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本論文は、カナダ憲法における多様性の問題につい
て、性的指向・同性婚を素材にして論じたものであ
る。その一部は既に、GEMC journal（以下、本誌）
で概略を掲載したものがある。そこで、本要旨では、
本誌に掲載されたものについては簡略にまとめ、本誌
に掲載されていない部分について若干詳細に論じるこ
とにする。
まず、本論文の問題意識を論じたい。井上茂は、

「憲法前文の『人間相互の関係を支配する崇高な理念』
は、言いかえれば、社会の人びとが『いかに共に生き
ていくか』について共通にめざす行動原理にかかわ
る」（井上茂『人権叙説』（岩波書店、1976）266頁）
と指摘する。この指摘に従えば、日本国憲法は、常に
「共生」というテーマを持って存在することになる。
現在、グローバル化が急激に加速している。その中
で、憲法もグローバル化の問題を避けて通ることは出
来ない。そのような流れのひとつのあらわれとして、
EU統合を位置づけることも可能である。そうした局
面に立たされた私たちは、「多様性」や「差異」とど
のように折り合いをつけていくのかということが重要
な問題となってくる。その意味でカナダの実践を見て
いくことは、「多様性」や「差異」という問題を考え
る上で、非常に良いと思われる。なぜなら、カナダで
は、国是として多文化主義を採用しており、また、こ
の多文化主義状況において、「民族」のような集団を
対象にすることから、性別や性的指向のような「個
人」をも多文化主義の対象としているからである。そ
のなかでも、最も盛んにカナダ国内で論争になってい
たのが、同性愛者への権利付与の問題であった。その
ため、本論文は、多様性の問題をカナダ憲法における
性的指向の問題、特に同性婚を素材にすることによ
り、多文化主義的あるいは多文化共生的憲法解釈とい

うものの一指標を提示することを目的としている。そ
のような問題意識の下、本論文は作成されている。
第一章では、カナダにおける多文化主義の発展過程

とカナダ憲法の構造を検討する。まず、カナダにおけ
る多文化主義の実際を萌芽期・形成期・発展期の三つ
の時期区分に分けて論じ、カナダにおける多文化主義
が「民族」から「個人」へと拡張したように、多様性
の問題はすべて多文化主義の課題となり得るというこ
とを論じる。また、カナダにおける多文化主義の理論
的考察を行っているCharles TaylorとWill Kymlickaと
いう二人の政治哲学者の議論を分析し、多文化主義の
理論的基礎付けの困難性を前提として、カナダにおい
てなされている実践を見ていくことが重要であると指
摘する。そのため、本論文では、性的指向から生じる
問題を素材にして、カナダ憲法における多様性につい
て考察することを示す。さらに、カナダ憲法の構造を
紹介することにより、第二章以下でカナダ憲法を論じ
る上での基盤を提示する。
第二章では、カナダ憲法における平等権と性的指向

