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カトリシズムとセクシュアル・デモクラシー
――フランスの同性婚反対運動とライシテ
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une analyse de la Manif pour tous du point de vue des études sur la laïcité
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Résumé
Cet article se propose d’éclairer la nature de la démocratie sexuelle à 

travers l’examen des réactions des catholiques face à la législation du « Mariage 
pour tous ». Après avoir retracé l’historique de l’affaire, dont l’effet reste 
toujours perceptible, nous nous appliquons à faire ressortir quelques aspects du 
mouvement « Manif pour tous », notamment les embarras de certains catholiques 
homosexuels et les positions plus nuancées de certains prélats et de certaines 
ouailles, positions qui sont demeurées toutefois au second plan et relativement 
inaperçues. Enfin, à la lumière de la théorie de la démocratie sexuelle et de 
l’histoire de la laïcité, nous relevons le fait que l’Église renforce son autorité 
morale dans la sphère de l’intime au moment même où elle a perdu sa légitimité 
politico-sociale. Alors que l’Église a pu recourir au modèle biologique pour 
sauvegarder le caractère absolu de la naturalité familiale durant la modernité, 
elle cherche aujourd’hui sa légitimité du côté des sciences humaines et sociales, 
voire du sens commun du peuple.

はじめに

2013年 5月 17日法の名を冠したトビラ法は、結婚を異性間のみならず
同性間にも開くいわゆる同性婚解禁法である。この「みんなのための結婚」
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（Mariage pour tous）法制化は、フランスの世論を大いに賑わせた。白熱した
議論は、少なくとも 2012年夏から秋にかけてはじまり、法律施行後も続いた。
法律反対派が組織した「みんなのためのデモ」（Manif pour tous）は全国規模
で複数回行なわれ、2013年 1月 13日のデモは、警察発表で 34万、主催者発
表で 80万もの人びとを動員した。
この同性婚反対運動は、フランス内外の人びとを驚かせた。同性愛という

現象はフランスでは比較的ありふれているし、1999年に法制化された民事連
帯契約（PACSと呼ばれる法制度で、異性または同性の成人カップルの共同
生活を保護するもの）はすでに社会に定着した制度と言える状態にあった 1。
同性婚法制化はオランド大統領の公約にあったのものだし、世論調査も過半
数のフランス人が法制化に賛成であることを告げていた。
「みんなのためのデモ」と名付けられたこの反対運動において、「母胎」の
役割を果たしたのがカトリックであった（Tricou, 2016）。このことは、理解
できることでもあれば（カトリックには強固な家族観がある）、逆説的でもあ
るが（「カトリックのデモ」ではなく「みんなのデモ」であろうとした）、や
はり驚くべきことであろう。というのも、近年のフランスのカトリック教会
は、聖職者の減少と高齢化、信徒離れなどの問題を抱え、当事者たちは将来
を悲観せざるをえないような状況にあるからである。しかるに、反対運動の
なかには、明るく元気な若者たちの姿も多く見られた。ヨーロッパでは、ベ
ルギー（2003年）、スペイン（2005年）、ポルトガル（2010年）といったカ
トリック系の国々ですでに同性婚が法制化されているが、いずれの反対運動
もフランスほど大がかりではなかった。このようなカトリック「回帰」の現
象をどう理解すればよいのだろうか。

1968年の五月革命の左右を逆転させて「保守派の 68年 5月」（Brustier, 
2014）とも評されるこの運動には、あまりにも多くの論点があり、歴史的評
価が定まってくるのはなお先のことだと思われる。デモについては政治学や
社会運動研究からのアプローチ、家族形態については家族社会学や精神分析
からのアプローチなどが思い浮かぶ。本稿は、同性婚法制化過程において、
とりわけカトリックがどのような対応をしたのかを整理することを通して、
現代フランス社会における宗教のあり方の特徴を、親密圏とセクシュアリ
ティという問題系を考慮に入れつつ検討するものである。
カトリックがフランス政府に反対した大きな運動としては、1984年のサ

ヴァリ法案反対運動が想起される。これは、社会党ミッテラン政権が教育の
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一元化を目指したのに対し、パリ大司教ジャン＝マリ・リュスティジェ枢機
卿の呼びかけに応じたカトリックが私学教育の自由を守ろうとして起こした
一大デモである。フランス革命後の共和派とカトリックは、とりわけ教育の
領域を主戦場として争い、ライシテ（フランス型の政教分離）を規定した
1905年法の枠組みをカトリックが受け入れたあとも、私学助成の問題は火種
として残っていた（伊達、2010）。1984年のデモは、ライシテ対カトリックの「2
つのフランスの争い」の名残としてとらえることができる。これに対し、同
性婚反対運動は、この図式ではもはや読み解けない。「カトリックはライシテ
および共和国の枠組みを深く内面化」しており、反対運動に参加した人びと
は「信仰」を持ち出したわけでも、教会の教えにしたがったわけでもなかっ
たからである（Raison du Cleuziou, 2014）。
また、1984年のデモはサヴァリ法案を廃案に持ち込んだのに対し、2013年

のデモは法案を阻止できなかった。たしかに、生殖補助医療（PMA）を法律
に盛り込ませなかったこと、ほかにもオランド政権が予定していた終末期医
療に関する法案（いわゆる安楽死・尊厳死法案）の提出を不可能にしたこと
は「部分的成果」と言える。大がかりな動員に「成功」したと評価すること
も十分に可能である。だが、法律を成立させてしまった結果に照らせば、や
はり「失敗」だったことになる。さらに、この「みんなのためのデモ」をカ
トリックにとって「苦い経験」としたのは、カトリックが結束してトビラ法
の反対に回ったわけではなく、同性婚法制化に賛成するカトリックも少なか
らずいた事実である。近代に対して闘うアイデンティティのカトリックと、
第二ヴァチカン公会議の流れを汲み社会に開かれた態度を取ろうとするカト
リック。同性婚反対運動は「2つのカトリック教会」（Clanché, 2014 : 16）の
存在を浮き彫りにした。だとするならば、カトリックの「底力」と見えるも
のは、復活の兆しか、亀裂と困難な将来の暗示か、両義的なものとなる。
かつての共和国とカトリックの争点が政治的正統性や教育を焦点とする社

