
Ⅰ. はじめに

　2003年7月16日、「性同一性障害者の性別の取扱い
の特例に関する法律」（以下、特例法）が成立し、翌
2004年7月16日に施行された。同法は、性同一性障
害（Gender Identity Disorder：GID）1と診断された者
のうち特定の条件を満たす者に対して、家庭裁判所の
審判を経ることによって法令上の性別の取り扱いを性
自認 2に合致するものに変更することを認め、戸籍上
の性別記載を変更できるものとした法律である。
　GIDに焦点を当てたこの特例法は、日本においてセ
クシュアル･マイノリティとしてのGID当事者に、正
式に社会的地位を付与した政策といえる。GID当事者
に対して、性別適合手術が行われるようになったのは
1998年のことであり、5年遅れての法整備であった。
これで、手術による身体的性別変更に加え、法的にも
性別変更が可能となった。
　「性とは何か」、「ジェンダーとは何か」という問い
に関する繊細な事柄を正面から扱ったかのように見え
るこの政策は、「ジェンダーからの解放」を掲げる男
女共同参画社会とはどのような関係にあるといえるの
だろうか。特例法の成立は、一見、性 3の多様性を認
める余地をもち、性別二元論により与えられる規範を
問い直すという点において、男女共同参画社会との親
和性は高いものであると考えられる。しかしながら、
現実に特例法によって救われるのは、ジェンダー・ア
イデンティティ（gender identity）4を明確に一方の性
に定めることのできる一部のGID当事者のみである5。
特例法の枠組みにおいて、性の多様性は、可能性すら
存在できないのが実態である。
　ここで問題となるのは、本来ならばジェンダー主流

化（gender mainstreaming）6の流れの中に位置付けら
れうるはずの特例法が、なぜ、またどのようにして性
別二元論の枠組みの中に取り込まれたのか、という点
である。その原因の一つには、議員立法という立法形
式における「見えない審議過程」があると考えられる。
法案提出後10日で成立にいたり、「スピード可決」と
評価あるいは揶揄されたこの法案は、どのような政治
過程を経て成立にいたったのであろうか。その過程を
探るための前段階として、本稿を置くこととする。
　本稿の構成について、簡単に述べておきたい。第Ⅱ
節では、議論の前提として、特例法とGIDについて
概観する。第Ⅲ節では、男女共同参画ビジョンと男女
共同参画2000年プランをベースに、ジェンダー主流
化の流れを確認する。あわせて、特例法が、ジェンダ
ー主流化の中に位置付けられるものであることを確認
する。第Ⅳ節では、特例法をめぐる諸研究を、当事者・
社会学的視点に依拠するものと、法律学的視点に依拠
するもの（主に憲法と民法）とに分けて、それぞれ概
観する。また、それらの研究においては政治的観点か
らの分析が十分でないことを指摘する。そして、ジェ
ンダー主流化の理念と特例法との親和性にもかかわら
ず、ジェンダー・バッシングの立場からの賛同が、逆
説的に、早期の成立に寄与した可能性について論じる。
第Ⅴ節では、法案成立にいたるまでの時期における議
事録を参考に、議論を概観し、部分的ながら、国会に
おいて認識されていた性別変更をめぐる論点を洗い出
す。

Ⅱ. 特例法とGID

　本稿において議論を進めていくうえでの前提となる

性同一性障害者特例法を
めぐる現代的状況

―政治学の視点から―

竹田　香織

094



事柄であるため、まず、特例法とGIDに関してここ
で見ておきたい。

1. 特例法の概要

　特例法については、既にさまざまな文献において紹
介されているため 7、ここでは詳述は控える。同法に
より、一定の要件を満たした「性同一性障害者」は、
家庭裁判所に申し立てを行うことによって、戸籍上の
性別変更が認められるようになった。以下に、特例法
第3条第1項にある、性別変更が認められる要件 8を
列挙する。
①20歳以上であること
②現に婚姻をしていないこと
③現に子がいないこと 9

④ 生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的
に欠く状態にあること

⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に
係る部分に近似する外観を備えていること

　なお、この法律における「性同一性障害者」には、「生
物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理
的にはそれとは別の性別（以下、「他の性別」という）
であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的
及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有
する二人以上の医師の一般に認められている医学的知
見に基づき行う診断が一致しているもの」という定義
が与えられている（特例法第2条）。

2. GIDとは

　法律上における「性同一性障害」の定義は前述のよ
うになされているが、そもそもGIDとは何であろうか。
この問題については、各分野において研究がなされて
いるため、詳細に関してはそれらに譲る 10が、本稿で
も簡単に触れておきたい。
　GIDとは、「生物学的な性」と「性の自己意識（性
自認）」が一致しない状態を指す。WHO（世界保健
機関）の ICD-10（ICD=The International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Prob-

lems、『国際疾病分類』の第10版）、およびアメリカ精
神医学会のDSM-Ⅳ -TR（DSM=Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorders、『精神疾患の診断・
統計マニュアル』の第4版修正版）などの国際診断基
準によって定義付けられる精神医学上の疾患名であ
る 11。日本精神神経学会（2006）によると、GIDの診
断は以下のような手順で行われる。

（1）ジェンダー・アイデンティティの判定

　DSM-Ⅳ -TRや ICD-10を参考にしながら、以下の
ことを中心に検討する。
①自らの性別に対する不快感・嫌悪感を持つ
②反対の性別に対する強く持続的な同一感を持つ
③反対の性役割を求める

（2）身体的性別の判定

① 原則として、MTF12は泌尿器科医、FTM13は婦
人科医により実施される。染色体検査、ホルモ
ン検査、内性器ならびに外性器の診察ならびに
検査等。
② インターセックス、染色体異常など、身体的性
別に関連する異常の有無を確認。

