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Abstract

　This study examines issues and challenges confronting multiple minorities. The term “multiple 

minorities” refers to individuals who have more than two aspects of minority identities. In particular, it 

focuses on the situations surrounding those who are with minority statuses of Muslims/Muslimas in 

non-Islamic societies and SOGI. We tried to apply Identity Politics and Connolly’s Pluralism as 

frameworks for our discussion.

　With insufficiencies in the labor force, Japan is expected to receive many more foreigners including 

Muslims/Muslimas in coming years. Not only foreigners but also SOGI minorities have been 

increasingly recognized as new minority groups. These groups need support for their integration into 

Japanese society because their vulnerability and experiences of discrimination are too often 

disregarded. When we consider how best to support them due to their historical backgrounds, we 

should consider that those two groups are situated in tensions with each other, and most importantly, 

some belong to both minority groups.

　Identity Politics provides a framework to empower and visibility of multiple minority identities. 

However, it is necessary to overcome tensions among identity groups for inclusion. Concerning the 

identity of multiple minority groups and the position of minorities, this study has only provided some 

clues for locating them. For further research, a framework that goes beyond the significance and 

limitations of Identity Politics and Connolly’s Pluralism is necessary to consider multiple minorities.
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１．問題意識：複合マイノリティの諸課題

　21世紀に入り、ダイバーシティ iや多文化共生iiが
謳われはじめた日本社会において、これまでの日本
社会で暮らしていたマジョリティ（多数派）に対し、
マイノリティ（少数派）とも称される様々な集団が
新たに増加・可視化されてきた。
　まず、新たに増加しているマイノリティ集団のひ
とつに、在留外国人が挙げられる。人口減少が進む
日本において労働力人口の減少を補う等の理由で、
外国人材の受け入れが進んでいる。法務省iiiによる
と2019年末の在留外国人数は2,933,137人であり、こ
の数字は過去最高を記録している。また、2019年４
月１日、外国人の受け入れ拡大を目的とした新在留
資格「特定技能」を盛り込んだ改正出入国管理法が
新たに施行された。日本社会における深刻な労働力
不足に対応するため、新在留資格「特定技能iv」で
は介護や外食産業などの特定産業分野が追加され
た。日本政府は今後とも即戦力となる外国人材を積
極的に受け入れる方針であり、日本社会において今
後とも在留外国人は増加することが予想されてい
る。
　一方、近年になってより可視化されてきたマイノ
リティのひとつに、LGBTをはじめとした性的少数
者が挙げられる。「2015年６月、アメリカ連邦最高
裁判所が同性婚を認めないのは違法という決定を下
したことがきっかけとなり、我が国のLGBTブーム
は 大 きく盛り上 が る。（ 略 ）この 時 期 にGay、
LesbianのVISIBILITY（可視化）が大きく高まっ
たことは間違いない」（三橋2019：483）とあるとおり、
元々日本社会に存在しながら一般社会での認知はあ
まり高くなかった性的少数者と称される存在が、日
本社会において一層の可視化がされてきている。
　このような集団の権利保障を確保し配慮・支援す
ることは、ダイバーシティや多文化共生社会といっ
た包摂社会を目指す日本社会において喫緊の課題で
ある。だが、そもそもマイノリティという言葉が指し
示す範囲が必ずしも明確ではない。日本政府は法律

でマイノリティの定義を明らかにしておらず、マイノ
リティの定義に関して多種多様な議論がある中でマ
イノリティの概念とその対象を整理した岩間・ユ

（2007）は、マイノリティ概念を限定型・拡散型・回
避型の３類型に整理し、日本においてマイノリティ
は拡散型、または拡散マイノリティの概念が一般的
であるとしている。拡散型マイノリティは、限定型（国
際人権法のマイノリティ規定に依拠し、ナショナル、
エスニック、宗教、言語の４つの特性に関して多数
派とは異なる特性を持つと考えられる少数派をマイ
ノリティとする）に対し、それら４つの特性に限らず、
社会的・経済的・政治的弱者一般をマイノリティと
見なすタイプと規定されている（岩間・ユ 2007：
26）。拡散型マイノリティに含まれる例としては、障
害者や同性愛者を挙げている（岩間・ユ 2007：42）。
本論でも、この拡散型マイノリティの概念を基盤に
論を進めるが、特に「ある社会で暮らすマジョリティ
と同等に社会生活を営む上で、合理的な配慮・支援
を必要とする人々」と規定する。
　だが、その配慮・支援に関して、留意しなければ
ならない点がある。それはマイノリティの中のマイノ
リティとも称される、複合マイノリティの存在である。