会の進路に関するものであったとするならば、セクシュアリティ（や生死）
をめぐる規範が現在のカトリックにとって重要な争点を構成している。カト
リック教会は長いあいだ親密圏において支配的な道徳的権威として振舞って
きたが、ある時期よりその影響力に陰りが出てきた。このことと、セクシュ
アリティが政治的議論の対象となることは相関的である。この「セクシュア
ル・デモクラシー」（Fassin, 2006 ; 2008 ; 2009）の到来は、ライシテの歴史に
いかなる位置を占めるものなのだろうか。
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以下では、同性婚反対運動の経緯をたどり、カトリック内部の多様性に注
意を促しつつ、 親密圏とセクシュアリティがなぜライシテの問題に関係して
くるのかを考えたい。そして、今日の人間が自然の秩序を議論することの歴
史的な含意について考察したい 2。

I．経緯

1．左派政権とカトリック教会の基本的対立軸
1990年代には同性愛者の権利拡張の動きが見られ、大統領が右で首相が左

という保革共存（コアビタシオン）のジョスパン内閣において 1999年に成立
した PACS法も、その「成果」のひとつに位置づけられる。だが、2002年に
右派のシラクが大統領に再選されて以来、その流れには歯止めがかかってい
た。2012年の大統領選で、社会党のオランド候補は「同性愛者カップルに結
婚と養子縁組の道を開く」ことを公約のひとつに掲げていた。
左派には平等を理念とする伝統がある。これは性的指向による差別も撤廃

すべきであるという考えにつながる。南米ギアナ出身で黒人女性であるクリ
スチアーヌ・トビラ法務大臣も、平等の観点から法案を正当化していた。ま
た、世論動向を見ても、離婚、堕胎、安楽死、同性愛に対する社会の「寛容
度」が増していた。1981年と 2008年を比べると、「許容できる」とする割合
が、離婚は 39％から 56％、堕胎は 37％から 56％、安楽死は 37％から 63％、
同性婚は 17％から 43％とすべて増加していた。さらに、2011年に 1月には
憲法院が同性婚の可否は立法府次第との見解を示していた（Béraud et Portier, 
2015 : 57-59）。
カトリック教会は、家族の基盤は異性婚のみという立場を貫いてきた。

1975年の教皇庁教理聖省『性倫理の諸問題に関する宣言』は、同性愛者は司
牧の場面においては「理解をもって」受け入れられなければならないとする
一方、彼ら彼女らに「道徳的な正当化」を与えることはできず、同性愛の行
為は「本質的に秩序を乱す」ものであると述べている。

2012年 7月 17日、法改正を公約に掲げたオランド大統領と教会の立場を
守ろうとするパリ大司教アンドレ・ヴァントロワ枢機卿の面会が実現したが、
双方の対立は平行線に終わった。フランス司教会議議長でもあったヴァント
ロワは 7月 30日、聖母被昇天祭を 8月 15日に控えたフランス全国の教区に
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向けて、普段のように教会に足繁く通う信者（プラティカン）だけでなく多
くの人びとの意識を「目覚めさせる」ことができるよう、「私たちの国のた
めの心からの祈り」を呼びかけた。この祈りの文句のなかに、「結婚」や「同
性愛」という言葉は一度も登場しない（Delahaie, 2015 : 59）。それでも、同性
婚法制化という危機をフランスが迎えているという認識が言外に込められて
いる。法律を制定する立場にある者たちの「社会の共通善についての感覚」が、
「個別的な権利要求」に勝りますように。「子どもと若者たち」が、「大人の欲
望と葛藤の対象となることをやめ、父親と母親の愛を十分に享受することが
できますように」3。このような言い回しが選ばれている。
ここから窺えるのは、宗教指導者として信者を焚きつけて政府をあからさ

まに批判する選択肢は避けたということである。また、よく読むと、同性愛
者や同性愛の行為を直接的な批判の対象から外し、同性カップルの養子縁組
への難色に力点を置いていることがわかる。カトリック教会としても、世論
の動向を感じ取っていたのだろう。聖母被昇天祭前日に公表された世論調査
では、同性婚についてはフランス人全体の 65%が賛成、プラティカンでも
45%が賛成していた。一方、養子縁組については、フランス人全体で 53%、
プラティカンでは 36%が賛成という数字だった 4。法制化に反対の教会とし
ては、国民の多くが賛成している同性婚に正面切って反対するのは得策では
ない一方、同性カップルによる子育てを問題化することは効果的であること
を、多かれ少なかれ読み取っていたものと思われる。
一方、リヨンの大司教フィリップ・バルバラン枢機卿は、聖母被昇天祭に

際して「結婚は男女の結合である、それは聖書の最初の頁に書いてある」と
主張し、同性婚に反対の立場を明確にするとともに、「議会は父なる神ではな
い」と述べた。人間の法に神の法を対置する論理が透けて見える。さらにバ
ルバランは 9月半ば、同性婚を認めてしまったら、次は 3、4人でカップルを
作り出し、近親相姦のタブーもなくなると発言した。

2．過熱と分裂、収束と継続
2012年 9月 28日、フランス司教会議の「家族・社会」評議会は、「結婚を

同性の人びとに拡大すべきか。議論を開こう！」と題する文書を発表した 5。ル・
アーヴルの司教ジャン＝リュック・ブリュナンが主導し、聖職者と平信徒が
共同で作成したこの文書は、バルバランの露骨な態度とはかなり調子を異に
している。その特徴は、ますます少なくなる信者に対してというより、むし
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ろ社会を巻き込む議論として世論や議会に訴える態度をとっていることであ
る。この文書によって議論を呼びかけることで、司教たちは信徒たちの自発
的な活動に委ねる選択をした。カトリック教会当局が公式にデモを組織した
り、公認したりしたわけではなかった。その意味において、「みんなのための
デモ」は高位聖職者が「上から」組織したものではなく「下から」組織され
たものである。