　以上のような点を総合的に判断して、身体的性別と
ジェンダー・アイデンティティが一致しないことが明
らかであれば、GIDであると診断されることとなる。

Ⅲ. 特例法とジェンダー主流化

　特例法の成立は、一見、男／女として性を固定化す
る性別二元論とは異なり、性別を越境しうるという意
味において、性の多様性を認める立場に立った施策で
あるように見える。もしそうであれば、この法律は、
ジェンダーのあり方そのものを問い、最終的にジェン
ダーからの解放をも視野に入れた見方をもつジェンダ
ー主流化という考えとも、両立しうるものといえない
であろうか。本節では、この問いに答えるべく、特例
法とジェンダー主流化との関係を検討する。
　男女平等を実践するための政策といえば、「女性政
策」という言葉がしばしば用いられる。「女性政策」
には、「通常、女性（と子ども）を対象とする政策、
ないしは女性のための政策」（大沢 2000：2-3）や、「国・
地方公共団体が立案・実施する、女性の福祉や地位の
向上など女性の選択肢をふやし、多様な女性の生き方
を支援することを目標とする政策」（大海 2003：113

下）といった定義が与えられるのが一般的であろう。
なにも、政策の受益者が「女性に限定されているわけ
ではないが、女性が多いために、女性政策とよばれて
いる」（大海 2003：113下）のである。すなわち、女
性問題の解決や女性の地位向上に主眼をおいた政策
が、女性政策であるといえよう。大沢（2000）によれば、
1990年代後半に入って、そういった従来の女性問題
解決あるいは女性の地位向上を目指すものから、「ジ
ェンダーからの解放（ジェンダー・フリー）」および
「ジェンダー主流化」へと、政策の枠組み（パラダイム）
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が転換したという。そして、その転換の契機となった
のが、「男女共同参画ビジョン」であり、「男女共同参
画2000年プラン」であるとする（大沢 2000：2-3）。
パラダイム転換にあたるものとして、両者がそれぞれ
どのような特徴を持っていたのかについて概観する。

1. 男女共同参画ビジョンと男女共同参画
2000年プラン

　「男女共同参画ビジョン」と「男女共同参画社会の
形成の促進に関する平成12年（西暦2000年）度まで
の国内行動計画（男女共同参画2000年プラン）」は、
1999年に公布された男女共同参画社会基本法の前段
階となったものである。
　1994年6月の政令により、首相の諮問機関として、
男女共同参画審議会が総理府に設置された 14。同審議
会は、1994年8月に内閣総理大臣から受けた、「男女
が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、共に責任を担うべき男女共
同参画社会の形成に向けて、21世紀を展望した総合
的ビジョン」についての諮問に対し、前年の第4回世
界女性会議において採択された北京行動綱領および北
京宣言を視野に入れ、1996年7月に「男女共同参画
ビジョン（以下、「ビジョン」とする）」を答申した。
この「ビジョン」は、目指すべき男女共同参画社会の
包括的な姿をはじめて明らかにしたものとされる（大
沢 2000：12）。大沢（2000）は、「ビジョン」の「は
じめに」の第一文「男女共同参画―それは、人権尊
重の理念を社会に深く根づかせ、真の男女平等の達成
を目指すものである」という文言と、第一部「男女共
同参画の基本的な考え方」における「この答申は、女
性と男性が、社会的・文化的に形成された性別（ジェ
ンダー）に縛られず、各人の個性に基づいて共同参画
する社会の実現を目指すものである」という文言を引
用し、次のように述べている。すなわち、大沢は、ビ
ジョンが「『男女共同参画』を『真の男女平等』の達
成に向かうプロセスととらえ」ており、さらに、「『男
女共同参画』は“gender equality”をも超えて、ジェ
ンダーそのものの解消、『ジェンダーからの解放（ジ
ェンダー・フリー）』を志向する」という趣旨をもつ
ものであることを示し、「ラディカルというに値する」
と評価している（大沢 2000：13）。
　この「ビジョン」に基づいて政府が策定したのが、
「男女共同参画2000年プラン（以下、「プラン」とす
る）」である。政府は、1996年12月12日、「ビジョン」
および北京行動綱領や北京宣言などを基に作成した
「男女共同参画2000年プラン」（案）を男女共同参画
審議会に諮問し、「妥当」との意見を受けて、翌13日
に「プラン」を決定した。これは、可能ならば1996

年末までに各国政府が自国の行動計画を開発し終える
ことを求めた北京行動綱領 15に答えるものであった。
　前述した「ビジョン」で見られるようなジェンダー
に関する考え方が、そのまま「プラン」の方にも引き
継がれているかについては否定的な意見が多い（内閣
府男女共同参画局 2004：32）。一方で、大沢（2000）は、
両者の時間的射程の違い（「ビジョン」は2010年度ま
で、「プラン」は2000年度まで）と施策の体系の差を
理由に、「プラン」は「ビジョン」の「趣旨に概ね沿
うもの」と理解しうるとする（大沢 2000：19-20）。
ゆえに、「プラン」は、「ジェンダーからの解放」とい
う戦略的ジェンダー課題 16を究極の目標として、「ジ
ェンダー主流化」を基本目標の筆頭に掲げる政策体系
といえ、女性政策の「新しい段階を拓いたもの」（大
沢 2000：20）と位置付ける。
　こうした大沢の見解は、男女雇用機会均等法の改正
というかたちとも合致していると見ることができる。
そこで、次に、ジェンダー主流化の観点から、均等法
改正の変遷を概観する。

