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Ⅰ. はじめに

本稿は、民主主義において、マイノリティの利益が
表出され、実現に至るまでの政治過程を分析するため
のモデルの提示を試みるものである。
いうまでもなく民主主義とは、多数の声を反映する

意思決定方式である。この考えに対しては、プラトン
以降、多数者の参加を「衆愚政治」として危惧する声
が常に存在してきた。しかし近年、この「多数者によ
る決定」は、エリート論的見解からではなく、マイノ
リティの声を取り上げないという理由から問題視され
るようにもなってきた（川崎・杉田 2006： 158-161）。
では、多数の声が取り上げられやすい民主主義にあっ
て、マイノリティの声が取り上げられうる機会がある
とするなら、それはいかなる過程を経るのだろうか。
従来、ニュー・ポリティクスや、あるいは単一争

点で価値推進にかかわるような問題が社会的に取り
上げられる過程として、グラスルーツ・ロビイング
（間接ロビイング）や、新しい社会運動（New Social 
Movements）といった形態が指摘されてきた（伊藤・
田中・真渕 2000）。
また、記憶に新しいところでは、2009年11月の肝
炎対策基本法成立に大きく貢献した福田衣里子氏のよ
うに、当事者が議員となり、自らの所属する集団の利
益を実現するという形態がある 1。血友病患者の当事
者として薬害エイズや薬害肝炎の問題に取り組む家西
悟氏や、1997年5月の「アイヌ文化の振興並びにア
イヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法
律」（以下、アイヌ文化振興法）の成立に尽力した萱
野茂氏などもそうだろう。
他方で、そういった社会運動やマイノリティの当事

者が議員となって利益を代表するかたちとは異なる例
として、2003年7月16日に成立した「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。
翌2004年7月16日施行）がある。特例法は、性同一
性障害（Gender Identity Disorder：GID）2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（gender identity）3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。医療の現場がGID問題に取り組み、
公式に性別適合手術を実施し始めたのは1998年のこ
とであり、5年遅れて、ようやく法制度の整備が追い
ついてきたかたちとなった。
日本において、国内初となる公式な医療手術とし
ての性別適合手術が行われたのは、1998年10月16
日、埼玉医科大学の同医大総合医療センターにおいて
である 4。女性から男性への性別変更のケースであっ
た。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 5」以降、手術はタブー視されてきたとされる（吉
永 2000：68）。この事件から26年後の、1995年5月、
埼玉医科大学の教授であった原科孝雄氏が、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月に、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
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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のである 6。
特例法の成立へと政治が動き出したのは、2000年

9月11日に自民党の参議院議員を中心として発足し
た「性同一性障害勉強会」が端緒であった。発起人は
参議院議員の南野千惠子氏である。この勉強会は、途
中2年の空白を挟みながらも、2003年3月まで6回に
わたって開催され、延べ20人近い国会議員をはじめ、
多数の当事者、官僚等の参加を得た。その後、第6回
勉強会から約3か月後の2003年5月13日、当時の与
党であった自民党、公明党、保守新党の議員によって
「与党性同一性障害に関するプロジェクトチーム」が
結成されるが、特例法は、それからわずか40日あま
りで成立をみている。2003年の特例法成立は、一方で、
それまで30年の間、事実上の沈黙を続けてきたGID
の法的取扱いを大きく転換させたのみならず、それを
約40日という短期間で実現したという点で注目に値
する出来事だと考えてよい。
特例法の成立に至る過程において、当事者による運

動が世論を一定程度喚起したとか、戸籍の性別記載の
変更の必要性に関して周知の度合いを格段に高めた、
というような現象は観察されない 7。とりわけ、技術
的な戸籍の性別記載の変更については、当事者、関連
する分野の専門家、それから政治家の間で議論が展開
していったという印象を受ける。また、セクシュアル・
マイノリティを公表した議員が国政の場に存在し、実
現に向けて活動したという例にも該当しない。
このように、特例法の成立過程は、マイノリティの

利益の表出、実現の過程を考える上で興味深い事例の
一つといえる。特例法の例が示すように、ある集団の
利益を集約し、代表し、実現へとつなげるのが、必ず
しも当該集団に属している者であるとは限らない。例
えば、女性の利益の拡大に貢献しやすいと思われがち
な内閣府男女共同参画局において、初代局長を務めた
のは男性である福田康夫氏であった。他にも、同じ
属性を持たずとも、強い信念や何らかの誘因により、
誰かがある集団の利益のために行動するという例は、
NPOやNGOの活動などにも多く見られるように、想
像に難くないだろう。では、マイノリティ集団の利益
が実現に至る過程において、何が重要な要素となるの
だろうか。
以上のような問題関心から、本稿では、マイノリテ