2012年 9月 5日に結成された「みんなのためのデモ」は、37のアソシエーショ
ンを糾合したもので、多くのカトリック系団体が集まった。「カトリック家
族協会」（AFC : Associations familiales catholiques）はその中心にあった保守派
ロビー団体である 6。AFCは週刊の『キリスト教の家庭』（Famille chrétienne）
と連携し、同誌は「みんなのためのデモ」の公式機関誌を自任した。運動には、
カトリック固有というよりはプロ・ライフ派の団体、非宗派の団体、そして
他の宗教系団体も加わった 7。たしかに、カトリック系以外の団体は運動のな
かではマイノリティだったが（Béraud, 2014 : 343）、「下から」組織された「み
んなのためのデモ」は、高位聖職者から俗人までをも巻き込み、さらにはカ
トリックの枠をも超えて広がることになる。
「みんなのためのデモ」のスポークスパーソンは複数いたが、運動の前半期
におそらく最も注目を集めたのはフリジッド・バルジョーである。女優ブリ
ジッド・バルドーの名前を連想させる偽名で、「不感症の頭のおかしな女」と
いう意味である。1962年生まれでリヨンのカトリックの家庭に育つが、1980
年代は「パリの夜の女王」としてゲイ・ナイトクラブにも通い詰めた過去を
持つ。2004年にルルドを巡礼し、カトリックに目覚めたというのが本人の弁
である（Barjot, 2011）。彼女の「あまりにエキセントリックな側面」は、「保
守およびカトリックの人たちの反発を買いもした」。だが、「堅苦しいカトリッ
ク信者のイメージをひっくり返した」彼女の「カリスマ」のおかげで、反対
運動は「カトリック信者の枠を超えて全国的規模のデモになること」ができ
た（浅野、2014）。

11月 3日、アンドレ・ヴァントロワ枢機卿はルルドで開かれた司教会議の
総会にて、政府が準備を進めているのは「みんなのための結婚」ではなく「一
部の人びとの結婚をみんなに押しつけるもの」であると批判し、「参加型民主
主義」（démocratie participative）の名のもとに、「私たちの分析と問い」を共
有するすべての人たちのものの見方を知らしめるべきであると主張した 8。

11月 8日にトビラ法案が国民議会に提出されると、11月 17日にはパリ（7
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～ 20万人）やリヨン（8000～ 5万 2000人）などの大都市で、最初の大規模
な法案反対デモが行なわれた。一方、12月 16日にはパリで法案賛成派のデ
モが行なわれた（6～ 15万人）。

2012年 8月から 2013年 1月までの世論調査の推移を見ると、同性カップ
ルの結婚に賛成する左派は 80%前後で推移したが、右派では 46%から 33%
までポイントを下げた。フランス人全体でも、賛成が 65%から 60%にまで
下がっている。同性カップルの養子縁組については、左派は賛成がほぼ 60%
台で推移したが、右派では 20%を割ることもあった 9。

2013年 1月 13日には、最初の全国規模の反対デモが行なわれた。本稿冒
頭でも触れたように、警察発表で 34万、主催者発表で 80万の人びとが街に
繰り出した。現職の司教 14人の姿も見られた。その後、聖週間の始まりの 3
月 24日（30～ 140万人）、法律成立直前の 4月 21日（4万 5000～ 27万人）、
法律施行後の 5月 26日（15～ 100万人）と全国で反対デモが行なわれた。
「みんなのためのデモ」が「成功」したのは、3人の女性の存在によると
ころが大きいと言われている。エキセントリックな回心者フリジッド・バル
ジョー、元歴史・地理の教員リュドヴィーヌ・ドラロシェール、政治の世界
に携わってきたベアトリス・ブールジュである。いずれも政治的には右のカ
トリックだが、やがて 3人は袂を別つことになる。
同性婚法制化を阻止しようとするデモは、もちろん政治的含意のある社会

運動だが、政治的野望と直接的な関係はない。ところが、ベアトリス・ブー
ルジュは、反対運動をオランド政権打倒のための政治闘争にまで高めようと
して、右翼的な性格の強い「フランスの春」（Printemps français）を率いて、「み
んなのためのデモ」を離脱した。
フリジッド・バルジョーは、運動の平和的な性格を保持し、当局との衝

突を避けようとした。同性愛者の友人も持つ彼女は、同性愛に否定的なの
ではなく、結婚の範囲を同性愛者に拡張することに反対だったのであり 10、
PACSと結婚の中間形態のような市民契約を新たに創設するのがよいと考え
ていた。ところが、リュドヴィーヌ・ドラロシェールはこれを望まなかった。
2013年 5月 26日のデモのあと、バルジョーは「みんなのためのデモ」を離れ、
「みんなのための未来」（Avenir pour tous）を結成する。
「みんなのためのデモ」に残ったリュドヴィーヌ・ドラロシェールは、法律
施行後もトビラ法廃止、生殖補助医療（PMA）や代理出産（GPA）の合法化
反対などを掲げ、デモを組織している。一方、2014年 11月の世論調査では、
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同性婚に賛成の国民は 68％、同性カップルによる養子縁組に賛成は 53％とい
う結果が出ている 11。2016年 9月の調査では、63％のフランス人が同性カッ
プルと子どもから成る家庭を正真正銘の家庭であると認め、62％がトビラ法
廃止に反対しており、同性婚が社会に定着しつつあると報じられている 12。

