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第2回同性婚をめぐって

﹁宗報﹄(七月号)では︑﹁アメリカ浄士真宗に学ぶ①﹂と題して︑ミャ

ジ・タカシさんにお話しいただきました︒今回は︑﹁同性婚﹂の周題を中心
にお話しいただきます︒日本においても︑同性婚の問題がしぱしぱ取り上げ

られるようになりました︒私たち念仏者は︑このことをどう受け止めるぺき
でしょうか︒同性婚で悩みを抱える人ぴとと共にこれまで歩んできたアメリ
力浄士真宗に学ぶことで︑私たちの未来について考えたいと思います︒

尚︑インタビユアーは前回に引き続き︑藤丸智雄(本願寺派総合研究所副

もしばしぱ注目されるLGBTの問題

所長)が務めます︒

藤丸>前回︑アメリカ浄土真宗の﹁倫
その中でも同性婚をめぐる内容を中心

う""

理﹂をめぐる課題について︑お話を伺い
に︑より具体的なBCAの取り組みなど

BCAはこれまで四0年問ほど︑

アメリカ社会と同性婚

について︑お聞きしたいと思います︒

ました︒アメリカ社会で宗教として認め
LG

(レズビアン︑ゲイ︑バイ・セクシャ

られるためには︑戦争や妊娠中絶︑
BT

ル︑トランスジエンダー)など︑社会に
ある現実的課題について積極的な発言や
宮地>

同性婚(m即ヨ中伶X§ミ品巴を認める立

行動が不可欠で︑本願寺派のBCA
(如且ル三件9長号器

場をとり続けてきましたが︑アメリカ社

0一ンヨゆ牙N米国仏教

団)もこれらの問題に積極的に発言をし

会では今なお︑伺性婚に反対する人びと
も小ノなくありません︒二00八年にカリ

てきたことをお話しいただきました︒

そのことを受けて今回は︑今︑日本で

が起こったのです︒六0年代は︑ベビー

ブーム世代にあたる若者の数が非常に多

確に同性婚が禁止されているからです︒

ます︒というのも︑一聖霄一の中で︑明

時期で︑黄金時代お0=豊ン兇)と言わ

至るまでのアメリカは︑経済的に裕福な

り力で起きました0

戦後から六0年代に

化に線徴される文化的な革新運動がアメ

でした︒この頃︑学生運動やヒツピー文

宮地>転機が訪れたのは︑一九六0年代

対し続けてきましたが︑革新的な人びと

六0年代以降も︑保守派は引き続き反

数者に対する抑圧を批判しました︒

争や人種差別の問題とあわせて︑性的少

性別に対する認識)でした︒ベトナム戦

ジエンダーアイデンティティー(自身の

た︒その時︑讓論された問題の一つが︑

六年代の革新運動

これにょって︑﹁同性婚は悪だ﹂とか︑

れていましたが︑他方︑権力者が強大な

は︑﹁同性愛こそ自然現象だ﹂と主張し︑

かったので︑彼らは数の力で反発しまし

﹁精神的な病だ﹂などと考えられ︑彼ら

力をもって︑力にょって政治を行うよう

﹁憲法﹂に平等の権利がうたわれている

ぎゃくた い

や重い

こ︑つした背景には︑キリスト教があり

している状況です︒

はいじめや虐待を受け︑時には殺され

な実態がありました︒それに対する反発

保守的な人びとはキリスト教を基盤とし
て政治を動かそうとしていますので︑同
性愛には厳しく反対しています︒保守派
は︑﹁同性愛は自然なものではない﹂︑
﹁神が定めた法ではない﹂から反対すべ

きだと言うのです︒こうした状況に当事
者は堪えられず︑精神的な苦痛にょって

(米国仏教大学院)修士課程修了︒二0 ‑

三年から二0一六年まで︑龍谷大学大学院修士課
程及び博士課程に在籍︒現在︑本願寺派総合研究

1BS

の問︑慶應鞭塾大学へ一年間留学︒二0 一一年︑

カリフォルニア大学バークレー校哲学科卒業0 こ

一九八四年アメリカ・ユタ州生まれ︒二00六年︑

↓美器烹冨マ昌(宮地崇)