ィの問題に焦点をあてた政策の政治過程を分析するた
めの理論枠組みについて検討する。マイノリティの権
利に関する政策が積極的に取り上げられる条件は何
か、また、それが政策として実現に至る条件は何かを
提示することを目的とする。

以下、本稿の構成を述べておく。まず、次節では、
「マイノリティ」8概念に関する近年の見解を参考に、
社会学における「マイノリティ」概念と政治学におけ
るマイノリティ概念との異同について検討する。これ
を受けて、第3節では、マイノリティに関する政策の
実現に向けて行動する議員像を、合理的選択論の立場
から考察する。第4節では、マイノリティの利益表出、
実現の過程を促進する要素として、イシュー・セッテ
ィングについて取り上げる。第5節では、本稿を通し
て得られた結論とインプリケーションについて示す。

Ⅱ. マイノリティとは何か

本稿が扱うのは、民主主義におけるマイノリティの
権利実現の過程である。そこでまず、マイノリティと
は誰を含むのかについて、本稿の関心上、主にセクシ
ュアル・マイノリティとの関連に特に注目して整理を
試みる。

1. 社会学における「マイノリティ」概念

マイノリティとはいったい誰を指すのであろうか。
岩間・ユ（2007）の「マイノリティ」研究を主な手
がかりとして、社会学における「マイノリティ」概念
から見ていくこととする。
「マイノリティ」を考えるにあたっては、まず、こ
の概念が歴史的にみて、ヨーロッパ諸国における少数
者の取り扱いを定めた国際条約の文脈において発展し
てきた、ということをおさえておく必要がある。実
際、「マイノリティ」をめぐる法的取扱いは国際人権
法の萌芽として取り扱われてきているのである（田畑 
1948）。その上で、国際人権法の「マイノリティ」規
定に依拠すれば、ナショナル（national）、エスニック
（ethnic）、宗教（religious）、言語（linguistic）の4つ
の特性のいずれかにおいて、多数派とは異なる特性を
持つと考えられる少数派が「マイノリティ」という概
念に含まれる（岩間・ユ 2007：5）。これが第一義的
な「マイノリティ」である。
岩間・ユ（2007）によれば、「マイノリティ」の概
念は「限定型」・「拡散型」・「回避型」の3つに分類され、
日本は「拡散型」に位置付けられる。このタイプの特
徴は、国際人権法が定める「マイノリティ」特性である、
ナショナル、エスニック、宗教や言語を取り立てて重
視せず、「弱者」一般を「マイノリティ」と見なすこ
とである。ゆえに、「拡散型マイノリティ」における「マ
イノリティ」の概念は多義的であり、①国際人権法上
の「マイノリティ」に加えて、②「社会的弱者」とし
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ての「マイノリティ」が含まれる。セクシュアル・マ
イノリティや心身障害者は、「社会的弱者」として「マ
イノリティ」に位置付けられる。
日本のほかには、アメリカや韓国も同じく「拡散型

マイノリティ」のグループにまとめられる（岩間・ユ 
2007：序章）。しかしながら、アメリカとの決定的な
違いとして、アメリカの「マイノリティ」概念の中核
には、アフリカ系アメリカ人等のエスニック・マイノ
リティが存在するという点がある。そのため、同じ「拡
散型マイノリティ」であっても、日本において生じて
いるとされるような「マイノリティ」概念の混乱とい
う現象はみられないという（岩間・ユ 2007：33）。
これに対して、「限定型マイノリティ」においては、

セクシュアル・マイノリティなどは、ナショナル、エ
スニック、宗教、言語のいずれも基盤としてはいない
ため、これら「真正」な「マイノリティ」に比べて二
義的な位置を与えられることとなる 9。
日本に対しては、この国際人権法が各国に求める

「マイノリティ」の権利擁護への取り組みが不十分で
あるとして、国際的な批判が強いとされる（岩間・ユ 
2007：4、57；Diene 2006=2006）。岩間・ユ（2007）
は、その背景には、日本が「マイノリティ」に対して
公的認定を付与しておらず、その結果、「マイノリテ
ィ」の言葉でイメージされる諸々の集団において、エ
スニック・マイノリティやナショナル・マイノリティ
が埋没してしまっていることを指摘する（岩間・ユ 
2007：序章、第1章）。このように、岩間・ユ（2007）
は、日本において「マイノリティ」概念が拡散し、混
乱していることをとらえて、批判的な議論を展開して
いる。

2. 民主主義におけるマイノリティ

しかしながら、国際人権法を規範とした価値判断を
切り離して、政治学的な観点から見た場合、政治過程
の文脈に持ち込むことで別の論点が見えてくる。「マ
イノリティ」の中身が、国際人権法上の「マイノリテ
ィ」にとどまるか、あるいは（差別される）「社会的
弱者」をも含むのかという問題は、さほど重要なもの
ではなくなってくる。民主主義においては絶えず、多
数派としてのマジョリティとそれに含まれない少数派
としてのマイノリティが意識される。本稿の冒頭部分
でも言及したが、多数派が多数であることにまかせて
独善的な決定を行い、少数派が排除されてしまう「多
数者の専制」や「数の暴力」は、民主主義に付随する
危惧の一つである（田村 2007：ⅰ、9；吉田 2000：
129）。齋藤（2008）が、「現状を少し振り返れば、『市民』
としての法的地位をもちながらも、政治的存在者とし

