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この発表の目的
➤ 分析哲学におけるフェミニズム哲学（形而上学）の議論を紹
介する 

➤ 「ジェンダー本質主義」が批判される背景を確認する 

➤ 分析フェニズム哲学における「女性」「男性」といったジェ
ンダー集団を定義するS.ハズランガーの理論とその射程を明ら
かにする 

➤ ジェンダー集団の定義がジェンダー本質主義にコミットしてい
ても、有益さと問題点を検討する価値があることを示す



発表内容
1.導入 

2.フェミニズムにおけるジェンダー反本質主義 

3.ハズランガーによるジェンダー集団の定義 

4.定義の評価と問題点



1 導入



思い出「アリストテレス的本質主義」と分析形而上学
➤ Kripke(1972)『名指しと必
然性』。様相概念に基づく
事物の本質essence概念を分
析哲学の俎上にあらためて
乗せた。 

➤ Quine(1957) ものは本質的
（必然的）属性をもつなど
と考えるアリストテレス的
本質主義はナンセンス。必
然性は言葉の問題。



フェミニズムにおける「本質主義」
➤ フェミニズム 
女性をはじめジェンダーマイノリティの剥奪された権利を回復
し、性差のあいだの不正gender injusticeの是正を目指す政治
的運動。 

➤ ジェンダー本質主義 
あるジェンダー集団には、その成員に共有する性質や体験、
関係性などがある、という立場。(cf. Mikkola 2017) 

ジェンダー本質主義は、あるジェンダーをもつための条件を設
定する規範性、およびその条件を満たない人を見えづらくす
るという排他性のゆえに、非難の対象になる。おおむね批判
的文脈で登場する。



悪い本質主義の例：女子スポーツの規定
➤ 2011年国際陸上競技連盟(IAAF)
テストステロン値（男性ホルモ
ンの一種）が基準より高い女子
選手の大会出場を制限。 

➤ IAAFは南アフリカ出身の女性ア
スリート、キャスター・セメン
ヤ選手に性別検査を実施。その
結果を受けての決定とされる。 

➤ 背後にある本質主義的前提「女
性であるならば、テストステロ
ン値が基準値を超えてはならな
い」 Hannah Mouncey, ‘Caster Semenya the obvious target in 

IAAF changes that only create a legal minefield’ ,The 
Guardian. 2018, Apri, 28. 



動機：ジェンダー集団は誰なのか？
➤ 統計的事実の記述 

「女性は男性より所得が低い」(UN Women) 

「男性は女性より自殺率が高い」(WHO) 

これらの一般言明は政策決定の場面で重要な事実。このとき「女
性」や「男性」が指しているのは誰なのか？ 

➤ 差別問題の記述 

「一部のアジア諸国において５歳未満の女児の死亡率が男児よ
りも高いのは、社会のあり方(構造)が影響している」(WHO) 

「女性がしかじかである」という言明が問題を含むなら、こうした
記述は許されるのか？問題があるならどのように正当化可能なのか？



別の動機：ジェンダーは自己申告か？
➤ 性自認gender identityの素朴な記述 

「女性、男性などのジェンダーをもつとは、その人が、当該の
ジェンダーの感覚をもつこと」？(cf. Jenkins, 2018) 

➤ 循環しており説明として不十分。 

➤ アイデンティティ（自己理解）はジェンダーの側面の重要な要
素だが、人工物など意識のない存在のジェンダー特性には、こ
のような素朴な理解を適用できない。

クリプトン・フィー
チャー・メディア株
式会社による「ボー
カロイド」のキャラ
クターたち



問題と方法：ジェンダー集団の定義の評価

➤ 問い：ジェンダー集団の定義がジェンダー本質主義を含意する
なら、それに伴う問題にどう対処すべきか。 

➤ 方法：S.ハズランガーの女性/男性の定義(Haslanger 2000)を事
例に、問題を回避できている点、なお検討を要する点を示す。



2 フェミニズムにおける
ジェンダー反本質主義



英米のフェミニズム運動小史
➤ 第一波フェミニズム 19世紀後半~20世紀前半　 
女性の投票権を中心とした法的な権利獲得を目指す政治運動 
サ 

➤ 第二波フェミニズム 1960~80年代  
➤ 女性のさまざまな生活の領域における不平等や性別役割によ
る抑圧などを問題視。労働、家庭、生殖、セクシュアリティ
など。社会には共有される規範的性別役割があることを指摘 