「マイノリティ集団の中には、一つだけでなく、二つ
あるいは三つの（時には同時に）マイノリティ集団
に属する人が少なくない」（黒木 1999：57）とある
とおり、マイノリティの中には、２重、もしくはそれ
以上のマイノリティの枠組みに入る複合マイノリ
ティと称される人々が存在している。「社会は基本的
には複層的、多文化的なのである。個人は同時にい
くつもの文化集団に属しており、それゆえ、個人が
内在化する文化形式も決して一通りではない。そし
て、個人はいくつもの文化形式を内在化しており、
最終的には個人の生活スタイルとして、それぞれの
文化形式の間に階層と秩序を大まかに作り出してい
るだけである」（時安1997：187）と指摘されている
とおり、そもそも人は多様な側面を併せ持っており、
自己を一つの枠組みのみに規定することは困難であ
る。本論文において、マイノリティとは社会の中で
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配慮・支援を要すると捉えられる存在であるが、特
定のマイノリティ集団内に均一性を想定し、配慮・
支援を設定してしまうと、複数のマイノリティに属
する個人への不利益をもたらし、さらには抑圧して
しまう危険性すらある。黒木はそのような均一性の
想定のリスクについて次のように指摘している。「こ
うした分析枠組みは、本質化されたアイデンティティ
を提供し多様で複雑なリアリティを押さえ込むばか
りでなく、その集団を無力化することになる」（黒木 
1999：69）。しかし、実際は「マイノリティ集団が何
らかの形で配慮を要求するようになったため、政治
家やマイノリティ集団によって提起された問題に関
心を払うようになった。だが、マイノリティの中のマ
イノリティの問題にはあまり関心を払っていない」

（Eisenberg & Spinner-Halev 2005：110）と指摘さ
れているとおり、マイノリティへの配慮・支援にお
いて複合マイノリティの存在にはあまり注意が払わ
れていない現状がある。
　自己を一側面のマイノリティに規定し、配慮・支
援の対象となってしまうことの弊害について、複合
マイノリティの女性について論点を整理した熊本は、

「人権に関するあらゆる分野のあらゆるレベルにおけ
る取り組みではこれまで、マイノリティ女性たちの
被る複合的差別に関しては、ほとんど関心が払われ
ずに来た。さらに、様々な形態の差別を分離固定し
てきたが故に、たとえば、『同じ女性だから』『同じ
民族だから』と一括され、彼女たちが抱える一人一
人に個別的で具体的な経験や課題は無視、もしくは、
あとまわしにされてきた。結果、立法・司法・行政
といった分野のみならず、教育やNGOなど、差別
撤廃に向けたあらゆる取り組みにおいても、人権と
いうアプローチからも、ジェンダーというアプローチ
からも十分な権利保障を受けられず、マイノリティ
女性の人権は制限ないし否定されてきた」（熊本 
2003：40）と指摘している。続いて熊本は「たとえば、
人身売買やドメスティック・バイオレンス、強制不
妊手術などの問題を考えるとき、ジェンダーに基づ
く差別が絡むと、『女性の問題』という枠組みで見ら

れてしまい、人種差別が及ぼす影響が見えなくなっ
てしまう問題が考えられる」（熊本2003：43）とし、
一つのマイノリティとしての枠組みに規定して配慮・
支援を行ってしまうと、当事者のほかのマイノリティ
の側面が不可視化されてしまう恐れがあることを指
摘している。
　以上のような問題意識から、本論文は、複合マイ
ノリティとして日本社会のなかのムスリムのなかの
SOGIマイノリティ（定義等は４.で詳述する）を取
り上げて考察をすることで、複合マイノリティの現
状と配慮・支援のための今後の課題を整理すること
を目的としている。複合マイノリティについて考察
する枠組みの一助として、まずはアイデンティティ
ポリティックス（アイデンティティの政治、もしくは
アイデンティティ政治）を、さらにコノリー（Connolly）
による多元主義（プルーラリズム）を取り上げる。

２�．アイデンティティポリティックスとコノ
リーの多元主義

　社会において抑圧されてきた特定のアイデン
ティティをもつ集団の利益を代弁する行動とし
て、アイデンティティポリティックス（以後、IP
と表記）という枠組みがある。IPはこれまでの数々
の研究において「集団の行動と政治的議論におけ
る多くの変質に言及するために広く用いられてい
る」（Kenny=2005：15）。実際にIPには「隠蔽され
抑圧され無視されてきた多様な集合的アイデンティ
ティに基づいて、新たな種類の社会運動の登場に光
を当てるために、典型的に用いられてきた。女性や
ゲイの解放運動はしばしばこのようなアイデンティ
ティを指向した動員の典型的な事例と見なされた」

（Kenny=2005：16）歴史がある。IPは「個々のメン
バーがより広い社会に対してもっと確信をもって関
わる一助となるような、連帯感と文化的自己主張の
基となるものを提供し得る」（Kenny=2005：76）ため、
本論文で取り上げるムスリムのSOGIマイノリティ

（以後、ムスリムSOGIマイノリティと表記）におい
ても、マイノリティの位置づけや、マイノリティに対
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するエンパワーメントにおいて有用な理論的枠組み
を提供し得る可能性がある。
　また、本論文で取り上げるマイノリティはムスリ
ムSOGIマイノリティという複合マイノリティである
ゆえに、「ムスリム」と「SOGI」という異なる次元
の複合マイノリティを考察する上でコノリーの多元
主義（プルーラリズム）も有用な枠組みになり得る。
コノリーの多元主義における多元性は、「様々な存在
者から構成される水平的な多元性と、新たな存在者
を水平な軸に導きいれるための垂直的な多元化とい
う二つのモーメントからなっている」（佐藤 2019：
136）もので、「二つのモーメントは存在の政治（politics 
of being）と生成の政治（politics of becoming）と
いう二つの政治イメージ、枠組みを提示しており、
二つのモーメント、交差する領域に照応するように、
アゴーン的な敬意（agonistic respect）、批判的応答
性（critical responsiveness）、自己の技芸（art of 
the self）という政治的徳が提起される」（佐藤 
2019：136）とみられている。このうち、生成の政治
についてコノリーは「予期せぬ活力（エネルギー）
や既存の制度（枠組み）外からの力によって文化的
アイデンティティが形成される逆説的な政治のこと
であるv」（Connolly 1999：57）としている。生成の
政治は、佐藤（2019：137）によれば「存在の政治
の下部に存在する表面化していない力が蓄積されて
現れていく過程、現在共有されている基準のもとで
苦しみとされているものが解き放たれ、存在の政治
が変容させられていく過程」と捉えることができる。
この後本稿でマイノリティとしてのムスリムとマイノ
リティとしてのSOGIの枠組みを整理するが、ムスリ
ムSOGIマイノリティについてコノリーの論じている
多元主義における生成の政治の枠組みを当てはめて
いきたい。コノリーの多元主義に基づくと、この後
に論じるムスリムとSOGIマイノリティの相対は、コ
ノリー（Connolly=2008：108）が「数多くのマイノ
リティ間での、日常的な事柄をめぐるミクロの次元
での折衝、それぞれの信仰集団が実践内部の関係的
次元に行う反省的な働きかけ、そして現代のより大