て処遇されているとはいいがたい人々も視野に入って
くる。行為や意見が他者の応答を失う政治的無力は、
リベラル・デモクラシーを謳歌しているはずの社会で
もごくありふれた光景になっている」（齋藤 2008：5）
と述べるような「政治的存在者」として処遇されない
状態に、少数派であるマイノリティが陥りやすいこと
は想像に難くない。こういった現象が生じるのは、「国
民国家」という枠のみでとらえられる、国際人権法の
積極的な保護の対象となる存在に限られず、あらゆる
場面においてである。
ゆえに、①②の「マイノリティ」概念にこの観点を
持ち込み、マイノリティの概念の範囲を広げることは
可能であり、かつ、現状把握においても、他のマイノ
リティとの比較可能性という研究上の面においても、
有意義であるといえよう。このことは、日本における
国際人権上の権利擁護が不十分であるという問題を政
治学が軽視するということではなく、また、責任回避
の意図を持つものでもない。むしろ、「リベラル・デ
モクラシー」において「政治的存在者」として声を上
げることができない存在を決定過程へと包摂するとい
う意味で、マイノリティ概念の拡散には、一定の意義
が認められると考えられる。国際人権法の定める特定
の「マイノリティ」の重要性を損ねることなく、「社
会的弱者」としてのマイノリティと同じ文脈で議論す
ることの可能性が示唆される。こうしたことから、本
稿では、マイノリティ概念をより広い文脈においてと
らえることとする。

3. 「社会的弱者」としてのGID

以上のことをふまえて、本稿が対象とするGIDの、
マイノリティとしての二重性について考えてみたい。
GIDは性に関わるものであることから、セクシュアル・
マイノリティの中の一つとして位置付けられる。セク
シュアル・マイノリティとは、性自認や性指向、規範
的な性のあり方から逸脱していると考えられる少数派
の人々を総称する言葉である。インターセックス、ト
ランスジェンダー、トランスセクシュアル、トランス
ヴェスタイト、ゲイ・レズビアン、バイセクシュアル
等が含まれる 10。トランスセクシュアルの中でも、身
体の性に違和感を持つ人が治療を必要とし、診断基準
を満たしたものがGIDということになる 11。GIDは、
性的少数者として、他のセクシュアル・マイノリティ
と同様にカテゴライズされる一方で、現時点において
は、国際的にも国内的にも、精神疾患として分類され
ている 12。よって、GIDには、セクシュアル・マイノ
リティのみならず罹患という側面が伴うことになる。

GIDは病気である、という認識の是非については、
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当事者間においてもさまざまな議論があるが、一方で
は性規範におけるマイノリティとして、他方では罹患
者として、二つの面から「社会的弱者」というマイノ
リティに位置付けられうることを示す。他のセクシュ
アル・マイノリティや、他の罹患者と比べた場合、こ
のようなGIDを取り巻く特殊性をいかに考えたらよ
いのであろうか。
本稿では、少数であることをもってマイノリティの

問題として、他と同様に位置付けられると考える。罹
患であることやセクシュアル・アイデンティティに関
わることといった個別具体的な内容は、後述するよう
に、イシュー・セッティングの問題として落とし込む
ことが可能であると考えられるため、GIDも他のセ
クシュアル・マイノリティと同じ、マイノリティの問
題として位置付けることができる 13。このことは、人
種や民族等のマイノリティに関する研究に加え、同性
愛者の権利や利益に関する研究によって得られた知見
が、適応できる可能性を意味するのである 14。その研
究上のメリットは大きいといえよう。

4. マイノリティの利益の実現

民主主義におけるマイノリティの問題は、前述のよ
うに、多数者による決定過程から少数者が排除されて
しまうおそれがあることである。そもそも、この問題
の難しさは、マイノリティであるがゆえに、基本的に
当該マイノリティに属する以外の人には直接には関わ
りのないものとされることが多く、社会の中で可視化
されにくいことにある。
しかしながら、どの世界においても、マイノリティ

の意見が完全に無視され、淘汰されてきた、と見るこ
とは現実にそぐわないだろう。歴史を振り返れば、そ
の道のりが決して容易ではなくとも、マイノリティの
声が決定過程に取り込まれるという事象は生じている
はずである。
では、可視化されにくく、排除されやすいはずのマ