について、判例を基に検討する。まず、カナダ憲法に
おける平等権についてのリーディングケースとなる判
例を「初期の判例（第一期）」・「平等三部作（第二
期）」・「『問わない』時代（第三期）」・「平等権審査基
準の確立（第四期）」という四つの時期区分に分けて
検討する。そして、この時期区分ごとに、性的指向に
関連する平等権の判例を考察する。その結果、カナダ
最高裁は、第二期から性的指向に基づく区別が差別の
問題になることがあることを示唆しており（Egan and 
Nesbit v. Canada ［1995］ 2 S.C.R. 513）、第三期には性
的指向に基づく差別に対する違憲判決を下し（Vriend 
v. Alterta ［1998］1 S.C.R. 493：以下、Vriend判決）、
第四期には「配偶者」という文言に同性カップルも含
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まれると判示したように（M. v. H. ［1999］ 2 S.C.R. 
3：以下、MH判決）、平等権の判例の進展とともに、
性的指向への権利が拡充されることが明らかになっ
た。このことを基に、平等権と性的指向問題の連関性
についての要因を考察した。その結果、①実質的平等
志向があること、②性的指向は平等権を規定した憲章
15条（1）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おり、この類似性の
要件には不変性と人格的特性が重要な役割を果たして
いること、③「人間の尊厳」という言葉が判例中に用
いられ、第四期以降は平等権を審査する上での要件に
もなり、この「人間の尊厳」が大きな役割を果たして
いること、という三つの要因が性的指向への権利の拡
充につながったことを明らかにした。なお、本章は、
河北洋介「カナダ憲法における平等権と性的指向問題
の連関性」本誌第1号（2009年）52頁以下を大幅に
加筆・修正したものである。
性的指向に基づく区別を差別であると初めて判示し
た1998年のVriend判決と、「配偶者」という文言に
同性カップルも含むと判示した1999年のMH判決を
契機として、カナダにおける司法積極主義批判が現れ
る。そこで、第三章では、カナダにおける司法積極主
義について検討する。当初カナダでは議会主権の伝統
が強く司法積極主義ではなかったことを示した上で、
1982年カナダ憲法の制定により、伝統的な議会主権
から司法積極主義に変わったことを論じる。その上
で、司法積極主義批判として、Mark E. Rushの見解
とF. L. MortonとRainer Knopffの見解を紹介する。
この二つの見解が示した司法積極主義に対する問題点
は、裁判所という非民主的な機関によって政策立案が
なされていること、つまり「民主主義」が最大の問題
点であった。このような司法積極主義批判の反論とし
て、立法府と裁判所の対話という所謂「対話理論」を
紹介する。この対話理論は、Vriend判決とMH判決で
も用いられており、カナダ最高裁は、憲章を採用して
からカナダは「民主主義の再定義」を行ったと判示し
た。そして、両判決には、「多文化的民主主義」とい
う捉え方があったことを明らかにする。なお、本章
は、河北洋介「カナダにおける司法積極主義―性的
指向関連判例を素材にして―」本誌第3号（2010
年）94頁以下を加筆・修正したものである。
第四章では、第二章で紹介した性的指向への権利の
拡充と第三章で扱った司法積極主義というカナダ憲法
における二つの動向が合わさることにより、カナダの
判例における「婚姻」概念が変容したことを論じる。
カナダでは、当初、「婚姻」を「異性愛規範」と「生
殖能力」という二つの指標によって基礎付ける「定義
的アプローチ」が主流であった。しかし、そのような

状況下でも、少数意見ではあるが、家族の機能に着目
することにより「婚姻」を基礎付けようとする「機能
的アプローチ」が語られていたことを示す。そして、
同性婚について取り扱った下級審の判例である
EGALE Canada v. Canada （A. G.） 〔EGALE地裁判決 
［2001］ 11 W. W. R. 685、EGALE控訴判決 ［2003］ 7 
W. W. R. 22〕、Halpern v. Canada （A. G.） 〔Halpern地
裁 判 決 ［2002］ W. D. F. L. 345、Halpern控 訴 判 決 
［2003］ 65 O. R. （3d） 161〕、Hendricks c. Québec （P. 
G.） 〔Hendricks 地 裁 判 決 ［2002］ R. J. Q. 2506、
Hendricks控訴判決 ［2004］ R. J. Q. 851〕をそれぞれ
第一審から第二審まで詳細に検討する。これらの下級
審の検討から、カナダでは、もはや異性婚を前提とし
た「婚姻」概念を維持することはできず、「婚姻」概
念は、異性婚とともに、同性婚も含むことを明らかに
する。つまり、定義的アプローチから機能的アプロー
チで「婚姻」概念を基礎付ける流れになり、そこでの
「婚姻」概念は、「全ての他者を排除して二人の人の自
発的な法的結合」であった。さらに、カナダでは、同
性愛結合を認めるためにシヴィル・ユニオンのような
「婚姻」とは異なった別の制度を設けることにより
「婚姻」概念から同性愛者を排除することは、「分離す
れども平等」故に違憲になることを明らかにした点も
注目に値する。なお、本章の概略は、河北洋介「カナ
ダにおける『婚姻』概念の変容―カナダ憲法判例に
基づいて―」本誌第5号（2011年）64頁以下に記
している。
政府は、第四章で取り扱ったHalpern控訴判決につ