II．運動の多様な側面―カトリック内部の不協和音

1．見えにくかったカトリック内部の多様性と亀裂
同性婚法制化においては、反対の旗印を鮮明にするカトリックの聖職者の

姿が目についたが、実は法案に賛同していた聖職者もいれば、法制化には否
定的だが大がかりな反対デモには反対という聖職者もいた 13。しかしながら、
これらの不協和音は総じて目立ちにくかった。なぜだろうか。
まず、カトリック左派が法案賛成で足並みを揃えたわけではなかったこと

が挙げられよう。革新系のアクシオン・カトリックにとって、フェミニズム
や同性愛の問題は優先順位が低かった。労働者の解放を唱え、既婚者の叙階、
離婚や再婚に関する規則の柔軟化、俗人の活動範囲の拡大などに関心を抱く
カトリックでも、セクシュアリティに関しては体制順応的であることが珍し
くない。ジャーナリストのフィリップ・クランシェは、進歩派カトリックに
もホモフォビアは存在するとの証言を拾っている（Clenché, 2014 : 57-59）。
だが、何よりも大きかったのは、教会当局が議論を呼びかける身振りを見

せつつも、早い段階から明確に同性婚法制化に反対という姿勢を打ち出して
いたことだろう。クランシェによれば、教会で行なわれる「語りの夕べ」の
ような場では、普段は社会問題も取りあげられるが、自己検閲のメカニズム
がはたらき、同性愛の話題は避けられる傾向にあったという（Clanché, 2014 : 
61）。
ドミニコ会修道士リオネル・ジャントリックは、2012年 12月 30日に「み

んなの結婚をめぐる問題に関する教会の全会一致について」と題する記事を
公式サイトに寄せ、「表面にすぎない全会一致を押し出す私たちは間違った道
を歩んでいる」と述べたが、2日後に削除された。けれども、ネットで公開
されたものはすぐに流通する。この文書をカトリックならば同性婚反対とは
かぎらない例として「拡散」した者のなかには、法案採択の流れを作りたい
現職の大臣セシル・デュフロもいた。
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カトリック系雑誌のなかでは、先述の『キリスト教の家庭』（Famille 
chrétienne）と『カトリック的フランス』（France catholique）は右派で、同性
婚法制化反対の論陣を張った。これに対し、左派に位置する『キリスト者の
証言』（Témoignage chrétien）の共同編集長ジャン＝ピエール・ミグナールと
ベルナール・ステファンは、教会当局の拒否の姿勢がカトリック内部の多様
性を見えなくしていると批判した 14。中道の『ラクロワ』（La Croix）と『ラヴィ』
（La Vie）は、法案には反対ながら広く議論することには賛成で、多様な意見
を誌面に反映させようとした 15。
高位聖職者のなかにもニュアンスがあった。ラングルのフィリップ・ゲヌ

レ枢機卿やオルレアンのジャック・ブラカール枢機卿は、「結婚」とは異なる
制度で同性カップルを承認する必要を示唆し、クレルモン＝フェランのイポ
リット・シモン枢機卿は PACSの利点を説き、かつてこれに反対したのは誤
りだったとの考えを示した（Béraud et Portier, 2015 : 78-79）。また、アングレー
ムの司教でアカデミー・フランセーズ会員のクロード・ダジャンスは、トビ
ラ法に好意的だったわけではないが、「みんなのためのデモ」に対して非常
に批判的であった。法案反対運動は宗教的なものを政治的なものに変え、カ
トリック内部の過激派を利することになるからである。多様な信者がいる現
実を踏まえることなく、反対運動への参加を信者の義務であるかのように思
わせてしまうならば、それは教区での司牧活動にとって大きなリスクとなる
（Clanché, 2014 : 79）。
カトリック系の論客にも同性婚賛同者がいた 16。『ル・モンド』に「同性婚

は教会を解放する」という表題の論説を寄せたティエリ・ジャイエは、カト
リック信者であることを強調したうえで、次のように述べている。「まともな
教育者ならば誰もが知っている。子どもたちの困難は親の性的指向から来る
のではなく、親の経済状況や学歴や社会統合の度合いから来る」。また、キリ
スト教に養子縁組の宗教の性質があることを示唆している。「ヨセフとマリア
がキリストの親になったのは、子どもとして受け入れたからであって、2人
の性的関係によるものではなかった」17。

2．同性愛者のカトリック
トビラ法案に賛成した宗教系団体のうち、「ダビデとヨナタン」（David & 

Jonathan）は同性愛者を支援するキリスト教系の団体である。『聖書』に描か
れるダビデとヨナタンの友情愛（サムエル記上 20章）に由来するこの団体は、
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1972年に結成されたフランスで最も古い同性愛者団体のひとつである。もと
もとの性格は非政治的だが、2012年から翌年にかけての時期はメディアの注
目を集め、新たな会員も獲得した。
「ダビデとヨナタン」は『みんなのための結婚と家庭――愛と平等の問題』
と題された文書のなかで、40年にわたり同性愛者カップルを近くで見てきた
自分たちの団体は「生きられる愛の多様性と豊かさ」の証人であるとし、ま
た「そのような関係において、セクシュアリティはしばしば重要」と指摘す
る。しかるに、「みんなのための結婚」をめぐる議論において、責任ある立場
のカトリックの聖職者たちは「性的関係を持たない」「禁欲的なキリスト教徒」
のイメージを前面に押し出し、あたかも自分たちのような生活が同性愛者に
とってもふさわしいかのような態度を示している。たしかに、性的関係を持
たない生活は、それ自体として不条理ではないかもしれない。けれども、こ
のような「禁欲がすべての同性愛者にとって最善の道であるとすることは非
常に疑わしい」18。
ところで、同性愛は信徒（および非信徒）だけの問題ではない。宗教者の

なかにも、同性愛の傾向を持つ者がしばしばいる。聖職者に同性愛者がいる
ことは、教会にとってのタブーで、スキャンダラスに見えるかもしれないが、
同性愛の傾向を持つ者が聖職を選ぶ心的機構と、聖職が同性愛者を引き付け
るメカニズムがないわけではない。
社会学者のエリック・ファッサンは、次のように指摘している。同性愛者