イノリティの声が決定過程に取り込まれるのは、どの
ような条件のもとで可能となるのだろうか。
本稿では、合理的な議員の存在と、イシュー・セッ

ティングの二つを取り上げ、マイノリティの声が政治
過程に反映される条件を考察する。一つには、議員の
合理的行動の結果、マイノリティの声が反映される場
合であり、もう一つが、イシューの設定の仕方がそれ
を促進する場合である。
マイノリティの問題は、その声の小ささゆえに、社

会において可視化されにくい。だが、いったんイシュ
ーとして取り上げられたなら、マイノリティであるか
らこそ、とりわけ他のアクターと利害が激しくぶつか

らない限りにおいて、政策としては結実しやすいとい
う可能性があるのではないだろうか。すなわち、マジ
ョリティの関心にかかわらない問題であることが、マ
イノリティの利益の実現に資するかたちで作用する場
合も考えられるのである。たしかに、民主主義におけ
るマイノリティの声とは、それまでの「リベラル・デ
モクラシー」が前提し要求してきた「理性的人間（=
マジョリティ）」の声に対する「異議申し立て」であり、
「異なる声を聞く」ことが重要であるとする考えはあ
る（川崎・杉田 2006：159-61）。しかし、現実におい
ては、マイノリティの問題は単なる「異議申し立て」
を超えて、具体的な救済や利益実現が必要となる状況
がある。民主主義が集団的意思決定の側面を持つ以上、
その際には、利益の実現を推進するような決定がなさ
れることが求められるのである。マイノリティの利益
がマジョリティの関心に積極的に抵触しない、という
ことは、その意味においても戦略的に重要である。
規範的な側面から考えれば、このことは、マイノリ
ティがマイノリティとして定着してしまう、というお
それにつながりかねない。この点については十分留意
が必要だが、マイノリティの利益が実現されるための
契機にはなりうる。

Ⅲ. 議員の行動

マイノリティの問題は、「弱者」や「少数」である人々
にかかわる事柄であるがゆえに、社会において基本的
には可視化されにくい。しかし、現実において、マイ
ノリティに関する政策や議論が、まったく皆無である
というわけではない。立法を担うアクターとしての議
員は、どのような条件下において、マイノリティに関
する政策の実現に向けて行動するのだろうか。本節で
は、合理的である議員像を想定し、その条件について
考察することで、マイノリティをめぐる政治過程を考
える足がかりとしたい。

1. 合理的な議員

合理的な存在として想定される議員は、再選
（reelection）、昇進（power inside congress）、政策の
実現（good public policy）の3つを目標として行動す
るということが広く指摘されている（Fenno 1978）。
この3つの目標は、独立の存在ではなく、相互に連関
している。議員は、再選されることでキャリア・アッ
プが見込め、理想とする政策の実現へとつながる機会
を得ることができる。昇進は、議員の活躍の場を広げ、
再選に有利に作用する。また、これによって、理想と
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する政策を実現するために必要な影響力が備わるだろ
う。政策の実現は、それに対する評価が選挙において
プラスになる可能性を持ち、議員としての実力をつけ
ることで昇進につながりうる。
このように、相互に連関性があると考えられる議員

の目標であるが、合理的選択論を用いた議員研究にお
いては、説明の節倹性（parsimony）の点から、他の
2つの目標に対して再選目標が優先するものされ、し
ばしば再選目標のみが前提として取り上げられる（建
林 2004）。再選されなければ、議員にはなれず、他の
2つの目標のいずれについても実現の可能性が摘まれ
てしまうという側面は、確かに大きいといえる。よっ
て、本稿においても、基本的にはこの考えに依拠して
考察を進める。

2. 国民の関心と議員の行動

上述のような議員の再選目標という観点から、政策
の決定過程を説明する議論は、国民の関心の高さと議
員の行動とを結びつける。
イシュー・セイリアンス（issue salience）という概
念もその一つである。イシュー・セイリアンスとは、
「イシューが顕在化すれば、政策変化は起こりやすく
なるという主張である」（松田 2005：105）。イシュー・
セイリアンスと政策変化との関係は必ずしも明白でな
い、と指摘する松田（2005）は、両者を繋ぐ媒介変
数として、議員によるイシュー・セイリアンスについ
ての認知を提示する。「イシュー・セイリアンスや国
民の関心の高さは必ずしも客観的に明確ではなく、む
しろ主観的に認識される」（松田 2005：109）。すなわ
ち、イシュー・セイリアンスの高まりは、現実の社会
あるいは世論のレベルと議員の認識のレベル、2つの
次元で別々に起こる動きであり、両者が必ずしも常に
連動するとは限らない、ということである。
また、岩井（1988）は、選挙はいかに議員の活
動に影響を与えているのかについて分析を行った
Warren E. MillerとDonald E. Stokesの研究を紹介し、
「議員をコントロールする方法としては、有権者の態
度に近い議員を選ぶよりも議員に有権者の態度を認知
させ再選を保障する方が有効であることが示された」
（岩井1988：193）とする。この点に関連しては、後
述のHaider-Markel, Joslyn and Kniss（2000）の議論
とも、親和的である。
以上の示唆により、実際に問題の規模が大きいかど