Betty  Friedan(1963),  家庭における性別格差 

Catherine MacKinnon ポルノグラフィやセックスワークにおける
女性のもの化、従属性。

cf. Mikkola, 2017



第三波フェミニズムによる本質主義批判
➤ 第三波フェミニズム 

ジェンダー集団内部の多様性、異性愛を前提とするセクシュア
リティ観の批判、男女のみからなるジェンダーカテゴリーの見
直しなどを特徴とする運動。 

➤ 第二波フェミニズムへの批判 

ジェンダー集団は多様である。同一ジェンダーでも人種、階級、
宗教、民族などによって体験や特徴は異なる。特定のジェンダー
集団の成員誰もが共有する性質や体験Pは存在しない。 

例）Friedan(1963)は白人で中産階級の主婦のみを念頭におい
ているとする批判。労働者階級や黒人女性の場合状況が異なる



本質主義が批判される理由 (1) アイデンティティの複合性

女性らしさや男性らしさの内実は文化によっ
て異なる。したがって、単に女性（男性）
であるがゆえに共有される性質は想定し難
い。(Spelman, 1988) 

➤ 交差性 intersectionality 

Crenshaw(1989)の提唱した概念。人のアイ
デンティティはさまざまな社会的属性が交
差して構成されると考える。

ジェンダー

階級 人種

2000年代のイスラームスンニ派の女性 

1960年代の日本の中産階級の女性 

19世紀末ヨーロッパの労働者階級の女性



本質主義が批判される理由 (2)排他性 

➤ 規範的な問題としての排他性 

「[女性であるという]アイデンティ
ティから出発することはフェミニス
トの政治運動を団結する基盤には断
じてなりえない。アイデンティティ
というカテゴリーは単に記述的なだ
けではなく、常に規範的でありそれ
じたい排他的だからである。」
(Butler 1991, 160) 

染色体XXである 
ヴァギナがある 
骨盤が大きい 

…

染色体XXYをもつAさん

女性のマーカーとされる性質

私は女性とし
て生活してきた
けど女性では
ないことにな
る？？



社会的性質の消失？
➤ 特例のジェンダー集団の部分集団（黒人+中産階級、アジア系

+富裕層、白人+労働者階級）も個人によって経験や特徴は異
なる。 

➤ もしジェンダー集団の多様性を度外視することが問題ならば、
人種や民族、階級集団の多様性を無視するのは同じく問題に
なるのではないか？(cf. Young 1997) 

➤ 問題なく語れるのは個人のもつ性質や生じた出来事のみ？

日本社会においても、もし女性、同性愛者、障害者、外国人などの
性質がフィクションで、それについて語ることが意味をなさないな
ら、反差別の言説はどうして意味をもちうるのか。



3 ハズランガーによるジェ
ンダー集団の定義



ジェンダー集団を定義する試みの例
➤ 第三波フェミニズムの批判的検討の一部 
➤ サリー・ハズランガーによる概念の改良的amerlioraitveアプ
ローチ(Haslanger 2012[2007], pp.367-368) 

➤ 記述的アプローチ 
当該の概念をわれわれが実際にどのように使用するかを追跡
し明示化する。経験的な手法が用いられる。 

➤ 改良的アプローチ 
当該の概念が、特定の目的を達成するために、もっともよく
機能するにはどのように定義されるべきかを検討する。 

＊ジェンダー集団である「女性」「男性」を一定の目的を定めて、それに見合っ
た定義を提案する。



なぜハズランガーの定義を扱うか
➤ Haslanger (2000)は、バトラーに代表される第三波フェミニズ

ム以後、ジェンダーの「反反本質主義」(Mikkola 2017)や「新
実在論」(Stoljar 2012)と呼ばれる、ジェンダー集団の定義を
試みる潮流の記念碑的プロジェクトの一つだから。 