よくあつ

たりもしてきました︒政治においても︑

それでも︑いまだに全米の二二州が反対

婚を容認する判決を出しました(注1)︒

た︒二0 一五年には︑最高裁判所が同性

フォルニア州が法的に同性婚を認めまし

T永ashiMiy釘iさんへのインタビユー

自死してしまうケースも多数報告されて
います0

所臨時職員︑龍谷大学研究生の傍ら︑浄土真宗聖
典英語翻訳委員会で仏典翻訳などにも携わる︒
9
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0年くらいで同性

愛を認める動きが盛んになってきまし

あり(注2)︑ここ一

同性愛を自然現象だと後押ししたことも

王張し続けています︒現在では︑科学が

ので︑これに従わなければいけない︑と

剣

the

BCAの同性婚への対応
[呂地)二00八年にジョージ,タケイ
(0Φ0樋ゆ↓ミ)という︑一スター.トレ

婚のことを改めてしつかりと考えていこ
︑つとい︑つことで︑セミナーが開催された

のです︒ちなみに︑ハワイ教団でも同じ
よ︑つなセミナーを行っているようです0

BCAの同性婚への取り組みの背景

宮地>ところで︑なぜBCAではキリス
ト教などの他宗教に比べて︑同性愛者を

受け入れやすかったのでしょうか?こ
のことについて︑ジエフ・ウィルソンと
いうカナダの大学の先生は論文の中で︑

B.悔1劃ι'、CA伽704

組織的(ヨm三具一0旦)︑歴史的(三昇0二'

旦)︑教巽的金0号三N一)︑という三つの

視点から論じています︒

まず︑組織に関する理由です︒組織面

から見ると︑仏教がアメリカに渡った
時︑お葬式や法要の行事だけではなく︑
誕生日や結婚式︑またはハロウィーンや
ハスケットボールなど︑宗教的な内容以

外にも︑コミユニティーセンタ︼のよう
二な

な役割をお寺が担うよ︑つになりました︒

このような公共性の高い役割を担ってき

B C A セミナーのチラシ"OV引廿1邑 Rainbow'