きな問題への公的参加、これらの間を行き来するに
つれて多元主義は高貴なものになっていく」と述べ
ているとおり、マイノリティ間の相対（折衝）は多
元主義を前進させる過程であると位置づけることが
できる。
　ここで、IPとコノリーの多元主義についてはひと
まず脇に置き、本論におけるマイノリティとしての
ムスリムとマイノリティとしてのSOGIの枠組みを整
理する。

３．マイノリティとしてのムスリム

　昨今の日本は人手不足に対応するため、外国人材
を積極的に受け入れようとしてきた。2020年10月現
在の日本では、在留資格特定技能１号の場合、通算
で５年という在留期間を設けている。特定産業分野
に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国
人向けの在留資格である特定技能２号については、
資格更新の必要性はあるものの、在留期間の上限は
設けていない。なお、特定技能２号は14の特定産業
分野のうち、建設、造船・舶用工業の２分野のみで
ある。
　介護や外食業などに携わる特定技能１号対象者
は、ゲストワーカーと位置づけることができる（白
石2018：17）。ところが、日本に先立って移民をゲス
トワーカーとして受け入れたヨーロッパの事例をみ
ても、「『ゲストワーカー』として入国した人々は入
国した時点では、将来の市民どころか、長期滞在者
とすら見なされていなかった。（略）しかしながら最
初の予想や公的規則がどうであったにせよ、彼らは
多かれ 少なかれ 恒久的に定 着したのである」

（Kymlicka=2018：81）とあるように、将来的には特
定技能１号対象者も、一時的なゲストではなく日本
社会に定着する可能性が高い。そのため、特定技能
１号対象者も、恒久的に日本に滞在・定着し日本国
籍を取得しうる存在と捉え直し、彼らを受け入れる
プロセスや社会基盤を検討する必要があるだろう。
　日本に先んじて移民や難民を受け入れたヨーロッ
パ諸国で課題となっているのが、ムスリム（イスラー
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ム教徒のこと）との共存である。イギリスでベスト
セラーとなった『西洋の自死−移民・アイデンティ
ティ・イスラム』（Murray＝2018）に詳述されてい
るように、西洋とは異なる価値観をもつとされるイ
スラームとの共存の試行錯誤が続いている。しかし、

「2001年の９．11事件後における欧米社会の敵はム
スリムになった」（臼杵 2009：12）とあるとおり、一
部ではムスリムを自分たちと異なる存在とみなし、
さらには敵視する事態もある。
　視点を国内に転じると、日本のムスリム人口につ
いては、次のような指摘がある。「現在日本在住のム
スリムはドイツに比べて圧倒的に少数であるが、し
かし少子高齢化が進む日本で、今後、労働力不足を
補うため移民の積極的受け入れが進んでいき、現在
の欧米のような移民問題が表面化してくる可能性は
高い。そして日本で働くムスリムも増えていくだろう。
たとえば今、日本に多くの技能実習生を送り出して
いるインドネシアは、世界最多のムスリム人口を抱
える国である」（沼尻・三木 2018：253）。「日本に長
期にわたって定住するムスリム人口が増加する傾向
にあることは確認されており、今後も､ 滞日ムスリ
ム人口の存在感が高まっていくことは間違いないで
あろう」（店田・岡井2015：17）。そして、「外国人ム
スリムが約10万人、日本人ムスリムが約１万人、あ
わせて約11万人」（店田2015：11）いるとみられる
滞日ムスリムは、今後も増加していくであろう。とは
いえ、日本におけるムスリムは相当の期間マイノリ
ティであり続けるであろうし、店田・岡井（2015）
が「食・教育・墓地」を滞日ムスリムが抱える課題
としてあげているとおり、滞日ムスリムは日本社会に
おいて配慮・支援が必要なマイノリティである。今
後の共生のためには、増加する滞日ムスリムの課題
を整理し、配慮・支援のあり方を検討していく必要
があるだろう。