の権利要求を抑え込みたい教会は、異性愛を言祝ぎ、同性愛者には節制や禁
欲を呼びかけている。「その結果、異性愛者の信仰は「自然に」結婚で聖別さ
れるとすれば、熱意のある同性愛者は聖職を選択する気にならないであろう
か。まさしく聖職は、貞潔（みんなと同様）のみならず、禁欲（同性愛者と同様）
をも要求する」（Fassin, 2008：230）。
ゲイの聖職者のなかには、ネット空間の匿名性を利用して内心を吐露する

者もいた。フィリップ・クランシェは、2012年 11月に投稿されたある記事
を紹介している。「カトリックの同性愛者にとって辛い時期だ。そのなかでも
特に同性愛の聖職者にとっては。彼らは長いあいだ苦しみ、探求を続けてき
た。自分のうちにおいて担う、この驚くべきセクシュアリティを見出し、名
付け、評価しようとして」（Clanché, 2014 : 31に引用）。クランシェは、周囲
から同性愛者であることを疑われることのないよう、内面と行動の分裂を余
儀なくされた同性愛の聖職者もいただろうと推測している。
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同性愛者である信者が、聖職者の理解を得られなかった例もある。ジュー
ルは男性のパートナーと 9年間一緒に暮らしており、家族も友達も司祭もそ
のことを知っていた。同性婚反対運動が盛りあがるなか、「私たちの指導者
が、特定の集団を満足させようとするよりも子どものことを気遣いますよう
に」という祈りを毎週ジュールは聞かされて居心地の悪い思いをしたという。
司祭に苦悩を打ち明けても、態度は変えてもらえなかった。彼は別の教会に
通うようになった（Clanché, 2014 : 124）。
信者に同性愛者がいることを意識しない司牧は、彼ら彼女らを傷つけ教会

から遠ざけてしまうリスクがある。一方、同性愛者に対する特別な司牧を意
識することは、かえってスティグマ化を促してしまう側面も否定できない。

III．セクシュアル・デモクラシーと習俗のライシテ

1．親密圏に介入するデモクラシー
同性婚法制化は同性愛者の権利の問題でもあるが、現代社会と宗教の問題

でもある。この含意を吟味するためには、エリック・ファッサンの言う「セ
クシュアル・デモクラシー」の射程において事象をとらえることが有力な補
助線となる。
ファッサンによれば、セクシュアル・デモクラシーとは、デモクラシーの

領域の拡大に関係している。経済や政治の領域の問題が民主的な討論や政治
的な審議の対象となるのに比べ、私的な領域に囲い込まれてきたセクシュア
リティがそのような対象になることは自明ではない。しかし、私的なものは
実は社会構造のなかで規定されているという理解が、1960年代後半以降の
フェミニズムさらには社会思想において進んできた。こうして、セクシュア
リティに関する規範の自明性は問い直され、規範の産出過程に注意が向けら
れてきた。このような観点に立つと、それまで自然で政治とは無関係とされ
てきた規範が実は歴史的で政治的な構築物であって、変化と交渉に開かれて
いることが見えてくる。
ところで、「規範的なもの」が「規範化されたもの」であったという洞察に

よって脱自明化される象徴秩序の典型が宗教である。セクシュアル・デモク
ラシーにおいて、宗教は超越的な権威を保ち続けることができるかという問
いに直面する。「宗教的超越性、したがってまさしく自然の秩序を同じように
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揺るがそうとしているのが、ジェンダー・フェミニズムそして同性愛者の権
利要求である」（Fassin, 2008 : 16）。
セクシュアリティが脱自然化して政治化するデモクラシーの特徴を把握す

ることは 19、規範の相対化が進む現代社会の相貌を読み解く試金石となる。
規範の歴史性を明らかにしてその書き直しをはかる動きが一方にあるとすれ
ば、歴史を超越する規範的な自然の秩序を防衛しようとする動きが他方にあ
る。規範の守り手は宗教ばかりではない。「精神分析」や「人間学」のような「ラ
イックひいては科学主義的なヴァージョンが、逆説的なことに、セクシュア
ル・デモクラシーを前にした宗教的不安と出会う」（Fassin, 2006 : 126）。
同性婚法制化の過程においては、とりわけ同性の親が子どもを育てること

の是非をめぐって、（宗教者と同じように）精神分析家のあいだで見解が割れ
たが、ここで注目したいのはむしろ、同性婚に反対の立場の宗教者が、精神
分析や人間学などの人文社会科学の議論や論法を用いて、自然の秩序を守る
べきことを説いたことである。宗教者が自然の秩序を守るために、人文社会
科学に訴えること。この現象を、フランスのライシテの歴史のなかに位置づ
けてみたい。

2．習俗に関するライシテの歴史の 3段階
ジャン・ボベロは、フランス革命後のライシテの展開を 3つの段階に整理

している。第 1段階は革命期で、宗教は包括的な役割を失い制度的な断片化
が進むが、社会的には正当性を保持している。第 2段階は 19世紀末から 20
世紀初頭で、国家と教会は分離され、制度的な宗教は社会的正当性を失う。
第 3段階は 20世紀後半以降で、近代を支えてきた制度が信憑性を失い、個人
化と価値の多元化が進む。第 1段階と第 2段階においては、旧来の制度を別
の制度で置き換える論理が強くはたらいていたとすれば、第 3段階において
は、近代的な制度そのものが社会の変化によって変質する点が特徴的である
（ボベロ、2009）。
この違いは、国家と教会の関係や教育など「公的な制度」に関わるものは

即座にライシテの問題と認識されるのに比べ、セクシュアリティのように親
密圏に関わるものは「私的な習俗」と見なされ、必ずしもライシテの問題と
は受け止められないことと、おそらく関係がある。
革命期に宗教婚に代わる民事婚が確立され、離婚が認められたことは、ラ