いて上告しないという決定を下した。その代わりに、
政府は、同性婚を承認する市民婚姻法案を作成し、こ
の法案についてカナダ最高裁に勧告的意見を求めた
（Reference re Same-Sex Marriage ［2004］ 3 S. C. R. 
698：以下、Same-Sex Marriage照会）。カナダでは、
このような勧告的意見を裁判所に求めることを照会と
いう。そこで、第五章では、Same-Sex Marriage照会
でカナダ最高裁はどのような決定を下したのかについ
て検討し、その上で、「何故、上告ではなく照会とい
う手段を政府は採用したのか」について考察した後
に、同性婚法制化の議会における審議過程を概観す
る。
まず、Same-Sex Marriage照会に関するカナダ最高

裁の決定について論じる。市民婚姻法案では、（ⅰ）市
民的目的（civil purposes）にとって、婚姻は、全ての
他者を排除した二人の人の法的結合である（第1条）、
（ⅱ）本法のいかなる規定も、宗教団体に属する宗教者
が、その宗教的信念に合致しない婚姻を執り行うこと
を拒絶する自由に影響を及ぼすものではない（第2
条）、という二つのことが添付されることになった
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（添付法案）。Same-Sex Marriage照会で、政府はカナ
ダ最高裁に四つの質問をしたが、最後の一つは回答を
拒否したため、本要旨では、三つの質問についてのカ
ナダ最高裁の決定を論じる。第一の質問は、「市民的
目的での婚姻の法的許容性の諸側面に関する添付法案
は、カナダ連邦議会の専属的立法権限の範囲内にある
かどうか。否である場合、どの点あるいはどの範囲で
か。」というものであった。この質問には、若干の説
明を必要とする。カナダ連邦制下で、権限配分の一つ
として、カナダ連邦議会の専属的権限事項と州立法府
の専属的権限事項が、1867年カナダ憲法に定められ
ている。これによると、カナダ連邦議会の権限として
1687年カナダ憲法 91条（26）に「婚姻および離婚
（marriage and divorce）」があり、州立法府の権限と
して1867年カナダ憲法92条（12）に「州における結婚
式（solemnization of marriage in the province）」があ
ると規定されている。そのために、このような質問が
出されたのである。これについて、カナダ最高裁は、
当該法案の第1条は連邦議会の専属的立法権限内であ
るが、第2条はそうではないとした。第二の質問は、
同性同士に婚姻能力を拡大する法案が憲章と合致する
か否かについてである。これについて、カナダ最高裁
は、二人の人の法的結合であると婚姻を定義すること
は憲章と合致するとした。第三の質問は、憲章2条（a）
が保障する信教の自由は、宗教者が自らの宗教的信念
に反して同性の二人の婚姻を執り行うことを強いられ
ないことを保障するか否かについてであった。カナダ
最高裁は、憲章における信教の自由の保障は、宗教者
に彼らの宗教的信念に反して同性の二人の人の間の婚
姻を執り行うことを国家によって強いられないことを
保障すると結論付けた。Same-Sex Marriage照会では、
同性婚を法的に承認することは可能であることを示
し、カナダ最高裁の立場も、基本的には、Halpern控
訴判決などで論じられたものと同じであったことを確
認する。このようなSame-Sex Marriage照会を受けて、
2005年7月に市民婚姻法が制定された。そこで、市
民婚姻法第2条では、「婚姻は、市民的目的との関係
においては、二人の排他的な合法的結合である」と規
定され、同法第3条では、「宗教団体に属する宗教者
は、自らの宗教的信念に一致しない婚姻を執り行うこ
とを拒絶する自由を有することが認められる」と規定
された。