2. 男女雇用機会均等法

　男女雇用機会均等法（正式名称は「雇用における男
女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律」。以下、均等法）は、1985年、日
本が女性差別撤廃条約（正式名称は「女子に対するあ
らゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。国連採択は
1979年）を批准したことを受けて、そのための国内
法整備の一環として制定された。1947年制定の労働
基準法が、賃金以外の男女差別については明確に禁止
する条文を持たなかったのに対し、均等法は賃金以外
の労働条件に関する男女差別を規制する具体的な立法
であった（浅倉 2007：35-36）。以下では、改正ごと
の理念の変遷について見ていくこととする。
　1985年制定の均等法の理念は、女性差別撤廃条約
に依拠している。同条約は、女性に対する差別は人間
の尊厳に反し、社会および家族の繁栄の増進を阻害
するものである、という考えを基本理念に据えてい
る。さらに、母性の社会的重要性と、子の養育に対し
ては男女および社会全体が責任を負うことの必要性の
認識の下、政治、社会、経済、文化などあらゆる分野
における女子に対する差別を撤廃するため、適当な措
置をとることを締約国に要請するものである。雇用の
分野においては、母性保護措置は差別とみなしてはな
らないとする一方、女子一般に対する保護は女性に対
して差別的効果があるとして解消を求めている（赤松 

1985：45-62）。日本においては、憲法第14条に規定
された基本的人権の一つである「男女平等」をベース
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に、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇
の確保を促進する措置をとるとともに、女子労働者が
職業生活と家庭生活との調和を図ることができるよう
にするための就業援助の措置等を柱として、均等法は
制定された（赤松 1985：235-238）。
　均等法は1997年に改正される（1999年施行）。「福
祉法」的側面と片面的な性格 17への批判を受けて、名
称も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律」とされ、1997年改正均等法
第1条の「目的」および第2条の「基本的理念」から
女性の「福祉の増進」という文言が削られた（浅倉 

1999：34-38）。また、募集・採用から定年・退職・
解雇にいたる雇用の全ステージにおいて努力義務規定
がなくなり、使用者による女性差別が禁止されること
となった。一方で、妊娠中および出産後の健康管理に
関する措置を、これまでの努力規定から事業主の義務
規定へと改正した。このように、改正均等法は、女性
差別の禁止と母性健康管理のための法律という側面が
強くなった（浅倉 1999：42-43）。
　しかしながら、依然として積み残した課題は多く、
同法は2006年に再度改正された（2007年施行）。も
っとも論議を巻き起こした改正点の一つに、間接差
別禁止規定がある。「間接差別」という考え方による
と、たとえ使用者が表面的に性中立的な条件や基準を
採用し、職場の男女にそれを平等に適用したとして
も、そのような条件・基準によって結果的に多数の女
性が不利益を被る場合、その条件・基準の適用自体
が、女性を「間接的に差別した」ことになりうるので
はないかと推測される。2003年に日本に提出された
女性差別撤廃委員会（Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women：CEDAW）の「最
終コメント」の中には、国内法に差別の明確な定義が
含まれていないことを懸念し、直接差別および間接差
別を含む、女性に対する差別の定義が国内法に導入さ
れることを勧告する旨の指摘があった。この点につ
き、結局「間接差別」という表現は文言上用いられず、
その基準については、第7条「性別以外の事由を要件
とする措置」という見出しの下、省令による限定列挙
という形をもって規定されることとなった。このよう
に、限定的ではあるものの、均等法がめざす平等概念
は、男性の働き方の基準に女性を合わせる「男性なみ
平等」ではなく、家族的責任をもつ男女が満たせる基
準による平等であることを具体化したということがで
きる（浅倉 2007：38-46）。また、2006年の改正点の
一つに、「女性労働者に対する差別の禁止」から「性
別を理由とする差別の禁止」へと、差別の定義が広げ
られた点がある。
　このように、均等法は、徐々にジェンダー主流化に

沿う形で法改正が行われてきているといえる。すなわ
ち、ジェンダー主流化の流れの中に位置付けられてい
るということができよう。

3. ジェンダー主流化における特例法

　以上のように、ジェンダー主流化の理念は、男／女
を軸とした、規範としての性別二元論を問い直すこと
につながりうるものといえる。こうした考え方は、
GIDを通して、生まれもった性を固定的なものとは考
えないという意味において、性の多様性の許容という
点から、特例法とも親和性をもちうるものであると考
えられる。では、特例法は、こういったジェンダー主
流化政策の流れの中に位置付けることができるのであ
ろうか。
　ジェンダーとは、セックス（生物学的性）との対比
において社会的・文化的性を意味するとされており、
人の性自認の確立に深く関わることである。さらに、
近年では、ジェンダーという概念を、従来の生物学的
性と社会的・文化的性の二分論を越えて、「性差や性
別についての観念・知識」のように広く定義する用法
が採用されてきている。こういったジェンダー概念を
鑑みるに、GIDに焦点を当てた特例法もまた、ジェ
ンダーを扱う政策の範疇に入りうるものであると考え
られる。この点に関連して、佐倉（2006）は、公的
書類の性別記載を見直す動きがいくつもの地方公共団
体で見られることに触れて、男女共同参画社会づくり
とセクシュアル・マイノリティが生きやすい環境を整
備することとの共通性を見出している（佐倉 2006：
177-178）。このことからも、男女共同参画社会すな
わちジェンダー主流化と特例法とは、同局面において
とらえることができるといえよう。

Ⅳ. 特例法に関する先行研究

　前節では、特例法が、男女共同参画社会の理念であ
るジェンダー主流化と親和的でありうるということを
論じた。それでは、特例法の成立に対しては、性別二
元論の観点から、これまでどのような見解が示されて
きているのであろうか。特例法をめぐる研究は、当事
者および社会学的視点によるものと、法律学的視点に
よるものとに大別できる。以下、順に見ていく。
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1. 当事者・社会学者 18の視点