うかとは別の要素として、議員がどのように問題を認
知するかが、議員行動に影響することが導かれる。
他方で、議員がイシュー・セイリアンスについて、

正確に認知できるか否かを別にしても、もちろん、す

べての問題および政策に対して有権者の強い関心が払
われているわけではない。議員が、いかに国民の関心
について認知するかにかかわらず、イシュー・セイリ
アンスが高くない、すなわち、議員が有権者の拘束を
比較的受けにくくなるとき、あるいは受けにくくなる
ような問題というものがあるはずである。この点に関
して、岩井（1988）は、John W. Kingdonの研究に依
拠しながら、「有権者の関心の低い分野では議員は有
権者の動向をさほど考慮せず、自らの信念にもとづ
いて行動するといえる」と述べている（岩井1988：
193）。このような場合、議員の持つ3つの目標のうち、
再選の相対的優位性が低くなると考えることができ
る。議員が、イシュー・セイリアンスが高くないと認
知したならば、3つの目標のうち、昇進か政策の実現
のどちらかを、再選に対して優先させる可能性が生じ
るということになる。
もちろん、再選目標の優位性の点からも、マイノリ
ティに関する政策の実現をめざす議員の行動を説明す
ることはできる。一見、マイノリティ集団がマイノリ
ティという位置付けである限り、その集団の利益を実
現するような政策を実現させたところで、直接に選挙
での票につながるというわけではないかもしれない。
が、マイノリティに目を向けた政策を実現することに
より、政治家としてのイメージアップにつながること
は十分に考えられる。多くの有権者の関心が集まり、
評価が高まれば、再選目標の実現に一歩近づくことに
なる。また、政策立案者としての実力が備わることで、
党内や議会内における影響力が大きくなるかもしれな
い。このように、マイノリティの問題に関しても、議
員の3つの目標は同じように常に連関しているのであ
る。
しかしながら、合理的な議員を想定したとしても、
問題がマイノリティに関する以上、議員の間で自然発
生的にイシューとして問題が認識されていくとは考え
難い。そこには、立法過程のなかでイニシアティブを
取る人物が必要となる。そこで、本稿では、政治的企
業家（political entrepreneur）の概念に着目する。政
治的企業家とは、集団全体の目的のために、時間や労
力、財源やロジスティックスの資源において大きな貢
献をする人を指す（Shepsle 2006：31）。彼らは、他
者よりも多くの負担を引き受ける。それは、単に当該
集団の目的に熱心だというだけでなく、自身の貢献か
ら何らかの個人的報酬を引き出す選択的誘因が働くた
めである。
政治的企業家としての議員を想定する場合、その選
択的誘因の中には当然、再選に利することが含まれる。
政治的企業家の理念型としては、政治的企業家自身が
当該問題に真に関心を持ち、知識を持っているかどう
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かというのは重要ではない（Shepsle 2006：31；真渕・
北山 2008：315-317）。政治的知名度をあげるなどの
他の選択的誘因が働くならば、問題に対する個人的関
心や情熱の有無に関係なく、手段として当該問題に関
して中心的な役割を演じることが想定される。が、こ
の点については、真渕・北山（2008）も指摘してい
るように、演繹的に導かれた理念型としての政治的企
業家の概念と、経験的に浮かび上がる実像との間には、
乖離が生じている。実際に、特例法の文脈に即して見
るならば、南野氏が自民党内に勉強会を立ち上げ、イ
ニシアティブを取ったことの背景には、大いに助産婦
としての経験や知識が影響しているように思われる。
ここで、選挙を舞台とした、議員と有権者による繰

り返しゲームを想定する、という試論が考えられる。
このゲームは、理念型の政治的企業家として想定され
る議員が、明らかに興味も関心もないと思われるよう
な分野で政治的言動を繰り返している、と有権者が認
識した場合、有権者は彼 /彼女への投票をやめる、と
いうある種のトリガー戦略として展開される。もちろ
ん、現実には有権者が特定の候補を支持しない理由は
他にもいくらでもある。理念型の政治的企業家に比べ
ると、現実にはより当該問題に関心があり、造詣が深
い人物像である可能性を、概念として組み込む必要が
ある。

Ⅳ. イシュー・セッティングの問題

前節では、マイノリティ集団と、当該マイノリティ
集団には属さない議員を対置させて検討を進めてき
た。では、マイノリティが議員として選出されている
場合、かつ、政策対象者が当該マイノリティである場
合はどうだろうか。マイノリティの利益を代表するの
は誰か、という問題に関しては、人種やジェンダー等
の側面から既に研究がある 15。
アメリカの地方におけるドメスティック・パート