ツク﹂シリーズに出

という立場を表明し︑政府が下す同性婚

つたら︑辞めさせるという方針をボーイ

を否定するよ︑つな法律には反対するとい

式を挙げました︒こ

スカウトの本部が出したのですが︑これ

た有名な俳優さん

れは全米の数々の新
に対してBCAは明確に反対することを

︑つ決議です︒も︑つ一つは︑ボーイスカウ

闇やテレビ番組で報
決めました︒これら二つのことを正式に

が︑ロサンゼルス別

ジョ

トに関して︑同性愛者であることが分か

道されました0

決議したのです︒

院で同性同士の結婚

ージ・タケイ氏は︑

‑0§区(オーシャ

(武蔵野火学教授)の

した︒これは︑桑原浄信先生のプロジエ

にLGBTに関するセミナーを開催しま

ある浄土真宗センターでは︑二0

あと︑カリフォルニア州バークレーに

ン︑日本語版は﹃真宗入門﹂法蔵館︑二0
クトだったと思います0

ケ︑不ス・タナカ先生

0三年)という本を読んで影響を受けた
﹁伝統的な男女の結婚しか本当の結婚と

二二年

ようです︒また︑別院の日曜学校で︑

認めない﹂とした結婚防衛法合乳今部

各州の判断に^ねられていましたが︑こ

この年の六月︑

﹁われわれは海のようであって︑一つの
0{冨Nヨ帥兇︾含)とい︑?連邦法に対して︑

︑つです︒

に同性愛者に関する二つの決議を行いま
ました︒これを受けて︑

たとい︑つことは︑大きなニユースになり

こで最高裁判所が明確に同性婚を蠢し

した︒一つは︑同性婚に﹁反対しない﹂

て︑彼らを排除するような発言をしてい

BCAでは︑二00四年と二0

たことが︑多様な人びとを受け入れる素

ますが︑日系人たちはまた彼らのサポー

次に︑歴史的な理由についてです︒戦

みを経験したことが︑痛みに共感する価

トをする運動を行いました︒やはり︑痛

よく""門

時中︑日系人たちは抑留キャンプに送

値観を生んでいるということだと思いま

も没収されました︒砂漠の抑留キャンプ

は︑﹁非僧非俗﹂という生き方を大切に

最後に︑教義的な理由です︒親聖人

ました︒その際︑多くの権利や土地など

に行かされて︑三︑四年くらい生活をさ

されましたね︒出家して饗婆を雜れる

鮮明に覚えていますが︑九・一一の同

方をされた親,聖人を宗祖と慕う私たち

れ︑結婚もされました︒このような生き

ひそうひコ︑(

せられたのです︒そういう経験をしてい

生活ではなく︑現実世界に身をおいて︑

時多発テロの直後︑アメリカ在住のイス

浄土真宗の念仏者は︑アメリカにおいて

ぱ

るから︑同性愛者などの少数派の人びと

お念仏を喜びながら民衆と共に歩まれま

ラム教徒たちは大変な差別に遭いまし

も︑他宗派に比べて︑人びととから身近

LO

に対しても︑シンバシー(同情)を感じ

した︒その中で︑恵信尼さまと出逢わ

た︒テロの犯人のような扱いを受け︑彼

に感じてもらうことができたと考えられ

緒のアメリカ人だから︑一緒に頑張

彼らに手紙を送るなどして︑﹁われわれ

抄﹄の中に︑あらゆる生き物は︑﹁ファ

さらに︑ある開教使の先生が︑一歎異

した

らはとても苦しみました︒その時︑日系

ているのです︒

は

ザー︑マザー︑ブラザー︑シスターであ

しょみ

つていこ︑つ﹂というサポートを行ったの

る﹂︑つまり﹁父母・兄弟なり﹂と示さ

ぷも

です︒最近では︑大統領候補のドナル

れていることに注目し︑やはり︑阿弥陀

力んに

アメリカ人のコミユニティーが積極的に

L● 0 け

ることがあると考えられています0

す︒

られて︑白人たちから激しい差別を受け

BCAでも同性

地を作ったのだということです︒

一三年

波なんだ﹂と教わり︑個人差はあるけれ

^吊●坤■゛
'^胤:●航t材
判冒510^,1

アメリカの最高裁判所が﹁違憲﹂と判断

冊●工Ⅱ訊新■賀、幽晶

ども︑みんな一緒のオーシャン(海)に

モ密1¥令的1Ih.tro 、50

しました︒長い年凡同性婚への対応は

http:i^ゐ口

いる︑という考え方にとても共鳴したそ

REGIS'「飢ONUNら

ド・トランプ氏が︑イスラム教徒に対し
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だ︑と指摘されました︒