４．SOGIマイノリティ

　「近年LGBTという言葉がメディアに登場する機
会が多い」（吉本 2018：178）という指摘がある。こ

のLGBTとは、L（Lesbian：女性の同性愛者）、G（Gay：
男性の同性愛者）、B（Bisexual：両性愛者）、T

（Transgender：心の性と身体の性との不一致）の
頭文字をとった言葉であり、上記以外の多様な性的
少数者も含む総称として用いられていることが多い。
近年でこそ、LGBTという呼称が使われるようになっ
たが、もともとセクシャルマイノリティという呼称が
使用されていた。だが、「LGBT呼称が使われる前
はセクシャルマイノリティという呼称が主流であり、
現在でもすべてを包摂できる概念として使用されて
いる。しかし、自らマイノリティであるのをことさら
強調することを快く思わない人々や、セクシャルマ
イノリティに性的指向ではなく、性的嗜好（例えば
サディズム、マゾヒズム）を含める広義の考え方も
存在するため、様々なニュアンスをなるべく排除し
た価値中立的な表現としてLGBTが使われ始めた」

（吉本 2018：179）という経緯で、近年ではセクシャ
ルマイノリティではなくLGBTという用語を使用す
る場面が増えてきている。その一方、近年では
LGBTの４者に入りきらない性的少数者の存在も可
視化されてきた。例えば「LGBTにI（Intersex：性
分化疾患）やQ（Questioning：不確定）、A（Asexual：
無性愛）を加えたりする場合もあるが、LGBTIQA
といくつ頭文字を並べてもそのどれにも『しっくりこ
ない』と感じる人々が存在する」（中塚 2019：431）
という背景がある。よって近年ではLGBTQや
LGBTI、もしくはLGBTQ＋といった表記もされる
ようになった。また、日本学術会議の提言viにおい
ては「①文部科学省等の行政文書で用いられている
こと、②『LGBT ／ LGBTI』にあてはまらない人々

（無性愛者や性的指向・性自認をはっきり決められな
い人など）を包括する表現であること、③『性を理
由とする社会的マイノリティ』として様々な困難をも
つ人々を総称し得ること」といった理由で、性的マ
イノリティという呼称を使用している。このように、
性的な側面での少数者の呼称を巡って、現代はいく
つかの議論がある。
　上記の各呼称に加え、近年はSOGIという用語も
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使われ始めている。中塚（2019：432）は「SOGIとは、
性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender 
Identity）の頭文字を合わせた言葉である。性的指
向に関しては異性愛の人 （々ヘテロセクシャル）また、
性自認に関しては身体の性と一致している人々（シ
スジェンダー）を含め、この２つの軸上のグラデー
ションの中にすべての人々を位置づけようとする概
念である。しかし、性に関する要素は、性的指向と
性自認の２つのみではないため、その他の性の要素
に悩みを持つ人々にとっては、やはりしっくりこない
と感じることになる。（略 ）性別表 現（Gender 
Expression）を加えたSOGIEや、身体の性（の特徴）

（Sex Orientation（＊本 論 筆 者 注：もしくはSex 
Characteristics））を加えたSOGIESCという言葉も
あるがすべてを言い尽くすことはできない」と述べ
ている。他にも吉本（2018：178）はSOGIについて「多
様な性のあり方を理解するには、性の３要素を区別
する必要がある」として、性の３要素として①身体
の性、②心の性（性自認）、③好きになる性（性的
指向）を挙げつつ、同論文の脚注で「この３つに加え、
Gender Expression（性表現）を独立した要素とす
る考え方もある」と整理している。
　吉本はLGBTという呼称に関する問題点として、
①LGBTにどこまで含めるのか、②LGBTとひとく
くりして良いのか、③LGBTという言葉が醸し出す

「他人事感」の３点を挙げ、「SOGIという言葉の採
用は、セクシャルマイノリティへの差別や嘲笑の一
因となっている『他人事感』をなくすという点にお
いて、重大な意義がある。（略）LGBTが特定の人々
をまとめ上げる言葉であったのに対し、SOGIは人間
という生物の特性について述べる言葉である。身近
にはいない「誰か」の問題であったものから、「何に
ついて」の問題なのかという意識転換を図ることで、
すべての人々が関係している問題という土俵に初め
て上がることができるのである」（吉本 2018：189）と、
LGBTという呼称には特定の人々をまとめあげる役
割はあったが、自分自身も含めて捉えられるように、
LGBTではなくSOGIという用語を使用するよう提唱

している。
　これら性的少数者に対する呼称の議論を踏まえ、
本論文で焦点化する性的側面の少数者については、
LGBTや性的マイノリティではなく、「SOGIマイノリ
ティ」という呼称を使用する。ここで「SOGIマイノ
リティ」とは、①性的指向（Sexual Orientation）、
②性自認（Gender Identity）に加え、中塚が述べ
ている③性別表現（Gender Expression）、④生まれ
ついた身体の性（Sex Orientation もしくはSex 
Characteristics）をも含めた４つの性の要素に基づ
いて、今まで一般的とされてきた男性像や女性像か
ら外れる故に生きづらさを感じている人々と定義す
る。

　図１は、今まで一般的とされてきた男性像・女性
像の捉え方であるが、このようにステレオタイプ化
された人間観が、現代では問題視されている。さらに、

「人生の中でこれらの性の要素は変化する場合もあ
る」（Spitzer 2003：412）。性の４要素はスペクトラ
ムであり、一人一人が多彩であるにもかかわらず、「セ
クシャルマイノリティとは、社会の想定する『普通』
からはじき出されてしまう性のあり方を生きる人々」