イシテの第 1段階に対応する。王政復古で再び禁止となった離婚は、ライシ
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テの第 2段階の時期に再び認められた。避妊（1968年）や堕胎（1975年）が
法律で認められたのは、ライシテの第 3段階の時期に対応するが、当時のラ
イシテ問題と言えば私学助成、つまりカトリック系の学校に公金を拠出でき
るかという論点にほぼ限定されていた。避妊と堕胎を認める法律を社会はラ
イシテの法律とは受け止めなかった（Baubérot, 2015 : 105）。1989年以降は、
ライシテと言えば、イスラームとどう向き合うかという課題が前景を占めて
いる。そのなかで、同性婚や同性愛者の親権はライシテ固有の問題とはあま
り認識されていない。
カトリック教会が共和国のライシテの枠組みを受け入れるようになったこ

とと、セクシュアリティが争点になっていくことが並行していることに注意
したい。共和派とカトリックの「2つのフランス」は特に教育をめぐって争っ
たが、双方には「ジェンダー上の合意」があった（ボベロ、2009：131）。つ
まり、避妊、堕胎、同性愛など、親密圏のセクシュアリティの管理については、
ライシテの共和国は比較的長いあいだ、教会の規則をそのまま取り入れて再
生産してきたのである（Cf. Portier et Théry, 2015）。
共和国とカトリックの和解の背後で起こっていたのが「親密なものの領域

と政治的なものの領域の境界の揺らぎ」である。ライシテの共和国に対す
るカトリックの信頼はもはや揺らがない。その代わり、人間にとっての自
然（nature humaine）が争点となるとき、教会は聖職者の動員を促すのである
（Pelletier, 2012 : 179-180）。
ここにおいて、セクシュアル・デモクラシーがライシテの問題と出会う。

カトリック教会は親密圏における教導権を長いあいだ行使してきたが、政治
的なものが親密圏に介入してきて新たな法を制定しようとする。教会が制度
としての重みを失う一方で、セクシュアリティが脱自然化して政治問題化す
る局面において、ライシテは親密圏を争点とすることになる。セクシュアリ
ティをめぐるライシテについては、ボベロのライシテの 3段階とは多少タイ
ムラグのある時系列の歴史を考える必要があるだろう。結婚、セクシュアリ
ティ、家族をめぐる「脱聖化」の 3つの位相に注目するダニエル・エルヴュー
＝レジェの議論を参考にしながら（Hervieu-Léger, 2003 : 249-251）、習俗のラ
イシテの 3段階を提示してみよう。
第 1段階は革命期から 19世紀の時期で、争点は民事婚と離婚である。カト

リック教会は結婚を神の法によるものと見なし、離婚はできないものとして
きた。これに対し、共和国は結婚も一種の契約であり、人間が結んだものは人
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間が解くことができると考える。役所の人間の前でなされる民事婚は、しかし
ながらカトリックにとっては擬制の同棲の形態にすぎない。ナポレオン法典は、
神を直接参照することをやめたが、法律自体が永遠不変の秩序を保証するもの
であるとし、男女に異なる社会的・家庭的役割を負わせたうえでこの不平等を
「自然」によるものであるとした（Hervieu-Léger, 2003 : 182）20。
第 2段階は 1960年代後半から 1970年代前半で、争点は避妊と堕胎である。

平等の理念が男女の不平等を問題視し、「自然」の名において女性を生殖に結
びつけていた絆を断ち切った。愛と産むことを分離し、宗教の規範から女性
の身体を解放したと言ってもよい。一方、第二ヴァチカン公会議で、近代社
会に適応する姿勢を見せたカトリック教会は、セクシュアリティについては
保守的な態度を強化した。避妊を糾弾する 1968年の教皇ピウス 6世による回
勅「フマネ・ヴィテ」は、教会がセクシュアリティに関する道徳の権威とし
て巻き返しをはかる出発点となった（Sevegrand, 2013）。
第 3段階は 1990年代以降で、争点は同性愛カップルと同性愛者の親権であ

る。同性愛者の人権のみならず、社会を構成する家族のあり方が問われてい
る。「自然な家族」や「自然の秩序」の意味が揺らいでいる。カトリック教会
は、性的マイノリティの権利要求やジェンダー理論には否定的だが、女性の
能力と行動を新たに評価するようになってきている。実際、教皇庁は長いあ
いだ、女性は家庭において家長にしたがうよう勧告してきたが、教皇ヨハネ
＝パウロ 2世による 1995年の『女性への手紙』は、女性の権利と平等の問題
を扱っている。フロランス・ロシュフォールは、ここにはフェミニズムのさ
らなる伸長と同性愛者の権利要求を抑え込む意図が込められていると指摘す
る。つまり、男女平等を認めることと引き換えに、ラディカル・フェミニズ
ムを牽制し、同性愛カップルを制度で承認することへの防波堤を築いたので
ある（Rochefort, 2014 : 215）。これは論点が女性から同性愛者に移ったことを
示唆している。

3．神学（テオロジー）から人間学（アントロポロジー）へ――自然の変貌
先述のように、2012年 9月 28日発行のフランス司教会議「家族・社会」
評議会による文書「結婚を同性の人びとに拡大すべきか。議論を開こう！」
では、高位聖職者たちは社会に向かって議論を呼びかけた。聖書やカトリッ
クの伝統に基づく神学（théologie）の立場からではなく、「キリスト教的な人
間学」（anthropologie chrétienne）の立場から議論を展開した。
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教会の説く「真理」が神に根拠を持つと主張されるのではなく、人間学や
理性や科学や自然に基づくとされていること。同性婚は社会の人間学的基盤
を脅かすもので常識が問われていると議論を立てること。これは同性婚に反
対するために宗教に固有な言論を展開すると、民主主義とは相容れないとさ
れる環境において、教会当局や宗教指導者たちが取った戦略である。「宗教的」
なメッセージが、それをもはや共有することのできない社会の多くの人には
届かないとき、それは「科学的」な意匠を凝らしたものになる。同性婚反対
の言論において特徴的だったのは、人文社会科学の言説に依拠しながら社会
のコンセンサスを模索し、「自然」の秩序に訴える姿勢であった。
このことは、歴史的にはどのように位置づけられるだろうか。ダニエル・