性的小ノ数者の人びとも受け入れるべき

から︑そのお救いをいただく私たちも︑

さまのもとでは皆等しく救ってくださる

が︑社会問題に関わる際の念仏者の姿勢

とも︑^しく^に^んでいくとい︑つこと

場を同じにする相手とも︑異にする相手

べきだ︑という内六合でした︒つまり︑立

もアメリカでは仏教は性的少数者に対し

学の進展いかんにかかわらず︑少なくと

の結婚式が行われましたから︑やはり科

九七0年代に︑初めてお寺での同性同士

宮地)前段階からあったと思います︒一

藤丸)社会状況から考えると︑キリスト

でしょ︑つ0

て寛容な立場をとり続けてきたと言える

として重要だということです︒

阿弥陀さまの救いをいただく私たち

から心がけることが大切ではないか︑と

﹁十方衆生﹂ へ の 救 い
宮地>一言うまでもなく︑第十八願に示さ
い︑つことを改めて感じました0

は︑﹁排除しない﹂という態度を︑日頃

れるよ︑つに︑阿弥陀さまのお救いは︑

藤丸>ありがとうごがいます︒お話しい
常に認めがたいと︒そういう勢力が強い

することに対して︑教義の観点からも非

教は同性同士が付き合ったり結婚したり

や地域を越えてすべての人びとに届けら
ただきました内容を受けつつ︑さらにお

時期には︑なかなか自分が同性愛者であ

主みL咋じょう

れるものです︒もちろん︑個々人の性別
聞きしていきたいと思います︒一つは︑
ると表明すること自体が難しかっただろ

じ0

や思想︑感情の違いにょって︑救済の対
LGBTに関して︑これが医学や畠然科
うと思︑つんです︒一九七0年代に︑お寺

﹁十方衆生﹂︑すなわち人種や性別︑国

象から漏れてしま︑つことなどありえませ

学の発達にょって︑病気や性的噌好の問
で同性愛者同士の結婚式が行われたとい

し雫﹂み

ん︒だとすれぱ︑当然同性愛者の人た
題ではない︑ということが明らかになっ
うことは︑小ノしそれが表に出せるよ︑つに

このように︑仏教が同性愛を受け入れ

なってきた時代ということなのでしょう

ちもそこから排除されることはないので

工=年のセミナーの最後に桑原先

てきています︒

す︒

二0

的な立場の人たちも︑やはり受け入れる

だけれども︑同時に︑彼らに対して批判

る性的少数者の人たちを受け入れるべき

ています︒それは︑差別を受けてきてい

かれた役割を担っていたということで

でしょうか?

いう兆しはあったと見ることができるの

よって明らかになる前の段階から︑そう

あるのでしょうか?それとも︑科学に

びついたということだったと思います0

リティの人びとをサポートする行動に結

容が描かれるようになりました︒映画や

映画などでも少しずつ同性愛に関する内

宮地>確かにそうですね︒あの頃から︑

るよ︑つになった背景には︑科学の存在が

芸術などの世界でタプー視されなくなっ
す︒日本からアメリカにやってきた人た

生が述べられたことがすごく記憶に残っ

たことも︑同性愛者が声を挙げられるよ

ちが集う場所彼らの日常生活をサポー

けて議論したとい︑つ形跡がほとんど見あ

宮地>実は当時 BCAの中で時間をか

ようか?

ぐつてどのような議論がなされたのでし

藤丸>その当時 BCAでは同性婚をめ

びとの苦しみを受け止める力を養い︑

B

歩んできたのです︒こうした歴史が︑人

で苦悩を抱えながら生きる人びとと共に

らゆる場面でお寺が活用され︑異国の地

ちろんのこと︑誕生日や結婚式など︑あ

る仏獣の姿だと思います︒お葬式はも

した︒まさに人びとの'活全般に関わ

トする場所として︑お寺が機能していま

ることを決{疋しました︒やはり︑小ノ数派

てイスラム教徒たちを正式にサポートす

に会議を開いて︑互いに学び合い︑そし

系アメリカ人とイスラム教徒たちと一緒

シスコ仏教会のコバタ開教使が︑アジア

していますね︒こ︑?した中︑サンフラン

ラム教徒に対して排他的な発言を繰り返

た^︑^サ︑ドナルド︑トランプ^^イス

宮地>そうですね︒先ほども言及しまし

中︑﹁苦しむ人びとを受け入れたい﹂と

られていませんでした︒そうした状況の

七0年代︑法律上で同性婚は全く認め

人が排除されるマイノリティ側だったか

のことです︒真{示・仏教・日本人,日系

味があったのは︑大戦中の抑留キャンプ

簾丸)宮地さんのお話の中で個人的に興

精神的な背景があることで︑性的少数派

藤丸>ここは興味深いですね︒そうい︑つ

気がします︒

然と寛容な意識を生み出しているような

""

たりません0 おそらく︑﹁教義的にも同

CAが同性婚で苦悩する人びとを受け入

として歴史を歩んだ経験が︑今︑少数派

いう想いが先行していたのかもしれませ

ら︑ある面︑そういう偏見に気付きやす

コミユニティーに対するサポートが実現

やしむ

性婚を否定する内容は見あたらない﹂と

れる結果につながったのだと考えます︒

ん︒﹁認めて欲しい﹂という願いを︑ B

かったし︑その経験が真宗︑あるいは日

の立場に置かれている人びとに対して自

CAは積極的に受け入れていったのだと

ところで︑第十八願の問題ですが︑

したという分析ですよね︒

豊かさになっている︑という指摘ですよ

﹁十方衆生﹂・﹁あらゆる衆生﹂という

系人全体の財産になっている︑精神的な

もう一つ重要な点は︑当時 BCAの

ね︒事実︑それが九・一一の時︑マイノ

思います︒

ではないでしょ︑つか0

いう理由などをもつて︑認めていったの

つピ

きざ

︑つになった要因だと考えられます︒

?