図１　今まで一般的とされてきた男性像・女性像
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（森山2017：16-17）とあるとおり、今まで一般的とさ
れてきた男性像・女性像から外れている人は、周囲
の無理解等による困難や生きづらさに直面している
場合が多い。例えば、「ゲイやバイセクシャルの男
性は異性愛男性に比較して抑うつや不安傾向の割合
が２倍以上と推計されている。ゲイ・バイセクシャ
ル男性の多くは『異性愛者として』社会生活を送っ
ており、異性愛者の振りをすること、つまりその役
割演技による心理的葛藤が強く、抑うつや不安、自
尊感情の低下などメンタルヘルスに影響を与えてい
る」（日高 2019：475）との指摘がある。2020年現在、
国会でvii「性的指向又は性自認を理由とする差別の
解消等の推進に関する法律案」が審議されているが、
上記のような困難から、多様なSOGIマイノリティの
人々も日本におけるムスリムと同様に、現代日本社
会においては配慮・支援が必要な人々である。

５．マイノリティ集団の捉え方

　前節までのようなマイノリティについては、マイノリ
ティ集団の捉え方に考慮すべき点もある。村田（2014：
19）は「日本でムスリムを説明するとき、強調しな
ければならない特徴は、イスラームの宗教的影響の
大きな影響である。1990年代以降、モスクは日本全
国の多くの地域、特に関東大都市圏に建設された。

（略）モスクは礼拝の場として、日本のムスリムにとっ
て接点であり、独立したソーシャルネットワークを
構築していると考えることができる。現在、このソー
シャルネットワークは循環型の活動を通じてさらに
確立されており、日本のモスクの数は劇的に増加し
ている。この傾向は、日本へのムスリムのさらなる
流入を促進するポンプの呼び水と考えられる」と指
摘している。ムスリムの場合、モスクを起点にして
コミュニティが形成されることが多い。また、SOGI
マイノリティの人々についても、一部ではあるが当
事者のコミュニティが存在している。「誰かがレズビ
アンやゲイ男性になっていくプロセスは、90年代に
はコミュニティへの参入と重ね合わされる。（略）レ
ズビアンやゲイ男性の自己形成は、コミュニティに

よって支えられている」（森山 2010：194）。このよう
に滞日ムスリム、またSOGIマイノリティのそれぞれ
の当事者コミュニティが日本には存在している。こ
れらマイノリティのコミュニティは当事者によるセル
フヘルプグループとも捉えることができ、マイノリ
ティへの配慮・支援を考える際、キーファクターと
なり得る。その一方で、マイノリティ集団を均一な
成員の集合と捉えることについては、「複合的マイノ
リティをエスニシティであれジェンダーであれ、本
質的アイデンティティで捉えることによって１.集団
内の諸々の差異を押さえ込み、２.他のマイノリティ
との連帯を拒み、３.マジョリティとマイノリティの
へゲモニックな関係を隠蔽するという危険性が指摘
される」（黒木 1998：58）という点を考慮する必要
がある。また、「（＊本論筆者注：セクシャルマイノ
リティの）アイデンティティは独自化viiiしている」（石
井 2018：252）ため、既存のSOGIマイノリティのコ
ミュニティに属していないSOGIマイノリティも多く
存在していることにも注意を払う必要がある。

６．ムスリムとSOGIマイノリティの相対

　「同性愛嫌悪」と訳すことが出来るホモフォビアと
いう言葉がある。「ホモフォビアとは同性愛者に対す
る恐れと嫌悪を表す言葉として解釈されている」

（Fone 2000：5）。ホモフォビアという言葉が存在す
る背景として、小宮（2015）や吉田・川崎（2013）
が指摘するとおり、キリスト教が多数派を占める西
洋社会がSOGIマイノリティに対して差別を行って
きた歴史がある。現代においても、世界には宗教上
の理由でSOGIマイノリティ、特に同性愛者を拒絶
する人々が多く存在している。この事情はキリスト
教社会のみならず、イスラームの社会においても同
様である。「同性愛はアラブ・イスラーム世界ではセ
ンシティブな話題であり、ハラーム（禁忌）としば
しばみなされる」（Wester 2017：1）。たとえばムス
リムの聖典であるクルアーンには以下の記述がある。

「まことにおまえたちは女を差し置いて欲望から男の
許に赴く。いや、おまえたちは度を越した民である（7：
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81）ix」。この記述などから、ムスリムの一部には、
男性同士の同性愛に宗教上の理由で強い嫌悪感を
持つ人も存在する。キリスト教やイスラームといっ
た宗教はなぜ、同性愛者への嫌悪感を示す場合があ
るのだろうか。
　ホモフォビアの歴史を記した著書「Homophobia：
A History」（Fone 2000：8）に、SOGIマイノリティ
に対してユダヤ教・キリスト教・イスラームが行っ
ていた差別の歴史が詳述されている。同著によると
ユダヤ教・キリスト教・イスラームは同性愛を迫害
してきた歴史があるが、その根拠はこれら３宗教に
共通する経典であるヘブライ語聖書（旧約聖書）の
創世記18，19にあるソドムの町が性の乱れ（主に同
性愛）により神に滅ぼされたとされる記述にある。
ヘブライ語聖書を共通の経典としてもつユダヤ教・
キリスト教・イスラームは、その記述を源として、
長い間同性愛者への迫害を行ってきた。キリスト教
社会は中世初期に「ソドミー」という言葉を使い、
同性愛を罰する法律を定めた。この歴史から現在に
至る同性愛を罰する法律は「ソドミー法」と呼ばれ
ている。
　ユダヤ教・キリスト教・イスラームの各社会にお
いて、同性愛をはじめとするSOGIマイノリティの
人々は神に背く存在として歴史的に社会から排除さ
れていたが、近年特にユダヤ・キリスト教社会にお
いて、SOGIマイノリティを肯定的に捉え直す動きが
ある。SOGIマイノリティを肯定する理由は、人権意
識の高まりや創世記18，19の記述の再解釈xによっ
てであり、欧米の先進諸国を中心に徐々にSOGIマ
イノリティの人々への理解が広まってきている。例
えば、アメリカでは2015年に同性婚が合法となり、
2017年にはフィンランド、オーストリア、ドイツといっ
たキリスト教国において同性婚が合法となった。世
界中では24か国が同性婚を合法としている。だが、