　特例法の成立にあたっては、GID当事者たちの強い
ニーズが大きく影響したことを考えるならば、まず、
その当事者たちがどのように特例法をとらえているか
を押さえておく必要があるだろう。
　当事者や社会学者において、特例法に対し、無条件
で評価するというものは、管見のかぎりではほとんど
ない。その問題点を指摘する声はやはり多いのである。
しかしながら、その中でも比較的、従来は認められて
こなかった性別変更を可能にしたとして、第一歩を踏
み出したことへの評価を重視するものと、他方で、成
立した特例法が新たに問題を生み出している側面を強
調するもの 19とに分けられる。それぞれについて、以
下に見ていく。
　特例法の成立自体を評価するものとしては、虎井
（2003）や上川（2007）が挙げられる。これらは特例
法の改善すべき点を指摘する一方で、見直し条項とし
ての附則を肯定的に評価し、立法自体がまずは一歩前
進であることを重視する。従来は、性別変更を望む当
事者たちが、家庭裁判所に戸籍の性別記載の変更を申
し立てるも、司法の場においてはほとんど認められて
こなかった、という。司法も行政も対応できない状況
の打開は立法によるしかないが、世論の関心、議員立
法の機運が高まっていた2003年の第156回国会の機
を逃せば「この先当分のあいだ絶望的になる」（上川 

2007：114）。そうした、当事者全員を相変わらず社
会制度の埒外に留まらせ、依然として誰一人救われな
い事態を回避するためには、批判点のある要件の削除
を求めるよりも、法案を通すことを優先させる方が「現
実的かつ唯一の選択肢」であり、「苦渋の決断」であ
ったと考えられたわけである（上川 2007：92-102、
108-116）。
　一方、特例法の問題を指摘するものとしては、佐倉
（2006）がある。「『性別には男か女しかなく、かつそ
れは出世時の外性器の形状によって決まる』というき
わめて単純」で固定的な従来の性別概念に対して、「じ
つは途中で変わったりすることもあるようなものなの
だ」と「法的に正式に制度化されたことの意義は大き
い」としながらも、特例法に対して唱えられうる異議
として6点挙げている（佐倉 2006：123-130）。第一に、
GIDの障害化と性別における自己決定の否定である。
GIDはあくまで特殊な病気であり、当事者は障害者な
のだから特別に救済するのだという発想の正しさを疑
問視する。第二に、特例法の規定により、「自己を身
体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思
を有する」者のみ

4 4

がGID当事者であるというような、
当事者概念の画一化が生じかねないことである。実際

には、GIDに悩む当事者の中にも、自身の「『身体を
望む性別のものに変えること』に重点を置く者もいれ
ば、社会的な性役割などを『希望の性別のもの』にす
ることを優先する者もいる」（佐倉 2006：125）。にも
かかわらず、定義の押しつけになるなら、それは新た
な差別を生む危険性すらあるのである。第三に、佐倉
は、個人のありのままの状態を病理化し、医療化して
しまうことを挙げる。第四に、家庭裁判所への申し立
てが必要であるという手続きの厳しさを挙げ、第五に、
異性愛主義に基づく固定的家族観が法に貫かれている
ことを指摘する。第六には、身体改造の義務化を挙げ
る。これは、第二の点とも関係しており、手術を希望
する人のみが真のGIDであるという画一化に加えて、
さらに、特例法には、優性思想の影と典型的な性器主
義をも見て取れることが述べられている。
　また、特例法の問題点を挙げるにとどまらず、特例
法の副作用ともいうべき現象について言及しているの
が吉野（2008）である。吉野（2008）は、一見、性
の多様性をすくいあげるかに見える特例法が、実際に
は医療状況の変化と併せて、当事者のライフコースを
限定しているのだと指摘する。吉野は、特例法には3

つの問題点があると述べる。第一に、特例法を基準に、
特例法によって戸籍を書き換え、生まれ持った性とは
「逆の性」に同化・埋没することに成功した「性同一
性障害エリート」と、そうではない当事者である「落
ちこぼれ」を現出させたこと、第二に、特例法適用と
なるための5つの要件について妥当であるか否かが疑
わしいこと、第三に、特例法制定が、GIDの枠組みを
強固に再編したこと、を挙げている。特に3つ目につ
いては、GID当事者が主張する「身体違和」「性別違和」
の概念が、「GID規範」として当事者自身を自縄自縛
にしていってしまうことを指摘する 20。
　より社会学的な研究としては、GID当事者らへのア
ンケート調査をもとに、当事者らの特例法に対する評
価を分析した田端・石田（2008a）や、そのアンケー
トにおいて回答にあらわれてこない部分（NA/DKや
欄外への書き込み）に焦点をあてた田端・石田（2008b）
がある。また、GID当事者らへのインタビューにもと
づいて分析を行った鶴田（2008）、石田（2008b）がある。