ナーシップに関する立法を対象とし、マイノリティ
の利益と政治的代表との関連について分析を行った
Haider-Markel, Joslyn and Kniss（2000）は、同性愛
者の議員の存在が重要であることを確認している。特
例法の政治過程において、議会内アクターにGID当
事者（少なくともカミングアウト済みのアクター）は
いなかったため、彼らの見解を特例法の事例に直接
当てはめることはできない。しかしながら、Haider-
Markelらの研究から示唆される重要な点は、同じパ
ートナーシップに関わる政策であっても、登録に関す
る政策（domestic partner registration）に比べ、宗教的、
あるいは道徳的な面においてより論争の小さい手当に

関する政策（domestic partner benefi t）の成立に関し
ては、協力的な議員の存在が果たす役割が、同性愛者
の議員よりも大きいということである 16。この点を考
慮に入れるなら、公職におけるセクシュアル・マイノ
リティの割合が、まだそれほど高くない日本において
も、宗教上または道徳上の議論との関連が薄い争点に
関しては、マイノリティの利益が実現される可能性が
高いといえる。問題は、議員の協力をどれだけ取り付
けることができるかにかかっている、ということにな
るだろう。
このように、政治的企業家以外の議員の協力を得る
ためにも、マジョリティの利害と抵触しないようにイ
シューを設定することが、重要な側面を担うというこ
とである。本節では、アイヌ文化振興法を例として取
り上げ、マジョリティとの利害対立を回避する形での
イシュー・セッティングのあり方を検討する。
アイヌ文化振興法は、1997年に成立した 17。従来の

北海道旧土人保護法（1899年制定）のもとでは、現
実にアイヌの文化は無視され、同化政策が推し進めら
れてきた。同法が有していた生活保護的な側面さえ
も、立法府や行政府による一方的な変更により、空文
化していたとされる。アイヌ民族の先住権を実現する
必要が訴え続けられる中、1995年に、「ウタリ対策の
あり方に関する有識者懇談会」が官房長官の諮問機関
として設置され、翌年に提出された報告書において、
アイヌ民族の先住性と独自の民族性が承認された。し
かしながら、アイヌ民族が先住権を持つか否かについ
ての明確な判断は避けられたのであった。この理由
は、現実の必要性を踏まえ、「可及的速やかに立法作
業が開始されることが見込まれていたために、直ちに
実現可能な範囲での提言を行うことが望まれた」（常
本 1998：178）ためだとされる。この報告書を参考と
して、1997年にアイヌ文化振興法が成立するのであ
るが、法文中においては、先住性については触れられ
ておらず、法案可決の際の付帯決議によって認められ
るという術が取られた。
すなわち、先住権についての議論は論争を呼び、立
法による対処が速やかに行えなくなることが想定され
たために、回避されたのである。エスニシティの問題
として捉えるならば、先住権の認否についてはアイデ
ンティティに関わる重要な点の一つであったはずであ
るが、戦略上、法案として通すことを優先したかたち
といえる。
以上のアイヌ文化振興法の例から示唆されるのは、
マジョリティとの利害抵触の有無という側面が、イシ
ュー・セイリアンスの高さ以上に影響をもたらす可能
性がある、という点である。したがって、政治過程の
なかでマイノリティの利益の実現を考えるとき、当該
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イシューに着目した議員や政治的企業家の存在に加え
て、取り扱われるイシューそのものがどのような属性
や特徴を備えているかを考慮する必要があるのであ
る。また、当該イシューに同定されるような特徴を備
えさせた背景に着目して、それぞれのアクターの動き
をとらえることが重要といえよう。

Ⅴ. 小括

本稿では、マイノリティの利益に関する政策が実現
するための条件について、マイノリティ、議員、イシ
ューの3つの側面に着目して考察してきた。これまで
の考察により得られた知見を、特例法にひきつけつつ、
まとめておく。
マイノリティの利益実現のためには、当該マイノリ

ティ問題への寄与が、合理的存在である議員の目標実
現にかなうこと、そして、イシューがマジョリティの
利害に抵触しないことが挙げられる。つまり、そのよ
うなイシュー・セッティングを行うことが大事である。
では、ここでいう「利害に抵触しない」とは、どの