「いくつかの教会やシナゴーグ（本論筆者注：ユダ
ヤ教の会堂）では同性愛者の包摂が見られるが、イ
スラームコミュニティではそのような動きは見られな
い」（Wester 2017：2）とあるように、欧米諸国に見

られるSOGIマイノリティへの理解は、イスラーム社
会ではまだ顕著になっていない。例えば、2020年現
在イスラーム国家で同性婚を認めている国は存在し
ておらず、全世界においても未だ72カ国（うち多く
がイスラーム国家）で同性愛は違法であるxi。この
ように、イスラーム国家の多くは宗教上の理由により、
SOGIマイノリティを認めていないのが現状である。
一方、宗教に基づいて排除されてきた歴史的経緯か
ら、SOGIマイノリティの中には、イスラームのみな
らず宗教全般に対して懐疑的である人々もいる

（Wester 2017：28）。このようにムスリムとSOGIマ
イノリティは現在、相容れない関係にあるとされて
いる。

７�．非イスラーム社会に暮らすムスリム
SOGIマイノリティの課題と展望

　これまでイスラームはSOGIマイノリティを宗教上
の理由により排除してきた。一方、SOGIマイノリティ
も自分たちを宗教上の理由によって排除してきたイ
スラームに対して懐疑的である場合も多い。よって、
ムスリムとSOGIマイノリティは相容れない関係にあ
る。だが、ムスリムであり、かつSOGIマイノリティ
でもある人は世界には存在している。イスラーム世
界におけるムスリムSOGIマイノリティの課題につい
ては、Shafiqa（2012）やJahari（2013）などによる
研究が行われている。だが、非イスラーム社会に暮
らすムスリムSOGIマイノリティという複合マイノリ
ティの課題について焦点を当てた研究は数少ない。
だが、数は少ないものの、非イスラーム世界に暮ら
すムスリムSOGIマイノリティ当事者へのインタ
ビューをもとにした質的研究は行われている。Kugle

（2014）とWester（2017）の研究より、非イスラー
ム社会に暮らすムスリムSOGIマイノリティという複
合マイノリティの課題について表１に、複合マイノ
リティを取り巻く支援環境について表２にまとめる。
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表1　非イスラーム社会に暮らすムスリムSOGIマイノリティの課題
（1） ムスリムコミュニティ

に対する自己疎外感
・ 多くのLGBTムスリムは（SOGIマイノリティに対するムスリムの捉え方から）モスクへ

は行きづらさを感じており、ムスリムとして静かに祈れる場所を求めている。（Wester 
2017：2）

（2） SOGIコミュニティの
宗教への見方

・ （本論筆者注：非ムスリム）ゲイのイスラムフォビアは大勢いる。（Wester 2017：33）
・ 一般的なLGBTコミュニティは、個人の宗教的信仰にあまり関心をもっていない。（Wester 

2017：34）
・ 白人のゲイ/レズビアンコミュニティは宗教、特にイスラームに対してほとんど関心を抱

いていない。このようなコミュニティでは宗教を信仰している者を見下しているように感
じる。（Wester 2017：34）

・ 一部のキリスト教、ユダヤ教の支援団体を除いて、多くのゲイ・レズビアンの支援団体は
無宗教である。LGBTを支援するイスラームの支援団体の欠如は、自分がマイノリティの
中のマイノリティであることをより強く感じさせる。（Wester 2017：55）

・ ゲイの支援団体の中には、イスラームに対するネガティブなステレオタイプがあり、彼ら
は私たち（ムスリムSOGIマイノリティ）をイスラームの犠牲者と見なしている。（Kugle 
2014：223）

（3）複合差別の現状 ・ 彼らは二重に差別されている。ゲイの支援団体は彼ら（*本論筆者注：ムスリムSOGIマイ
ノリティ）を‘他者’とみなし、同様にムスリム団体も彼らを‘他者’と見なしている。（Kugle 
2014：223）

（4） 自己のアイデンティ
ティの葛藤

・ 西洋社会（本論筆者注：非イスラーム社会）で育ったムスリムは自分の性的アイデンティ
ティと宗教上のアイデンティティの間で葛藤を生じることが多い。（Wester 2017：2）

（5）家族との関係 ・ （男性が）女性的な振る舞い（very shy and effeminate）をすると、家族から否定的なコ
メントを日常的に受ける。（Wester 2017：26）