2. 法律学的視点―憲法学

　特例法に関しての法学者による検討には、憲法学的
見地からのものと、民法学的見地からのものとに大き
く分けられる。
　憲法学の嶋崎（2004）は、GIDをめぐる認識につ
いて、近年は改善されつつあるものの、「性転換手術
の実施が障害の『治療』として刑法上正当化されるに
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すぎないように、GIDは憲法とりわけ人権の問題とし
て十分把握されていない」と指摘する。「人権の問題
と考えれば、特例法での戸籍上の性別変更の制限も憲
法上問題となる」（嶋崎 2004：10）。嶋崎によると、
GID当事者であること自体の否定は、憲法第13条後
段にある公共の福祉によっては正当化できず、憲法第
13条前段の「個人の尊重」原則に反する。一方、性
別適合手術や戸籍の性別変更等は、個人の意思が働き
うるため、「個人の尊重」それ自体ではなく、第13条
後段の「幸福追求権」から導かれる自己決定権の問題
にあてはまりうる。この場合、公共の福祉による内在
的制約を受ける可能性があるが、GIDにおいて、自
己認識と自己決定権は深く結びついているため、自己
決定権に対する制約に対しては厳格な合憲性審査が必
要となるとする。この観点から、嶋崎は、特例法適用
の要件は制限として憲法上許容されうるのかについて
検討を加えている。子なし要件については、親子関係
の多様性から、一律に子を持つGID当事者を排除す
ることは、「個人の尊重」と結びついた自己決定権の
制限であり、その正当性は相当疑わしいとする。加え
て、未成年者の排除も、未成年のGID当事者が置か
れうる苛酷な環境を考慮すれば問題であるとする。嶋
崎は、立法論上の改善の余地を指摘する一方で、GID

への社会的差別や抑圧等を禁止する立法の検討につい
ても必要性を主張している（嶋崎 2004：12）。
　また、國分（2004）は、憲法上の論点として、①
自己決定権、②身体（とりわけ生殖機能）の可処分性
という2つの観点から、特例法に内在する問題点を3

つ挙げている。すなわち第一に、性別変更可能な範囲
をきわめて限定したことにより、場合によっては手術
を要しない者も手術へと向かわせる可能性がある。第
二に、法的に「性変更」と認められる範囲の限定が、
手術を望む者についても自己決定の余地を狭めるもの
となっている。第三に、なおも生物学的性別という従
来の範疇で処理されていることにより、性別とは何
かという本質的議論が隠蔽されている（國分 2004：
14）。さらに、第一の点に関連して、自己決定権の考
え方からは、自らの性自認に合わせて性を自己決定す
ることは身体処分の自己決定よりも問題なく認められ
やすい権利だと考えられるべきところを、特例法は、
身体処分をしたものについてのみ、性の自己決定を
認めるものとなっているとして、特例法には論理的
転倒があることを指摘している点は興味深い（國分 

2004：10）。

3. 法律学的視点―民法学

　憲法学的視点においては、GIDは、「幸福追求権」

や「自由」という、比較的抽象的な次元から議論され
ている。これに対し、民法学的視点からは、GIDの問
題を戸籍や性別表記の訂正という問題と関連させた、
より現実的あるいは実践的なものとしてとらえられて
いる。
　特例法に関するものとしては、新しいものでは棚村
（2008）が学説上の整理をしたうえで、各要件につい
て検討を加えている。まず、年齢要件については、あ
まり合理性もないため、医療同意年齢である15～16

歳や、経済的社会的に自立しうる18歳とすることも
可能であるとする。続いて、非婚要件については、同
性婚やパートナーの登録制度が設けられてない以上、
いまなお必要であるとしている。また、子なし要件に
ついては、性別変更により関係者の利益が害されない
ことという消極的要件を課し、家庭裁判所が審判の際
に、子の意見を聴取したうえで総合的に判断するとす
れば削除してもよく、未成年の子でもすでに受け入れ
ている場合には特に問題はないと述べている。生殖能
力放棄要件については、前述の子なし要件を外した場
合に、残すのかどうかは「微妙な問題」（棚村 2008：
8左）であるという見解を示す。最後の、性器形成要
件については、GIDであっても性器に関する手術を希
望しないなど、多様なケースが考えられることから、
今後も議論を要するとしている。加えて、日本では、
民事特別法や手続法の問題が先行し、婚姻・養子縁組・
相続などの民法上の根本的問題に関しては、細かい議
論の蓄積がなされていないことを指摘している。
　そもそも、性別適合手術を受けたGID当事者の戸
籍上の性別変更に関する最も初期の研究には、大島
（1983）がある。「法的性」の訂正として問題にして
おり、法的性の決定に際しては、「生物学的事実のみ
に依るべきものではなく、究極的には、社会通念によ
るべき」として、「外部性器の形態による性、第二次
性徴、心理学的性、社会学的性が重視されるべき」と
論じる（大島1983：103）。医学的要件としては、①
精神科医の鑑定により「変性症 21」であると認められ
ること、②ホルモンの投与あるいは外科手術による性
的外観の変様、③社会学的性の変様、④生殖能力がな
いこと、⑤将来における再転換の可能性が極めて低い
こと、他方、法的要件としては、①日本国民であるこ
と、②満20歳以上であること、③完全な行為能力を
有すること、④婚姻していないこと、を挙げる。
　また、性転換および同性愛の問題について検討した
大村（1995）は、戸籍の性別変更に関しては、既存の
夫婦関係や親子関係、さらには夫婦や親子といった概
念に深刻な影響を及ぼすという点から消極的であり、
名の変更や行政文書等への性別記載の省略等によって
中間的解決がはかられるべきであることを示した。
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　1990年代後半に入って、実際に性別適合手術が行
われるようになってからは、GIDに対する社会的認知
度も高まり、問題としてとらえられる契機が多くなっ
ていった。以降、特例法成立までの間、戸籍訂正に関
しては、より実践的な側面から研究がなされていった。
大島（2001a）は、GID当事者が公的な書類の提示を
求められる場合、GIDについて知られることとなり、
プライバシー権の侵害となること、また、憲法第24