ようなことを意味するのだろうか。セクシュアル・
マイノリティの文脈においては、｢性｣ という秩序を
乱さない、ということだと考えられる。異性愛規範
（Heteronormativity）という言葉があるが、これは、
男 /女の2つの性のみが受け入れられるという二分法
に基づくジェンダー・システムのことをいう（ジョー・
金城 2006：127-128）。私たちは、通常、性別二元論
の中を生きている。そのため、性別二元論を崩壊させ
るようなおそれのある問題がイシューとして取り上げ
られる場合には、必然的に世間の注目が高まり、議論
も紛糾すると考えられる。例えば、同性婚のようなセ
クシュアル・オリエンテーションにかかわる問題は、
婚姻概念の変更を余儀なくし、異性愛規範の象徴的な
システムを崩壊させる可能性がある。しかし、GID当
事者の性別変更を認めることは、異性愛規範からなん
ら外れるものではない。「変更後の性別の明確化」（竹
田 2009：100）は、性別を越境することを認めたうえ
でなお、性別変更後は性別二元論に沿い、十分にその
枠組みの中におさまることになる。こうしたGIDの
ようなセクシュアル・マイノリティの場合、いったん
イシューとして取り上げられたなら、マイノリティで
あるがゆえに、とりわけ他のアクターと利害が激しく
ぶつからない範囲においては、政策としては結実しや
すくなるという可能性が考えられるのである。
議員の点については、率先してイニシアティブを発

揮する議員の存在が重要となる。2001年に放映され
た、GIDの生徒が登場するテレビドラマ等の影響も

あって、それ以前に比べればGIDに関して知る人も
増えていたであろうが、必ずしも、世間の意識が高ま
っていたというほどではない。イシュー・セイリアン
スはそれほど高まっていなかったのではないかと思わ
れる。特例法の事例において、政治的企業家であると
思われる南野千惠子氏自身、「特に、性同一性障害に
対する社会的な理解がある程度進んだとはいえ、まだ
まだ十分ではないところで、政治が先行し、世論をリ
ードするかたちで…」という認識を持っていた（南野 
2004：12）。そのような認識の中で、法案の成立に向
けて尽力したのである。
このように、マイノリティの問題に関して、イニシ
アティブを発揮する議員の条件としてはどのようなも
のが考えられるだろうか。いずれも直接的なものでは
ないが、列挙してみたい。
まず、その問題を取り上げることが、再選、昇進、
政策の実現の議員自身の3つの目標のうち、いずれか
にかなう場合である。この場合、表明された政策選好
が、いかなる目標に規定されているかは問題にしない。
再選目標の優先性は肯定しうるが、いずれも相互に連
関性があることから、政策実現に取り組むことで、議
員自身の扱うことのできる政策の幅が広がることと、
マイノリティに目を向けることでイメージの良さをア
ピールできることをメリットと感じることが考えられ
る。
外在的条件としては、参議院議員であることや、比
例区選出議員であることが考えられる。南野千惠子氏
は参議院議員である。参議院議員には解散がなく、任
期も6年であることから、衆議院議員に比べて、選挙
に対してはややゆとりを持って行動することができる
という特徴があるかもしれない。また、比例区選出議
員であることから、非拘束名簿式の比例代表にとって、
全国的な知名度を得ることは、再選の目標にかなって
いるともいえるのである。このように考えるならば、
マイノリティの権利の実現のためにリーダーシップを
とることは、合理的な行動となりうるといえる。
政治的企業家以外の周囲の議員が協力的になるの
は、イシュー・セイリアンスが高いと認知する場合か、
あるいは、イシュー・セイリアンスが低く、かつマジ
ョリティの利害と抵触しない問題であると判断する場
合である。当該問題に対して、賛成または反対するこ
とによる政治家としてのイメージもまた、議員の行動
を左右するだろう。特例法の事例では、全会一致で可
決されたため、賛成することがとりわけプラスになる、
ということにはならなかったが、仮に、反対が極めて
少数意見として上がっていた場合は、浮き立った存在
として、他の議員とは異なる何らかの評価を受けるこ
とになるのである。
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本稿で検討してきた知見が妥当といえるかどうか、
ケース・スタディが必要である。また、そのためには、
より詳細なモデルの検討も一緒に行わなくてはならな
いが、それについては今後の課題とする。
マイノリティの利益の実現のために、問題をどのよ

うに設定するかが重要な鍵の一つになることは既に述
べた。具体的に思考を進めていくと、大きな問題に直
面する。すなわち、利益を政策として結実させるため
に、マジョリティの利害に関係しないような問題設定
を行えば、マイノリティとしての地位が固定化される
こととなる。かたや、マイノリティというレッテルを
打破すべく問題設定を行うなら、それは、マジョリテ
ィの反対を乗り越えなくてはならないという試練を受
けることになる。この逆説的な限界は、まさにこれこ
そが多数派であることの強みを示している。マイノリ
ティにとって、どちらも克服できるような第三の選択
は、果たして存在するのだろうか。

註
 1 もちろん、この問題が薬害として国家の責任にかかわる問題で
あり、マイノリティとは別の、特筆すべき側面があることには
注意を要する。

 2 日本語においては「性同一性障害」と称されるのが一般的であ
るが、「障害」であると認めることについての批判や、「障害」
という日本語への抵抗感から、広く英語表記の略称である「GID」
が用いられていることを受けて、本稿でも「GID」を用いるこ
ととする。「性同一性障害者」については、「GID当事者」とする。