エルヴュー＝レジェは、「自然」の概念が近代のとば口において二重化された
ことを指摘している。一方にあったのは、永遠の神の法である「自然法」（loi 
naturelle）が自然の秩序を規定しており、それは人間の社会関係にまで及ぶ
という考えである。他方、自然は「自然の法則」（lois de la nature）にしたが
い、人間の条件は生理学や生物学の秩序のもとに置かれるという観点も生じ
てきた。そして近代科学が進展するにつれ、「自然の秩序」（ordre naturel）は
ほとんど「生物学の秩序」（ordre biologique）と同一視されるようになっていっ
た。性の違いは生物学的な違いとされ、異性カップルが構成する「自然な家
族」は生物学の知見にも一致するとされた。ここでは生物学と神学は必ずし
も矛盾しなかった。「逆説的なことに、科学の発達は「家族の自然性」の表象
を「生物学化」することによって、その絶対的な性格を強化した」のである
（Hervieu-Léger, 2003 : 223）。
ところで、カトリック教会は、神の秩序を賛美し裏書きする近代科学の成

果は取り入れることができたが、人間の科学が生命の神秘に立ち入る行為に
は否定的な態度を取り続けた。やがて医療技術の発展が、それまで「自然」
とされていた生死の境界を揺るがすようになると、従来のように、自然科学
によって「人間の自然な秩序の正統性」を担保することができなくなる。す
ると、もはや秩序をなしているとは言いがたい曖昧な部分を残した複雑な体
系としての自然を、それでも秩序の観点から説明しようとする論理や言説に
正統化の根拠が求められるようになる。人文社会科学に依拠しながら「自然」
を擁護する言論は、このような経緯で登場してくる。
同性婚について言えば、教会が「自然な家族」のイメージを守るために新

たな拠り所を求めた人文社会科学の学問分野のなかで特権化されたのは、「禁
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止の体系」を保持した科学としての「精神分析」であった。しかし、古典的
な精神分析がモデルとする家族形態は、現実の家族形態の多様性によって、
すでに追い抜かれている。エルヴュー＝レジェは、かつての生物学的な言説
が「自然」の秩序を少なくとも一定期間は安定的に保つことができたのに比
べ、精神分析に依拠する「自然」な家族のあり方の説明が奏功する可能性は
低いだろうと評価している（Hervieu-Léger, 2013）。
同性婚に反対する宗教者たちが「自然の秩序」を科学的な言説や一般的な

言語で訴えた反面、同性愛の問題を新しい神学的な課題と受け止めたのは、
むしろ同性婚に賛同するリベラルな宗教者たちであった。「逆説的ながら、保
守的な宗教者が世俗の言語を用いるのに対して、異端の神学者たちが宗教的
遺産を再解釈しながら刷新する」様子が見られた（Rochefort, 2014 : 229）。

おわりに

同性婚法制化反対運動において、フランスのカトリックは大がかりな動員
の組織に成功した。ただし、それはカトリック内部の多様性と亀裂を括弧に
入れてのことである。そして結局のところは法制化阻止に失敗した。「みんな
のためのデモ」で活躍したカトリックは、現代フランスのマイノリティなの
だろうか、それともマジョリティなのだろうか。
市民社会で発言するカトリックは、マイノリティの戦略を用いていると言

われる。もともとカトリックはフランスのマジョリティの宗教であり、ある
意味では現在でもそうであるが、自分たちは近現代社会の「カトフォビア」
の犠牲者であるとマイノリティの論理を用いて「共同体主義」的なアイデン
ティティを強めている面がある（Cuchet, 2013）。
他方、そのような強固なアイデンティティを持つカトリックは、カトリッ

クのなかでは少数派にすぎない。現代フランスのカトリックは、教会も信者
も、基本的には多元主義を重んじ、対話を通じての合意形成を重視している。
ただし、生命倫理やセクシュアリティなどの親密圏が争点になると、少なく
とも教会は、家族の価値や社会の秩序を道徳の観点から防衛する態度を表面
化させる。それにはもちろん歴史的な背景があるが、「みんなのためのデモ」
に集まった多くのカトリックが、教会の教えにしたがったとは言えない。脱
制度化と個人化が前提となったうえでの動員であることを想起すべきだろ
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う。デモに参加したマジョリティはお祭り気分で、歴史や記憶よりもグロー
バル化やコミュニケーションに注目したほうが運動の特徴を把握できるとの
指摘もある（Favier, 2013：147）。
いずれにしても、同性婚反対運動は、信仰やカトリックであることを前面

に出すことを控える戦略を採用した。「みんなのためのデモの闘士たちは、フ
ランスのサイレント・マジョリティを代表していると自負していた」（Raison 
du Cleuziou, 2014）。人びとの「自然」な感覚や社会の「常識」に訴えようと
したのである。
「みんなのための結婚」と「みんなのためのデモ」をライシテの問題とし
て考えるときに何が指摘できるだろうか。第 1に、争点の移動である。教育
という公的なものを主戦場としていた「2つのフランスの争い」は、セクシュ
アリティという親密圏に場所を移した。第 2に、それに応じて担い手の属性
も変化した。教育をめぐる「2つのフランスの争い」はライシテ対カトリッ
クの図式でとらえることができたが、同性婚をめぐる「2つのフランスの争い」
は、両陣営ともライシテを前提としたうえで、カトリックに亀裂を走らせた。
第 3に、同性婚を法律で認めたことは、結婚を宗教の規範から分離する習俗
のライシテの歴史に新たな一歩を刻むものであるが、「自然」には変化しない
掟があるという対抗言説が組織され、それを用いた人びとが宗教者の範囲を
超えたことは、いわば宗教的な母胎が世俗的な地平において広く再活性化さ
れたことでもある。