Matthew Hennigarは、「たとえ私たちが自由党政権
は同性婚を真に支持するということを受け入れたとし
ても、上告しないという決定は、戦略的パースペクテ
ィブから、明らかに『準最適（suboptimal）』であっ
た 」（Matthew Hennigar, “Reference re Same-Sex 
Marriage: Making Sense of Government’s Litigation 

Strategy” in James B. Kelly and Christopher P. 
Manfredi eds., Contested Constitutionalism: Reflections 
on the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
（Vancouver; UBC Press, 2009） at 210）とする。そう
すると、政府は「上告」ではなく「照会」という制度
を何故用いたのかという疑問が生じる。そこで、この
疑問を解くためにHennigarの主張を概説する。その
主張は、George Tsebelisの提唱した「入れ子ゲーム
（nested games）」で考えることで、政府が「上告」で
はなく「照会」という制度を何故用いたのかという疑
問を明らかにすることができるというものであった。
Tsebelisによれば、「要約すれば、……十分な情報を
持って、一つのアクターの選択が準最適であると思わ
れる場合、それは観察者のパースペクティブが不完全
であるからである……。観察者は、一つのゲームにの
み焦点を絞るが、しかし、当該アクターは全体のゲー
ムのネットワーク―所謂入れ子ゲーム―に関係す
る。一つのゲームのみのパースペクティブから準最適
と思われることは、全体のゲームのネットワークが考
慮されるとき、実際は、最適（optimal）である」
（George Tsebelis, Nested Games: Rational Choice in 
Comparative Politics （Berkeley; University of 
California Press, 1990） at 7）とされる。このような視
角から政府のSame-Sex Marriage照会の選択を見るべ
きではないかというのが、Hennigarの主張である。
そこで、「性的指向に関する平等ゲーム」・「自由党会
派ゲーム」・「党派的競合ゲーム」・「選挙ゲーム」・「行
政政策作成権限ゲーム」・「自由党のリーダーシップ・
ゲーム」という六つのゲームをそれぞれ見ていく。そ
して、観察者から見て「最適」ではない戦略をアクタ
ーが選択することを理論化する概念装置である「入れ
子ゲーム」という見方を採った場合、何故政府は「照
会」という手段を用いたのかの一定の理論的説明を提
示してくれることを明らかにする。最後に、Same-
Sex Marriage照会後の議会審議の過程を概説した。
第六章では、ここまで考察してきたことを基に、カ
ナダ憲法における多様性について検討する。
まず、カナダの国家像について、「ポストモダン」
国家という評価がカナダでしばしばなされている。そ
こで、まず、この論点について、Jean-François Lyotard
に代表されるポストモダンの思想を簡潔に論じた後、
性的指向との関係でカナダがポストモダン国家なので
はないかと主張するCarl Stychinの見解を基に検討す
る。その結果、カナダは、ポストモダン国家ではな
く、Anthony Giddensなどが主張する「再帰的近代化
＝後期近代」国家であると結論づける。再帰的近代化
とは、「近代化の近代化」といわれるものである。そ
して、そうした「再帰的近代化は、諸個人に意思決定
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を迫る」のであり、「再帰的近代化は、あらゆる所与
的なるものの存在理由を問い直す。そこでは、伝統、
慣習、および権威といった諸個人間の関係を規制・調
整する既存のメカニズムは不安定化する」のである
（田村哲樹『熟議の理由　民主主義の政治理論』（勁草
書房、2008）18頁）。そのため、既存の伝統的な概念
も見直しが行われることになる。このような状況を
「ポスト伝統秩序」という。そのような再帰的近代化
＝後期近代をカナダが迎えているということを前提と
した上で、第一章から第五章までの性的指向・同性婚
についての考察を基に、カナダ憲法における多様性に
関する実践について考察する。
その結果気付くことは、「人権という局面だけでは