➤ ただしHaslanger (2000)の「女性」「男性」の定義では説明
できない現象、およびそこには倫理的に問題のある点が含ま
れる。画期的だが改善の余地がある。



Haslanger (20O0) における定義で目指されていること
1.【不平等の説明と是正】 
社会集団のあいだの不平等を説明し、それを是正する助けに
なる。 

2.【集団内の共通性と多様性】 
特定のジェンダー集団の成員である個々人の類似性と差異ど
ちらも説明できる。 

3.【排他性の回避】 
　ジェンダー集団の成員であるはずの人を不当に排除してはな
らない。



女性・男性の定義の特徴1 基盤としての身体
➤ [身体的特徴についての認識論的定義]  

あるSが女性womanか男性manかは、その人の生殖における生
物学的役割が女性femaleまたは男性的male役割であると想定す
る身体的特徴をもつと観察または想像されるか。 

➤ 発表者の補足：ジェンダーの基盤となるものは生殖にかかわ
る身体的特徴に関する認識。観察、想像する主体への限定は
ない。本人でも他人でも可能。 

➤ 想像の場合が含まれるので、その人の生殖能力が機能しない
場合でも適用可能。

cf. Haslanger 2012/2000, p.234-235



女性・男性の定義の特徴2 従属性と特権性
➤ [特権/従属関係] 

女性的特徴をもつ場合は従属的な社会的身分に、男性的特徴をも
つものは特権的な社会的身分であるべき存在とされる。 

補足：人種、宗教、階級、民族などによって同じジェンダー集
団に属していても共通の特徴である。 

➤ [外在的性質] 
➤ ジェンダーは、身体の特徴から特定の社会身分であるべきとする
社会的な力との関係なしには決まらない外在的な性質である。 
その人個人がどのようなあり方をし、体験をもつかに言及しなく
てよい。

ibid,  239

ibid, 



目的と定義の関係
1.【不平等の説明と是正】→ ジェンダー集団を特権的/従属的な社会
的身分としてとらえることで説明を与えている。この定義にあては
まる人がいなくなれば、それは不平等が是正されたことになる。 

2.【集団内の共通性と差異】→ 集団間の力関係が同じであれば、そ
れ以外の社会的性質の違いによって生じる差異は許容可能。 

3.【排他性の回避】→ 従属的身分にない女性が排除されることは問
題がないのでこの分析の判例にも倫理的問題にもならない。ひとが
抑圧を受けていないならばその方がよいから。

ibid,

排他性の回避には失敗



4 定義の評価と問題点



検討1：ハズランガーの定義は本質主義か

➤ ハズランガーの定義はジェンダー本質主義に含まれる。女性/
男性集団にはその成員に共通する外在的性質があるから。 

➤ ただし、女性、男性集団が、人種、民族、階級、宗教などに
よって異なる体験をもちうる点を許容できる。

ジェンダー本質主義：あるジェンダー集団には、その成員
に共有する性質や体験、関係性などがある。

Spelmanの文化相対的なジェンダーや
Crenshawの考える交差性概念と両立可能。



検討2 男性に対する抑圧は存在しないのか
➤ 特権性、従属性とは何を意味するのか？
男性が特権的な社会地位にあるなら、男
性はみな女性より生きていくことがたや
すいのか？ 

➤ ジェンダーに由来する「生きづらさ」は、
(1)社会の中で成り立つジェンダー規範と
個人の生き方や選考との不一致、 (2)男性
集団内部の序列として理解可能。特権的
な地位とされる規範になじめない男性が
存在することと、男性集団ぜんたいが政
治、経済、社会的な側面で特権的である
こととは両立可能。