 3 「性自認」とは、「ジェンダー・アイデンティティ」ともいわれ、
自らの性について、他者による規定ではなく、自らが認識する /
している性のありようをいう（田中 2006：11）。

 4 実際は10月11日に行われる予定であったが、93年に同医科大で、
「子宮内膜症」と診断された女性患者の子宮・卵巣を摘出する
手術が、学内の倫理委員会に諮らずに行われていたことが発覚
した。この女性は、自分の性に強い違和感を抱き、男性への性
別変更を望んでいたため、当該手術が非公式での性転換（性別
適合）手術にあたるのではないかと問題になったことを受けて、
16日に延期となった。この問題については、執刀医である同医
科大形成外科教授の原科孝雄氏が、「当時は性同一性障害の研
究を始めたばかりで知識も乏しく、性転換という意識はまった
くなかった」と話している（『朝日新聞』1998年9月7日付）。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）。なお、現在では「性転換」よりも「性別適合」あるい
は「性別変更」を用いるのが通例であり、本稿もそれにならうが、
引用の場合や時代描写として適当と考えた場合については「性
転換」という表現をそのまま用いている。

 5 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）。また、GIDおよび治療としての性
別適合手術の問題をめぐる公の議論が長く封印されてきたのは、
この裁判によって、事実上、性転換手術が違法なものとして禁
止されたという誤解が浸透したためだとされる（吉永2000：
79）が、吉永自身も述べているように。なぜ30年もの間、GID
に関する公の議論が沈黙を保ったままだったのかについて、明
示的な説明を付したものはない（吉永 2000：79；後藤 2005：
73）。

 6 『朝日新聞』1998年10月16日付。
 7 当事者らによる社会運動が活発でなかったという意味ではない。
例えば、90年代中頃から当事者団体が立ち上げられ始めたこと
や、当事者である虎井まさ衛氏による性別適合手術の経験をふ
まえた著作の発行など、当事者側の活動が90年代から行われて
きていることは承知している。しかしながら、性同一性障害に
ついて知ってもらうことがまずは課題であり、2000年代になっ
ても政治過程に直接作用するほどのインパクトを世論に対して
持ちえたかという点においては肯定しきれない。

 8 本稿では、社会学および国際法上の文脈で用いる場合には括弧
をつけ、「マイノリティ」とし、それ以外では、括弧をつけずに
単にマイノリティと表記する。

 9 ちなみに、「回避型」とは、「マイノリティ」という言葉の使用
を極力回避する国を指し、フランスが含まれるとされる。

10 セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク（2003）の説明
を参照。

11 この点については、竹田（2009：95）を参照。
12 同性愛が精神疾患であるとされていた時代もあった。角田（2001）
によると、「1973年にアメリカ精神医学会が同性愛は精神障害
ではないことを明確にしたのを皮切りに、多くの研究の結果、
現在では同性愛はいかなる意味でも病気でも異常でもないこと
が明らかになった。その結果、WHOの国際疾病分類（ICD-10）
でも性的指向はいかなる意味でも病気ではないことが確認され、
日本精神神経学会もその基準を受け入れている」（角田2001：
23）。

13 竹田（2009）が述べるように、GIDをめぐっては、「障害化」
が特例法の成立に大きく寄与した可能性が考えられる（竹田
2009：100-101）。セクシュアル・マイノリティと罹患の二重の
意味においてマイノリティである点は、やはり特別といわざる
を得ないが、それは同じ枠組みで分析することを妨げるもので
はないと考える。

14 特例法は、性別適合手術を受けたGID当事者が、術後、社会
生活を営むのに十分な権利を付与するための政策であると考え
ることができる。例えば、このことを価値の再分配ととらえる
ことで、道徳政策（morality policy）の一つとして位置付ける
こともできる。現に、Haider-Markel and Meier（1996）は、同
性愛の権利に関する政策について、再分配政策（redistributive 
policy）に類似する特徴を有しているが、再分配されるのは財
ではなく価値であるとして、Joseph R. Gusfi eldに倣い、道徳政
策（morality policy）に位置付けている。

15 例えば、Swain（1993）等。
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16 Haider-Markelらは、手当に関する政策（domestic partner 
benefi t）は、地方政府に莫大な支出を強いるけれども、登録に
関する政策（domestic partner registration）よりも、論争の余
地が小さい可能性を指摘している。登録に関する政策について
は、同性愛カップルの関係と異性愛者間の婚姻関係とを同等に
扱うことを、政府が公に認めるということを意味するため、激
しい抵抗を引き起こす可能性があるということである（Haider-
Markel, Joslyn and Kniss 200：571）。

17 アイヌ文化振興法の政治過程に関する詳細については、主に河
北（2005：序）を参照した。
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