・ 家族は変えることもできるが、自分（ムスリムSOGIマイノリティ）に対して支配的、抑
圧的であり、時によっては暴力的ですらある。（Kugle 2014：56）

（6） レズビアンムスリム
の状況

・ レズビアンムスリムは（男性のムスリムSOGIマイノリティより）多くの困難に直面して
いることが推察できる。（Wester 2017：55）

表２　非イスラーム社会で暮らすムスリムSOGIマイノリティを取り巻く支援環境
（1） ムスリムSOGIマイノ

リティ支援団体・環
境の存在

・ ゲイとレズビアンムスリムを支援する団体が設立され、LGBTムスリムに対して支援が始
まっている。（Wester 2017：1）

・ ゲイムスリムのイマーム（宗教指導者）がインクルーシブなモスクを設立した。（Wester 
2017：4）

・ インターネット上において匿名でLGBTムスリム同士の交流がある。（Wester 2017：3）
（2） イスラームのSOGIマ

イノリティに対する
再定位

・ ヘブライ語聖書のロトの家族の記述は、同性愛を否定するものではないと捉えることによ
り、イスラームにおいてもSOGIマイノリティは認められると解釈できる。（Wester 
2017：29）

・ 預言者ムハンマドは同性愛に対して、生涯にわたり否定的な発言はしていない。（Wester 
2017：30）

・ コーランは人々の多様性を認めており、アッラーは異性愛者のみならず、彼のすべての創
造物を愛している。（Wester 2017：30）

（3）権利の保障 ・ ムスリムはこれらの国（本論筆者注：アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、オランダ、南
アフリカ）では少数派だが、これらの国の憲法はレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー
の市民に権利と弾圧からの保護を保障している。また、表現や結社の自由も認めており、
これらは多くのイスラーム国家では不可能なことである。（Kugle 2014：2）

（4）マイノリティ共感 ・ ゲイ／レズビアン／トランスジェンダームスリムの活動家の中には、他のマイノリティと
連帯（allies）し、社会を良い方向に変えようと試みる動きもある。また、彼らは同性愛者
でもトランスジェンダーでもムスリムでもない人に対しても、‘共感（empathy）’を通じ
て自分たちの活動に対して理解を求めている。（Kugle 2014：157）
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　表１からは、非イスラーム社会に暮らすムスリム
SOGIマイノリティが様々な課題を抱えていることが
読み取れる。一方で、表２からは、自由で様々な権
利が保障されている社会で暮らすことにより、ムス
リムSOGIマイノリティは自分たちの状況を自らの力
で改善できることも読み取れる。
　今後、日本におけるムスリム人口の増加に伴い、
共生に向けての配慮・支援がより必要とされる状況
がやってくる。だが、日本はすでにムスリム人口の
増加を経験している欧米社会と同様に非イスラーム
社会である。欧米社会と同様にムスリムを均一の集
団と捉え、配慮・支援を行ってしまうと、ムスリム
SOGIマイノリティに対して表１に示されている課題
が現れることも予想できる。だが、これらの課題は
事前にわかっていることであり、対処することがで
きる。そのため、ムスリムに対する配慮・支援にお
いては表２の「（1）ムスリムSOGIマイノリティ支援
団体・環境の存在」を意識し、これらの組織等の生成・
発展に着目する必要がある。
　今後の日本社会におけるムスリムSOGIマイノリ
ティへの配慮・支援に向けて、特に着目できる点と
して表２の「（4）マイノリティ共感」を挙げたい。
本論文において、非イスラーム社会に暮らすムスリ
ムとSOGIマイノリティは互いにマイノリティであり
ながら、現状では相対する関係にあるとした。だが、
互いにマイノリティ同士として、連帯の可能性を示
唆しているのが「マイノリティ共感」の記述である。
Rahman（2010：956-957）はクィアスタディーズxii

の視点からムスリムのSOGIマイノリティを異なる文
化集団間の架け橋になり得る存在と規定している。
特に日本において、宗教による差別を欧米社会ほど
経験していない日本のSOGIマイノリティは、ムスリ
ムに対して同じマイノリティとして共感・連帯を感じ
示しやすい可能性がある。マイノリティ同士の連帯・
共感に関しては、葛西が我が国においてもその可能
性を示唆している（葛西2019：139）。葛西（2019：
140）が「セクシャルマイノリティ当事者にとって生
きやすい社会とは、性の多様性だけでなく、様々な

ライフスタイルが受け入れられるような誰にとっても
生きやすい社会であろう。（略）すべての人々が自
分自身の多様性・個性を受け入れ、互いの多様性や
個性を尊重し合うような誰にとっても生きやすい社
会である」と述べているとおり、誰もが生きやすい
社会を構築するためには複合マイノリティを異なる
文化集団間の架け橋と捉え、複合マイノリティのエ
ンパワーメントを支援する必要があるのではないだ
ろうか。

８�．結びと今後の課題：複合マイノリティを
考察する理論的枠組み

　３.から７.にかけて、マイノリティとしてのムスリ
ムとSOGIマイノリティに関しての基本的理解をふま
え、マイノリティ間の関係としての「連帯」と「相対」
について議論し、そのうえで、複合マイノリティと
してのムスリムSOGIマイノリティの課題と展望につ
いて整理を行った。結びとして、２.で本論の議論の
枠組みとして選んで示したIPとコノリーの多元主義
の視点から、複合マイノリティについて考える。
　IPの視点にたつならば、「マイノリティ集団の文化
は、他の文化的規範と混ざり合い、そしてそうした
規範を糧としている。そしてあらゆる文化がそうで
あるように、それらのマイノリティ文化は永遠に変
化の過程にある。このことは、他者の観点からとい
うよりも一定の慣行や価値の観点からゲイカル
チャーを固定化しようとする試みを未然に防ぐ」