お寺がコミユニティーセンターとして開

2
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場合︑解釈にょって意味が変わります
心豊かに﹂という理念を掲げています

本願寺派では︑宗制の中で﹁自他共に

アフり力系も︑アジア系もいる0 そうい

力に行けぱ︑普通にヒスパニツク系も︑

国って︑そんなにありませんね︒アメリ

さんのお話を聞くと︑こういう現実の問

というふうに考えられるわけです︒宮地

この第十八願の中に含まれているのだ﹂

いになりますし︑一般の人たちもそれを

中で︑苦しむ人たちにとっても大きな救

す︒それは︑同性愛が否定される風潮の

く大きなインパクトを与えると思いま

ムですよ﹂ということを一言えたら︑すご

的少数者の人たちに対して︑﹁ウエルカ

宮地>そうですね︒日本でも︑真宗が性

﹁あらゆる違った者同士﹂ということな

びと﹂とい︑つことではなくて︑それが

﹁十方衆生﹂が︑﹁あらゆる同じような人

希薄なのかもしれません︒第十八願の

人たちがいるということに︑少し意識が

まう0

互いの似通った面ばかりに目が行ってし

バラで︑全然違うはずなのに︑日本人は

"カ

ね︒﹁十方衆生﹂を私たち人間のイメー
ξ︑
カ
︑私たちは︑彼らの苦しみや辛さに寄

う中で︑それぞれ違いがあるとい︑つこと

題に関わることで︑ご本願がもっている

見て︑﹁真宗は人びとの苦しみや辛さに
んだ︑とい︑つ視点が重要じやないかと感

0ら

ジに閉じ込めた場合︑﹁十方衆生﹂が
り添っていけるのか︑ということが問わ
が社会の前提にあると感じます︒

意味というのが︑すごく実感されるよう

寄り添う{示教なんだ﹂と思うでしょう︒
じました0

れているように感じます0

︒限られた0 衆生になりかねません︒こ

の中に︑性的少数者が意識されることに

な気がします︒

厳しい一言い方ですが︑社会の風潮が変わ

もちろん︑日本社会だって個人はバラ

藤丸)先日︑深夜のドキユメンタリー番
つてから︑﹁私たちも認めます﹂と言っ

宮地>そうですね︒宗制でうたわれる

よって︑初めて︑﹁ああ︑この人たちも

組で︑同性愛の方が出てきてお話をされ
ても遅いです︒今︑まさに目の前の苦し

﹁自他共に﹂の﹁他﹂とは︑決して﹁同

異なっている人たち︑違う立場の

ていました︒それは︑非常に悲痛な言葉
む人と共に歩むことが︑求められている

質な者同士﹂ばかりでないという視点

舎はく

でした︒家族にも友人にも打ち明けられ
と思います︒

浄士真宗に求められるもの

ない︒親は︑﹁なぜ結婚しないんだ﹂と

を大事にして︑社会に対してメッセージ

そのこと

藤丸)海外に行くとよく分かるのです

を出していくことが求められているので

す︑
が
︑とても大切だと思います0

一言えなくて︑ずっと苦しんできた︑とい

が︑日本のように見た目の同一性が高い

迫ってくる︒それに対して本当のことを

うことを切々と止口白されていました0

しょうね0

藤丸>本日は︑ LGBTの問題 BCA

のLGBTへの関わりの歴史について︑

お^ししていただきました︒お^を聞い
ていてある法律家の方がおっしやつてい

た﹁法律が宗教を作ることはないが︑宗
教が法律を作ることはありまt という
一言葉を思い出しました︒社会にある課題

に対Lて異なる価値を発信していくこと
の重要性を︑改めて実感しました︒本日
は誠にありがとうございました︒
(本願寺派総合研究所教団総合研究室)
二0 一五年六月二六日︑アメリカ合

衆国最高裁判所は︑﹁法の下の平等﹂を

注1

定めた﹁アメリカ合衆国憲法修正第十四

条﹂を根拠として︑すべての州での同性
婚を認める判決を出した︒

が︑

WH0

(世界保健機関)が一九九三

注2 同性愛は︑かつては医学的治療の対
象として分類されていた時代も存在した

年に発表した﹁国際疾病分類﹂におい
て︑﹁同性愛はいかなる意味でも治療の
対象とはならない﹂という宣言が行われ
るなど︑現在では医学的治療の対象から
除外されている︒

宗

報
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