果たしたこ
とを指摘した。
　ここで重要なことは、社会における異性愛規範をど
のように緩和していくのかということであった。この
点で興味深い言説を考察して、本稿を締めることとし
たい。
　かつて内野正幸は、同性愛者の権利についての論稿
で、以下のように述べている。「ホモ権論に好意的な
論稿を書いたりすると、もしかしたら執筆者の私自身
がホモなのではないか、という疑いをかける読者もい
るかもしれない。残念ながら、私は、ホモの気がない
ばかりか、同性愛にある種の嫌悪感を抱いている一般
人の一人にほかならない」130。これに対して、角田由
紀子は「同性愛＝性的異常とする考え方は広く社会に
あるから、『社会通念』に立って判断した裁判官のみ
を批判できないかもしれない。同性愛者の人権に理解
を示しているつもりの法律家でさえ何となく、『いえ、
こう言ったからといったって私は別にホモではありま
せん』などと言い訳をするほどなのだから」131と指摘
する。この反論に対して、内野は「憲法＝タテマエの
世界と、感情＝ホンネの世界とは別だ、というのが、
私の考えであった。つまり、ホンネの部分では、自分

0 0

はホモはいやだ、という。タテマエの部分では、国家
0 0

はホモの人権を保障すべきだ、という」132と反論する。
　この二人の論争には非常に面白いものを感じる。
Philip Girardは、1980年のカナダにおけるある世論
調査で、その3分の2がホモセクシュアル関係を是認
していないが、しかし、3分の2がヘテロセクシュアル・
カナダ人と同等の権利をホモセクシュアルも持つべき
だと答えていることを指摘し、以下のように述べる。
「（ホモセクシュアルに―河北）寛容であることと（ホ
モセクシュアルを―河北）是認しないことは、共存す

ることができる。実際に、それは人権という全体の法
の基本的前提である。その社会は、たとえ多様性がと
られる全ての形式を是認しなくても、生の一定の領域
において多様性に寛容でなければならない」133。
　多様性を承認するということは、個人に内在する異
性愛規範と社会に内在する異性愛規範とを峻別するこ
とが重要であるのかもしれない。社会の中で異性愛規
範を瓦解させることは、重要である。しかし、個人の
中の異性愛規範を瓦解させることは、容易ではない。
勿論、理想的には、個人に内在する異性愛規範を取り
除いていくことも重要である。しかし、社会に内在す
る異性愛規範は、そもそも多様性の中を生きる個人を
承認するために、許されるべきではない。カナダに現
れた多文化主義というものは、社会の中の多様性を認
めるというごく常識的なことを示唆しているのかもし
れない。
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