条2項に規定される婚姻を阻止し、GID当事者の尊厳
を著しく傷つけていること、戸籍上の性別訂正を認め
ないことはGID当事者の私生活に対する恣意的な干
渉に該当する（世界人権宣言第12条違反）ことなど
から、GID当事者に対して戸籍上の性別訂正を認め
るべきであると主張する。大島（1983）に比べて議
論を明確にしており、具体的方法としても、戸籍法第
113条に規定される「錯誤」の意味を拡大解釈して、
司法的解決をはかるべきであるとする。医学的要件と
しては、国内における性再指定手術（性別適合手術）
の実施状況を斟酌し、元の性の生殖能力喪失で十分で
あり、新しい性の外性器の形成までは要しないと考え
る、としている。さらに、子のないことを要件とすべ
きかについては否定的である。とりわけ認知の場合に
問題が浮上する。MTFの男性が婚姻関係にない女性
に非嫡出子を産ませて認知せず、その後女性へと性別
表記の訂正を行った後で、子どもを認知したとする。
認知には遡及効があるため（民法第784条）、性別表
記の訂正の時点で、このMTFの男性は子を持ってい
たこととなる。この場合、性別表記の訂正を取り消す
べきでないとするならば、結果的に子を持つ者につい
ても性別表記の訂正を認めることになり、制度として
一貫性を欠くこととなる。反対に、取り消すべきとし
ても、もし当該MTFが女性として男性と婚姻してい
る場合には、今度は男性同士の婚姻を認めることとな
る。故に、子のないことを要件とすべきではないとす
る 22。
　澤田（2000、2001）は、同性婚が認められていな
いという観点から、既婚者の性別変更は認められない
ため、当面は性別適合手術の対象を未婚の者に限定す
るのが望ましいとし、そうした厳格なスクリーニング
を経た後、正当な「医療行為」として性別適合手術を
受けた者については、手術によって事後的に戸籍の記
載と不一致を生じた時点で「錯誤」が生じたものとし
て、戸籍法第113条が規定する「戸籍の記載に錯誤が
あること」に該当するものとして同条を解釈適用する
ものとする。
　また、大島（1983、2000、2002：第6章）や石原・
大島（2001：第五部）は、諸外国における性別表記
の訂正・変更に関する制定法を詳細に紹介するもので

ある。特例法が、主としてどの国を参考にして立案さ
れたのかは必ずしも定かではないが、特例法の可決が
2003年であり、かつ、大島自身が自民党内の性同一
性障害勉強会に講師として招かれている 23ことを考え
ると、骨子案において、これらの研究が参照された可
能性はかなり高いといえる。さらに、拘置所および刑
務所におけるGID当事者の処遇について諸外国の事
例を参考に検討を加えた、大島（2001c、2002：第10

章）や、医療保険に関して各国の判例を広く紹介し、
日本について憲法に照らして保険の適用を主張する大
島（2001b、2002：第2章）など、より個別の問題を
取り扱った研究成果もある。このような研究もまた、
実際の政策実施において反映されうる、あるいは既に
反映されていると考えられるであろう。

4. 政治的視点

　以上見てきたように、当事者や社会学者においては、
ジェンダー主流化の理念と親和的であるといえる性の
多様性の存在を、現実のものとして想定している。一
方で、法律学とりわけ民法においては、ある程度の性
別二元論の枠を前提として、議論がなされていること
を確認した。
　多様な性ではなく、男／女を固定化する性別二元論
は、民法を適用するうえで、ある程度やむを得ない事
情だと考えられる。しかし、問題は、こうした性別二
元論への依拠が、はたして民法運用上の問題だけにと
どまっているかどうかである。
　この点を考える手がかりとして、一つの例を挙げる。
特例法の立案に向けて、与党性同一性障害に関するプ
ロジェクトチームが立ち上がるのは2003年5月13日
のことであるが、そのメンバーの中には、例えば、ジ
ェンダー・バッシングの急先鋒とされる山谷えり子議
員（当時、保守新党）が名を連ねている（南野 2004：6）。
特例法は、これまで、「性別とは生来のものであり、
人為的には変えることのできないもの」であると考え
られてきたことに対し、「性別とは越境の可能性を持
ちうるもの」であり、また、その境界の柔軟性を公式
に認める効果をもつものといえる。「男らしさ」「女ら
しさ」にこだわりを見せる山谷が、なぜ「男らしさ」
「女らしさ」からの逸脱例ともいえるようなGID当事
者の性別変更に関しては推進的であったのか。
　山谷のようなジェンダー・バッシング論者がGID