付記：本稿は科研費基盤 B1603356および国際共同研究強化 15KK0055の成
果の一部である。なお、インターネットサイトの最終閲覧日はいずれも 2017
年 9月 29日である。

［註］

1 もっとも、結婚の象徴的な重みを持つことなく税金や社会保障の面で恩恵を受けら
れる PACSの締結件数は、異性カップルが同性カップルを圧倒している（2009年は
95％が異性カップル）。

2 本稿は、拙著『ライシテから読む現代フランス̶̶政治と宗教のいま』（岩波新書、
2018年）にその内容を盛り込むことを念頭に執筆したもので、同書第 1章第 3節「同
性婚反対運動とカトリック」と内容的に重なる部分があることをお断りしておきた



64

伊達聖伸

い。もっとも、分量・情報量には違いがあり、議論の位置づけや力点の置き方も異
なる。新書の該当箇所は、本稿のほぼ半分の分量で、「フランスの厳格な政教分離」
と思われがちなライシテに宗教の社会的役割を承認する面があるという議論の延長
線上において、現代フランスのカトリックと宗教のあり方をどう評価すればよいか
という関心から論じている。特に本稿で触れたフランス司教会議の「家族・社会」
評議会の文書に見られるカトリックの言説分析と、カトリックと他宗教の連帯につ
いて、別途紙幅を割いている。一方、本稿はセクシュアリティと親密圏に関する特
集論文として、同性婚反対運動をセクシュアル・デモクラシーの一例として明示的
に位置づけ、それをライシテの歴史に照らしてどう理解すればよいかという視点か
ら論じることにより力点を置き、「自然」概念の変貌の観点から考察を深めている。

3 http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/priere-assomption-2012.pdf
4 http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1956. なお、2011 年 6 月
の調査では、同性婚に賛成が国民全体で 63％、養子縁組に賛成が 58％だった。

5 Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, « Elargir le mariage aux 
personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », 28 septembre 2012.

6 1905年結成の家長カトリック協会（Associations catholiques de chefs de famille）の後
続団体として 1955年に発足。「家庭の精神的・道徳的・物質的関心を防衛する」、「教
会の家族の教義を実践する」ことを目的とする。全国に 350の支部と 3万家族の会
員を持つ。

7 プロ・ライフ派の団体に Alliance Vita、非宗派の団体に Familles de France、プロテ
スタント系団体に Associations familiales protestantesや Comité évangélique protestant 
pour la dignité humaine、イスラーム系団体に Fils de Franceや Les musulmans pour 
l’enfanceなど。

8 http://www.paris.catholique.fr/Discours-d-ouverture-du-Cardinal,25118.html
9	 http://www.ifop.com/media/poll/2106-1-study_file.pdf
10 ちなみに、「結婚なしでもっとゲイを」（Plus gay sans mariage）や「同性愛者の声」
（Homovox）は、同性婚法制化に反対した同性愛者支持団体で、バルジョーと考え
が近かった。

11	 http://www.ifop.com/media/poll/2839-1-study_file.pdf
12 « Les familles homoparentales mieux acceptées », Le Monde, 14 septembre 2016.
13 宗教系団体のうち、キリスト教系では、「ダビデとヨナタン」（David & Jonathan）、「包
摂的なキリスト教徒たちの交差点」（Carrefour de chrétiens inclusifs）、「緑の家」（Maison 
Verte）、「コミュニオン・ベタニ」（Communion Béthanie）などの団体が法案に賛成した。
カトリック系のフェミニスト団体「教会の女と男」（Femme et Homme en Église）や
「スカート委員会」（Comité de la jupe）も法案を支持した。なお、フェミニズム神学
に連なる流れは基本的に同性婚に賛成の立場で、ときには宗派の違いを飛び越えて
連帯した。ユダヤ系では「バイト・ハヴラン」（Beit Haverin）、イスラーム系では
HM2F（Homosexuels musulmans de France：フランス・ムスリム同性愛者、2013年
にフランス革新ムスリム協会と改組）が法案支持に回った（Rochefort, 2014 ; 227）。

14 « Un mariage pour tous, une Église pour tous », Le Monde, 8 janvier 2013.
15 『ラクロワ』の編集長ドミニク・キニオは、法案に反対の意見は 2012年秋から、カ
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トリック内部の多様な見解は 2013年初頭から載せるようにした。『ラヴィ』の編集
長ジャン＝ピエール・ドゥニは、2012年秋から賛成派と反対派の意見を掲載してい
たが、編集長自身は 2013年 1月 10日の誌面で反対の立場を明確にした（Clanché, 
2014 : 93-102）。

16 一方、同性婚に反対するカトリック系の論客は、もはや教会の説く価値の超越性を
強調するのではなく、結婚の象徴的な意味を強調した（Rochefort, 2014）。

17 « Le mariage homosexuel libère l’Église », Le monde, 5 juin 2012.
18 David & Jonathan, Mariage, famille pour toutes et tous, une question d’amour et d’égalité, 8 

janvier 2013, p.40.
19 ファッサンは、女性の自由と平等を確立したフランスを言祝ぐセクシュアル・デモ
クラシーには、男女平等の名のもとに外国人排斥を正当化する面があると指摘して
いる（Fassin, 2009）。セクシュアル・デモクラシーにおける承認と排除のあり方に
ついては、森（2016）も参照。

20 結婚を最も「自然」で「神聖」な「共同体」としたナポレオンの民法典に枠づけら
れた 19世紀フランスのセクシュアリティについては、工藤（2013）も参照。
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