（Kenny＝2005：175-176）とあるように、状況は決
して固定的ではない。ムスリムSOGIマイノリティの
可視化や自己主張を、マイノリティ文化の変化の過
程と捉え、IPは、ムスリムSOGIマイノリティのエン
パワーメントを後押しする理論となり得る。表２で
まとめたように、ムスリムSOGIマイノリティは他の
文化規範と混ざり合い、実際にエンパワーメントさ
れつつある現状が示唆されている。
　一方、コノリーの多元主義にたつならば、「現代に
おけるペースの上昇と、現代を特徴付けるものであ
る多様化に肯定的に応答すればするほど、啓蒙、デ
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モクラシー、聖書を奉じる諸宗教内の高貴な要素を
変容しつつ、深い多元主義は前進するのである」

（Connolly=2008：109）とあるように、今の状況は、
やはりなんらかの生成としての把握が可能である。
ムスリムSOGIマイノリティの存在感の拡大を「生成
の政治」と理解することにより、マイノリティ間の相
対（折衝）と思えるものも、多元主義の前進のため
のアゴーン（競合）と位置づけることが可能になる。
表１のとおり、現在ムスリムとSOGIマイノリティは
相対の関係にあると理解されるが、この相対関係が
発露されている現状は、同時に、多元主義を前進さ
せる過程であるとも捉えることができる。
　しかしながら、上記のようなIPやコノリーの多元
主義に依る捉えは、「相対」のもたらす否定的側面
をあえて無視する楽観論であるかもしれず、アメリ
カの現状を参照しつつ、IPとコノリーの多元主義を
適用して考えることの限界を述べたい。
　ケニー（Kenny）はIPの立場からコノリーの多元
主義におけるアイデンティティの認識を次のように
批判する。「“ある個人のアイデンティティを、かな
り制限がなく、多面的な意義を有し、断片的な問題
であるとする認識は、『他者』に対しより開かれた寛
容な精神を生み出す可能性が高い”という（本論筆
者注：コノリーの）主張である。こうした考えは、
どうみても楽観的である。不確定性と脆弱性は、『外
国人』―たとえば、不法移民や亡命希望者―とみな
される人々をもっと手荒に扱いたいという集団的要
求に、いかにも典型的に現れる」（Kenny＝2005：
240）。その一方で、「アイデンティティに対する意識
が高まるにつれ、問題別の政治運動への参加意欲は
薄れることになった。そして、自分にとって最も意
味のある政治運動等は、当然、自分のことに関する
運動だろう、という考えを持つ人が増えていった」

（Lilla=2018：89-90）として、IPによって個人のアイ
デンティティが強調された結果、現在アメリカで深
刻な問題となっている価値の分断を引き起こしたと
する指摘がある。同様の指摘は他にもあり、例えば
アーリー・ホックシールドはインタビューの中で、「（集

団の特性を重視する）アイデンティティポリティック
スは連合体を形成する際の最大の障害の一つです」
と述べているxiii。「SOGIという言葉の採用は、セク
シャルマイノリティへの差別や嘲笑の一因となって
いる『他人事感』をなくすという点において、重大
な意義がある」（吉本 2018：189）などの理由で、本
論文においても用いているが、IPに基づいてムスリ
ムSOGIマイノリティを強調すると、自分事ではない
他人事感が強調され、最終的に目指す多文化共生に
基づく包摂社会ではなく、分断型の社会の形成に繋
がる可能性がある。このためリラ（Lilla＝2018：
128）は「アイデンティティの存在、重要性を否定す
ることなく、アメリカ人であればアイデンティティと
は無関係に全員が共有している何かを基に訴えるこ
とである。その何かこそが『市民という身分』である」
として、共に社会で生きる構成員、市民という共通
軸を基盤に互いに話をするべきだとしている。しか
し、この点こそがまさに、ケニーがコノリーのアイデ
ンティティの認識が楽観的であると批判しているの
と同じく、共通項である市民を基盤におくことで配
慮・支援が必要なムスリムSOGIマイノリティは市民
の中に埋もれて不可視化されるか、もしくは差別・
抑圧の対象となる恐れがある。黒人、移民、女性、
同性愛者など、社会における多様なマイノリティが
日本より早く可視化されてきたアメリカでIPの理論
は発展してきた。そのアメリカでIPに基づくアイデ
ンティティの強調によって社会の分断が進んだとの
指摘は、ダイバーシティや多文化共生社会といった
包摂社会を目指す日本社会にも重要な示唆を与えよ
う。現状、日本のムスリムSOGIマイノリティは不可
視化されており、IPはムスリムSOGIマイノリティの
エンパワーメントに有用である。ただ、ムスリム
SOGIマイノリティが可視化された後、そこに生じう
る他のアイデンティティ集団との相対を越えて、多
文化共生の包摂社会をどのように構築していくかは、
決して楽観視できるものではないと考える。
　複合マイノリティ当事者のアイデンティティ、な
らびにマイノリティの位置づけについて、本論文で
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は位置づけるための手がかりを提示したに過ぎず、
複合マイノリティを考察する上で、IPとコノリーの
多元主義の意義と限界を踏まえ、その先に進む枠組
みが必要に思える。今後とも研究を進め、課題や対
策、より効果的な理論的枠組みを検討していきたい。
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