・ホワイトカラー 
・異性愛者 
・既婚者 
・自立的

覇権的男らしさ 従属的男らしさ

・無職（経
済的依存） 
・ゲイ 
・シングル

cf. 小手川（2018）



検討3  トランス女性・トランス男性に適用可能か
➤ トランス女性、トランス男性の一部は
この定義にはあてはまらず、排除され
てしまう可能性がある。 

➤ トランスの人々の中には、移行後、外
性器を外科手術で除去しない人、ホル
モン治療を受けない人がいる。 

➤ 「生殖に関する身体的特徴への観察や
想像」という条件をは、上記の人々を
女性・男性の資格を持たない人にして
しまう。 

➤ これは現実のあり方にも合致しないし
倫理的にも問題。

手のひらに「XY」と書いたトランス女性

（画像出典）https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:TransgenreatParis2005.JPG



悪い本質主義の例：トランスフォビア
➤ トランスフォビアの例。本人の性自
認とは異なる誤った性別割り当てを
他人が一方的に行うこと 

➤ 例。一部のトランス女性の公共空間
の女子トイレや女子更衣室の利用を
制限しようとするヘイトスピーチ 

➤ 背後にある本質主義的前提「女性で
あるならば、ペニスがあってはなら
ない」 

➤ シス女性の場合、こうした公共空間
を利用する際に、外見や身体的特徴
を問われることはない

SNSで拡散した日本のトランス
フォビア言説に言及する記事 (堀, 
2019)http://https://wezz-y.com/
archives/62688



ジェンダー定義を発展させる可能性
➤ トランスの人々を排除しない定義に改定するにはどうすれば
よいか？ 

➤ Jenkins(2017)ではジェンダーの規範的定義に基づき、トラン
スの権利復活に有益なジェンダーの定義が提案されている。 

➤ 補足的提案。ジェンダー概念の歴史的変化の記述。歴史的に
身体の生殖における役割の差異とその社会的な解釈に由来す
る点を含めて、女性や男性などのジェンダー集団の印makerに
なる特徴の束として理解できないか。



付録 

➤ Haslamger(2012/2000, 234-235)における女性の定義 

➤ Sが文脈Cにおいて女性として機能する iff df 

(i) SはCにおいて以下の通り観察または想像される。すなわち、Sは生殖
における女性的生物学的役割をする証拠と想定される身体的特徴をもつ 
(ii) Sがこうした特徴をもつことは、SにCの成り立つ背景イデオロギー内
部で次のような人物として印を与える。すなわち、実際に従属的である（か
つそう動機づけ、Sの身分を正当化する）社会的身分の一種にあるべき人
物としての印である。 
(iii) Sが(i)と(ii)を満たすという事実は、SのCにおける体系的な従属にお

いて役割をもつ。すなわち、一部の次元において、SのCにおける社会的身

分は抑圧的であり、かつSが(i)かつ(ii)を満たすことは、その従属の次元に
身を置かせる役割を果たしている。



付録 

➤ 同じく、男性の定義 
➤ Sが文脈Cにおいて男性として機能する iff df 

(i) SはCにおいて以下の通り観察または想像される。すなわち、Sは生殖
における男性的生物学的役割をする証拠と想定される身体的特徴をもつ 
(ii) Sがこうした特徴をもつことは、SにCの成り立つ背景イデオロギー
内部で次のような人物として印を与える。すなわち、実際に特権的であ
る（かつそう動機づけ、Sの身分を正当化する）社会的身分の一種にあ
るべき人物としての印である。 
(iii) Sが(i)と(ii)を満たすという事実は、SのCにおける体系的な特権性に
おいて役割をもつ。すなわち、一部の次元において、SのCにおける社会
的身分は特権的であり、かつSが(i)かつ(ii)を満たすことは、その特権の
次元に身を置かせる役割を果たしている。
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