なく、統治機構の局面、特に司法府と議会という局面
が有機的に結合して、カナダでは同性婚を承認するに
至った」ということである。人権主体として同性愛者
（あるいは多数派と異なった性的指向を持つ者）を含
める解釈をしていき、それによって性的指向への権利
は増加していった。しかし、同性婚を承認するために
は、多様な人権主体の承認だけではなく、それが同性
愛者たちにとってきわめて重要な権利であることを承
認することが重要であった。そして、裁判所が権利言
説によって同性婚の承認を主張したことにより、議会
はそれに従わなければならなくなったのである。実際
に、カナダ最高裁への照会を終えた後、多くの批判的
意見がありながらも、議会は同性婚を承認したのであ
る。また、おそらく、平等権の拡充だけでは同性婚の
承認にまで至ることはなかった。平等権が拡充される
中で、性的指向への権利についての裁判所の権利言説
に変化が起こり、それによって、議会もそれに従った
形で動かざるを得なかったのである。≪平等権の拡充
→性的指向への権利の承認→司法積極主義と伝統的議
会主権の変容→裁判所における「婚姻」概念の変容
（性的指向への権利言説の拡充）→法案のカナダ最高
裁への照会→同性婚の承認≫という道を辿ることによ
り、カナダでは同性婚を承認することになる。ここに
は、「人権における多文化主義（多様性）」と「統治機
構における多文化主義（多様性）」という構図があっ
たと考えることができるのではないか。このような再
帰的近代化論で第二章から第五章までの考察を捉え直
すことによって、カナダにおける多様性承認の一過程
を基礎付けた上で、カナダ憲法における多様性の承認
についての理論的考察を行うことになる。
カナダ憲法における多様性をめぐる問題を考えた場
合、重要なことは、まず、カナダ憲法における人間像
がCharles Taylorの指摘する「自己解釈的存在」とし
ての自己であったということである。そして、Taylor
によれば、このような自己像の下では、状況づけられ

た自由しか持ち得ないことを主張する。そこで「自
由」の問題が重要になるが、Taylorは、Isaiah Berlin
の「自由」論を批判することで、自由の問題を論じる
ことになる。周知のように、Berlinは、自由を消極的
自由と積極的自由とに分け、前者の自由を擁護する。
しかし、Taylorは、後者の自由である積極的自由を擁
護するのである。そして、田中智彦が指摘するよう
に、Taylorにとっては、「自由の擁護には消極的自由
の擁護だけではなく、積極的自由をめぐる自己と他者
のあいだの問いかけが、すなわち、なにが自由であり
真の自己実現であるかについての公的な討論が必要に
なる」のである（田中智彦「テイラー」藤原保信＝飯
島昇藏編『西洋政治思想史Ⅱ』（新評論、1995）471
頁）。カナダ憲法において、先住民の権利や性的指向
への権利が登場したのは、このような自己解釈的存在
としての自己という人間像の下で、消極的自由の擁護
だけではなく、積極的自由を擁護しなければならない
ということが認識されていたからではないだろうか。
そのように考えると、カナダ憲法が、多様な人権主体
を承認する具体的人間像を採用して、自己解釈的存在
としての自己に着目することを説明できるように思わ
れる。Taylorは「政治的アトミズム」を痛烈に批判す
るが、それは人間の自己解釈性の隠蔽と他者との存在
論的関係の隠蔽だからであった。そして、このことを
考えれば、自己アイデンティティを他者に承認しても
らうという、Taylorの主張する「承認をめぐる政治」
との接合も可能になるのである。性的指向への権利
は、≪平等権の拡充→性的指向への権利の承認→司法
積極主義と伝統的議会主権の変容→裁判所における
「婚姻」概念の変容（性的指向への権利言説の拡充）
→法案のカナダ最高裁への照会→同性婚の承認≫とい
う道を辿ることにより、カナダで同性婚を承認した。
それは、このような積極的自由の容認とそれに対する
公的な討論が織り成した形でなされていた。カナダ憲
法における多様性を承認する解釈の下地には、カナダ
憲法における人間像が自己解釈的存在としての自己で
あったのであり、そのために、積極的自由を容認する
ようになったのである。この象徴的な過程を観察でき
る素材が、性的指向への権利の発展過程であった。そ
のようにカナダ憲法における人間像を描いた上で、本
論文では、カナダ憲法における権利承認の作法につい
て論じる。
ここで注目すべきは、カナダの法哲学の教科書とし
て編纂された書物の中に、「平等」という章があり、
Taylorの論文「承認をめぐる政治（The Politics of 
Recognition）」を教材としてあげ、その実践事例とし
て、第四章で扱ったHalpern控訴判決と第五章で扱っ
たSame-Sex Marriage照会をあげていることである
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（David Dyzenhaus, Sophia Reibetanz, and Arthur 
Ripstein eds., Law and Morality: Readings in Legal 
Philosophy ［Third Edition］ （Toronto; University of 
Toronto Press, 2007） at 445-480）。そのことを手掛か
りにして考察を進めると、性的指向への権利の問題、
同性婚問題について、カナダで、なぜ承認するに至っ
たのかに関する一定の道筋が見えてくる。それは、
1982年に憲章を採用して以来、「平等な承認」と「深
い多様性」というTaylorの考え方と近似性のある解
決策を裁判所が採用していたということである。