当事者の性別変更に対して推進的であった理由の一つ
は、GIDの「障害化」であり、もう一つは「変更後の
性別の明確化」であると考えられる。障害であれば治
療せざるを得ない。「障害化」として「病理化」する
ことによって、男／女という性別二元論を規範とした
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社会においては、GIDはいわば「正常」な状態から
の逸脱としてみなされる。つまり、それは男／女とい
う性別二元論を軸として、それに沿っているか否かを
基準に、性に関して「正常」か「異常」かを判断して
いることになる。そこには、特例法あるいはGIDが、
性自認や性的指向といったジェンダーに関する問題で
あるという意識や、あるいはマイノリティに関する問
題であるとの認識が介在する余地はなく、偏に「異常」
としての病理的な問題に落としこまれてしまう。
　加えて、障害であると認められるための医学的要件
は、第Ⅱ節2.のGIDに関する記述で挙げたように、
自らの性別に対する不快感・嫌悪感や、反対の性別に
対する強く持続的な同一感を持つこと、それから、反
対の性役割を望むことが課される。さらに、施術は不
可逆的なものであるため、性別を適合させた後は、生
まれたときとは別の性としての人生を迷いなく送るこ
とが必然とされる。こうして、どちらか一方の性に強
く同一感をもつことにより、性別を越境することを認
めたうえでもなお、十分に性別二元論の枠組みの中に
おさまることになる。そして、その性別の越境を「障害」
としてしまうことで、例外的な扱いを可能にする、ま
さに「特例」法として立案しえたと考えられるのである。
　心身ともに、生まれもった性とは反対の性になるこ
とを強く望むGID当事者のみが、この要件に該当する。
結局、性別二元論で説明のつく事例のみが、特例法の
枠内に包含されうることとなる。つまり、「障害者」
として、ジェンダー規範からの逸脱例としての扱いを
することで、性別二元論に再吸収することが可能とな
るのである。特例法が、ジェンダー主流化の理念にも、
あるいは、性の多様性にも相反するものとなってしま
ったのは、保守的な考えを持つ者にも賛同しうる解釈
が可能であったためである。しかしながら、逆説的で
はあるが、だからこそ特例法には成立の可能性があっ
たともいえ、実際、それが理由のすべてではないにせ
よ、異例ともいえるほどの速さで成立したわけである。
ジェンダー・バッシングの立場や保守的な議員の理解
を得られないのであれば、自民党の党内審査を通過す
ることはさらに困難を極めたであろう。
　以上、見てきたように、なぜ特例法とジェンダー主
流化の理念との間に乖離が生じる結果となったのかに
ついては、当事者や社会学者、法学者の視点からは十
分に説明されていない。当事者の見解は、性別二元論
への疑義を呈するにとどまり、他方、法学者の分析は、
特例法成立にいたる政治過程や、そこでの議員等の役
割についての検討を欠いている。
　ここまでの整理をふまえて、政治学的見地から特例
法をとらえてみると、当事者・社会学者の視点や法学
者の視点とはまた異なった論点が浮かび上がってく

る。それは、議員立法という形式およびそこでの政治
過程と、特例法成立との関係である。より具体的にい
えば、ジェンダー主流化とGIDに関する認識とが、
特例法の成立過程のなかでどのように乖離したのかと
いうことになる。さらに、政治学一般の文脈で考える
なら、ジェンダーに関する問題のように、議員間での
意見に著しい差があるにも関わらず、ある法律が早期
に立法化されるような状況をどう説明すればよいか、
という問題につながるであろう。しかしながら、立法
にいたるまでの過程に関しては、特例法が審査および
審議を省略して採決されたために、議事録上では議論
を十分に追うことができないという問題がある。それ
ゆえ、詳細な政治過程を分析することについては他日
を期したいが、GID（議事録では「性同一性障害」）
をめぐりどのような論点が認識されていたのかを洗い
出すことを目的として、法案提出までの議事録を次節
にて概観する。

Ⅴ. 国会における「性同一性障害」
をめぐる議論

　「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律」は2003年7月1日、参議院法務委員会において、
本会議への提出が認められ、翌2日、本会議にて全会
一致で可決された。7月7日に衆議院法務委員会に付
託され、9日に同委員会において可決、10日には、衆
議院本会議にて異議なしと認められ、可決成立した。
この法案は、委員会提出として本会議にかけられるこ
ととなったものであり、審査および審議が省略された
ため、委員会および本会議において、見える形での議
論というものはなされなかったのである。本章では、
委員会提出として審議を省略して採決された特例法が
成立にいたる以前の時期に、そもそもGIDに関して
国会内でいかなる議論がなされていたのかを概観し、
詳細な議論の方向性を見据える。
　委員会および本会議の議事において、性同一性障害
の問題が取り上げられたのは、第143回国会（1996年）
の参議院法務委員会が最初である 24。「法務及び司法
行政等に関する調査」を議題とする質疑において、自
民党の石渡清元議員（当時）が性別適合手術に関する
刑事上の問題点、戸籍上の性別変更の可能性について
質問しており、また、法整備の必要性についても言及
している。これは、翌月に控えていた国内初の性別適
合手術（当時は「性転換手術」が通称であった）に対
し、立法措置を含めた法整備の遅れを指摘するもので
あった。
　1998年10月16日、埼玉医科大学の総合医療センタ
ーにおいて、公式な医療手術としては国内初となる性
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別適合手術が行われた 25。女性から男性への性別変更
のケースである。国内では、1969年、男性三人に性
転換（性別適合）手術をした医師が「故なく、生殖を
不能にすることを目的とし」た手術を禁じた優生保護
法（現在の母体保護法）違反で有罪判決を受けた「ブ
ルーボーイ事件 26」以降、手術はタブー視されてきた。
しかし、1995年5月、埼玉医科大学の原科孝雄教授
が、性転換手術の倫理的な判断を同医大倫理委員会に
申請した。同委員会は1996年7月に、「性同一性障害
という疾患が存在し、性別違和に悩む人がいる限り、
その悩みを軽減するために医学が手助けすることは正
当なことである」と答申し、性転換手術を「正当な医
療」と容認した。同年9月、日本精神神経学会が「性
同一性障害に関する特別委員会」を設置し、1997年5

月には、患者の診断と治療に関するガイドライン「性
同一性障害に関する答申と提言」を発表し、手術を条
件付きで認める治療指針をまとめた。これを受けて同
大倫理委は翌1998年5月、手術の実施を承認した 27。
　この最初の性別適合手術が実施されて以降は、GID

に関する認識の広がりを示すように、他の委員会にお
いても、GIDに関係のある問題が指摘されるようにな
る。第145回国会（1999年）の衆議院地方行政委員
会では、住民基本台帳法の改正に関する質疑において、
民主党の桑原豊議員（当時）が、行政情報としての使
用以外の公開の際に、性同一性障害の当事者にとって
性別を知られることは人格権にかかわる問題でありう
ることを例に挙げ、性別と生年月日については本人の
同意が必要なのではないかと取り上げている 28。
　第150回国会（2000年）の参議院共生社会に関す
る調査会では、性教育のあり方に関する議論において、
政府参考人として出席していた社団法人日本家族計画
連盟事務局の芦野由利子次長や、民主党の岡崎トミ子
議員から、性の意識や行動様式といったものの多様性
を認めていくことを盛り込む必要性について言及され
ている 29。
　第155回国会（2002年）の参議院法務委員会にお
いては、人権擁護法案をめぐる議論の際に、公明党の
浜四津敏子議員が、GID当事者に対しての同法案で
の扱いについて言及している。GID当事者に対する
差別は、障害を理由とする差別の禁止の中に含むもの
とすることを確認し、「障害」との扱いから、手術療
法に際しての保険適用の検討を厚生労働省に求めてい
る。また、戸籍における性別変更についても触れ、司
法において戸籍法第113条の拡大解釈による性別変更
が無理であれば、特別立法を検討すべきではないのか
という指摘をしている。これに対しては、当時の法務
省民事局長が、「関係機関とも連携の上、真剣に検討
していきたい」と答えるにとどめている 30。また、約

一ヵ月後の参議院法務委員会での、戸籍法の改正に関
する議論の際に、浜四津は法務省の検討状況について
改めて確認しているが、民事局長からは、「引き続き
検討をしたいと考えております」との答弁を受けてい
る 31。
　第156回国会（2003年）の衆議院予算委員会第三
分科会では、民主党の家西悟議員と森山真弓法務大臣
との質疑と、それに対する答弁が見られる。家西が、
法務省として戸籍法改正等の対応をする意思があるの
かについて確認したところ、森山は、議員立法であれ
ば「法務省といたしましてもお手伝いさせていただき
たいというふうに考えて」いるとの見解を示した。手
術の際の保険適用に対する要請については、厚生労働
省保険局医療課長が、「個別に慎重に判断していく」
としており、また、就労問題に関しての考えを尋ねら
れた厚生労働省職業安定局次長が、啓発、指導用のビ
デオを作成し、都道府県労働局に配布する旨を答えて
いる。実際の差別に対する救済については森山から、
人権擁護機関において幅広く相談を行っているとし、
審議中（当時）の人権擁護法案の対象範囲であること
を確認している 32。
　頻繁に議論にあがっているわけではないものの、情
報、人権、戸籍に関する立法、保険、労働と、特例法
が成立した後も現実問題となっているような論点は、
すでに出されていることが分かる。この背後において、
どのように議論が展開していったのかについては、こ
れ以上を議事録から見て取ることはできないため、詳
細な分析に関しては他日を期したいと思う。

Ⅵ. おわりに

　本稿では、特例法がジェンダー主流化の流れの中に
位置付けられうるものであることを確認した。そして、
各分野における特例法をめぐる研究をレビューし、さ
らに政治学的視点からアプローチをすることの意義が
何であるか、またその場合に、重要となる問題点を明
らかにした。そこには、ジェンダー・バッシングの立
場からも賛同を得られるような、両面的な解釈の余地
があり、早期の成立に寄与した可能性を指摘した。ま
た、本格的に分析するための準備段階として、国会で
の特例法をめぐる議論を概観し、整理した。
　本稿で十分に扱えなかった、特例法が性別二元論の
枠組みの中に取り込まれた過程について、政治学的視
点から論じることは今後の課題とする。より一般的な
知見としては、ジェンダー問題のような、議員間にお
いて意見の対立が著しい問題にもかかわらず、合意に
いたる状況をどう説明するか、という論点に拡張しう
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るものと思われる。特例法をめぐる具体的な政治過程
の分析については、プロジェクトチーム結成の過程や、
議論の展開、野党との接触に関して、今後インタビュ
ー等の調査を行う予定であり、現時点におけるここで
の指摘は推測の域を出ない。
　2008年6月3日、「性同一性障害者の性別の取扱い
の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の草案
が、千葉景子、今野東、南野知惠子、浜四津敏子の4

名より参議院法務委員会に提出された。同委員会にお
いて本会議に提出することが認められ、翌4日、参議
院本会議で全会一致をもって可決された。同日、衆議
院法務委員会に付託され、6日に同委員会において可
決、10日の衆議院本会議にて可決され成立した（第
169回国会）。この改正により、子をもつGID当事者
であっても、子の年齢が成人に達したならば、戸籍上
の性別記載変更が認められることとなっている。
　特例法は、性別二元論の枠組みを超えるものではな
いが、セクシュアル・マイノリティに部分的ではあれ、
公的に光を当てたといえる。しかし、ここで救われる
マイノリティがまた「一部」であることも、社会とし
て忘れてはならないであろう。
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同医科大は9月7日、「産婦人科の治療として行われ、性転換手
術ではなかった」とする見解をまとめた（『朝日新聞』1998年9

月8日付）。
26 東京地裁の判決および東京高裁の控訴棄却の判決要旨とも、決
して性転換手術を全面的に否定したわけではなかった。しかし、
「懲役2年および罰金40万円、執行猶予3年」という有罪判決
が医師に対する判決としては大変に重いものであったことから、
性転換をタブー視する認識が医療当事者の間に広がっていった
という（吉永 2000：67-81）。実際には、優生保護法違反に加え
て麻薬取締法にも違反していたため、それと合わせた量刑にな
っていた（吉永 2000：80-81；石原・大島 2001：176-182；『判
例タイムズ』233号：231）。

27 『朝日新聞』1998年10月16日付。
28 『第145回国会衆議院地方行政委員会議録』1999年5月18日。
29 『第150回国会参議院共生社会に関する調査会議録』2000年11

月1日、11月8日。
30 『第155回国会参議院法務委員会議録』2002年11月7日。
31 同上、2002年12月10日。
32 『第156回国会衆議院予算委員会第三分科会議録』2003年2月

27日。
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