Gerald Kernermanは、「多文化的なモザイクという
包括的でリベラルな精神において、カナダ人は、その
国の多くの民族的、文化的、宗教的あるいは『ライフ
スタイル』的なコミュニティの存続性（vitality）を
祝う。人は、重要な寛容の徴候として、これを解釈す
るかもしれない。しかし、カナダ人は、寛容という言
葉が示唆するようなそれらの多様性に単に耐えている
わけではない。それらの多様性へのアプローチは、活
発に、そしてしつこくすらあるが、急進的で熱狂的で
ある」（Gerald Kernerman, Multicultural Nationalism: 
Civilizing Difference, Constituting Community 
（Toronto; UBC Press, 2005） at 98）と言い、「多文化
的なモザイク」を否定的に捉えているけれども、再帰
的近代化＝後期近代は、今まで人権主体として考えら
れていなかった先住民や、男女平等と言われながら差
別され続けた同性愛者のような者までも権利を承認す
るという徹底した近代化を推し進めるものであった。
そして、観察知としての社会学の見地から「再帰的近
代化＝後期近代」という現状をGiddensが発見し、そ
のような状態を「近代の不安」として、それに対処す
る理論知をTaylorが提供した。そして、その実践知
を提供したのが、本論文で論述してきた性的指向への
権利・同性婚の承認のような、カナダ憲法における多
様性の承認過程であったことを論じる。ただ、ここで
示したのは、一つの解釈方法であり、他の局面（例え
ばケベコワ問題など）においては、カナダ憲法におけ
る多様性の承認過程の論理は異なるかもしれない。そ
のため、今後、更なる考察を深めていく必要がある。
以上のような検討によって、子どもの権利、先住民
の権利、犯罪被害者の権利など多くの人権主体の人権
を保護するためにも、カナダにおける実質的平等志向
が、日本の人権論においても重要な要素となってくる
ことを示した。また、日本の学説で展開されている日
本国憲法14条1項の後段列挙事由の特別意味説が、
カナダ憲法の実践からも補強可能であることが示され
た。さらに、カナダのように、「列挙事由およびそれ
に類似する事由」は差別の問題であると考えれば、日
本国憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて」

における「両性（both sexes）」の解釈は、同性と異性
の両方を内包するという解釈も可能であることも示し
た。今後は、カナダと日本における憲法観や統治機構
と人権の関係についても考察を深め、「カナダ憲法に
おける多様性」研究によって、日本における憲法研
究・比較憲法研究に寄与できることを願っている。
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