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LGBT フレンドリーを考える 

―日本の LGBT問題の現状と課題の考察― 

 

16K043 高橋 美祈 

序論 

 昨今、はやり言葉のように様々なところで「LGBT」という言葉が書きだされている。

アメリカや台湾といった、我々にとって身近な国が次々と同性婚を合法化し、それにのっ

かるように、日本においても重要視され始めた。しかし、それは性的マイノリティとよば

れる人々が増えたわけではなく、今まで存在を隠してきた彼ら（彼女ら）が声を上げたか

らに過ぎない。 

 筆者の友人には、LGBT と呼ばれる人が４人いる。この数字を多いと捉えるか、少ない

と捉えるかは個人の自由だが、彼ら（彼女ら）はみな大切な友人であることに変わりはな

い。出会ったのは高校生の時で、その頃に LGBT という言葉は今より普及していなかった

ように思う。しかし、SNS や掲示板は我々にとって身近なものであり、気軽に友達を作っ

たり、連絡をとるツールとして使っていた。一番初めに仲良くなった、高校が同じだった

彼女（以下、「A さん」）は、教室の階が違うため直接話すことはないにしろ、Twitter で

は相互フォローだった。入学して数か月、A さんはその Twitter で「私はレズだけど、仲

良くしてね」とリプライ（コメントのようなもの）を送ってきたのだが、私は、レズ“だ

けど”の言葉に引っ掛かりを覚えたのだった。 

Aさんは他人と違うことをとても卑下しており、そのカミングアウトも本人曰く、“賭け”

だったのだという。今の日本の教育では、“出る杭は打たれる”のであり、周りと同調する

ことを強いられる。リーダーシップをとることが嫌だったり、人前で話したりすることが

嫌なのと同じで、他人とちがう指向である自分が嫌であり、後ろめたく感じるのだ。 

 ではなぜ私にカミングアウトをしたのか…私は当時部活動をしていて髪が短かったのも

あり、彼女は私を同じ LGBT だと思ったそうだ。こういった経緯で仲良くなり、A さん繋

がりで LGBT の友達は増え、ネットワークは充実している。 

 A さんはドイツ人の同性の彼女と同棲をはじめ、しばらくは日本にいたが、周りの理解

を得られず、両親からは勘当され、ドイツへ逃げるようにして行った。異国の地でどれだ

け肩身の狭い思いをしているのか…と、私は彼女らの住むミュンヘンへ行き、一緒に生活

をした。そこで待っていたのは、日本より進んだ法制度と LGBT への寛容な制度、学校教
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育、そしてなにより、LGBT への思いやりだった。彼女たちは、「日本にいたら（日本の

法制度や環境が）当たり前かもしれないけど、こうして外に出ると、（レズビアンだと）恥

じていた自分が恥ずかしい」と言っていた。これを目の当たりにして、私は改めて日本の

LGBT 事情について研究しようと思ったのだ。 

 イット・ゲッツ・ベター（It Gets Better）という、ゲイであることを理由にいじめられ

た少年たちがビデオで訴えるサイトがあるが、そこに 2011 年に寄せられたジェイミー・

ロードマイヤー君の動画は、LGBT の当事者だけではなく、全世界に激震が走った。彼は

大ファンであったレディー・ガガへ、Twitter で思いの丈を綴り、14 歳という若さでいじ

めを苦に自殺した。このことから、ガガは、性的マイノリティを理由にいじめをすること

は違法であると、オバマ大統領（当時）へ訴え、彼もまたそれにうなずいたことはまだ記

憶に新しい。 

 2017 年には、ディズニー映画初となるゲイのキャラクターを登場させた実写版「美女と

野獣」監督のビル・コンドン氏は「ディズニー映画で初めてのゲイモーメントだよ。この

時がやってくるまで長すぎたかもしれないけれど、これはディズニーの分岐点になるよ」

と発言を残した。これまで、“ジェンダー観”を植え付けてきたディズニーが、こうして

LGBT を支持することは、まさに多様化が受け入れられていることの象徴であるともいえ

る。 

 こうして、「LGBT」という単語は我々に馴染んできた。ここ数年では、LGBT フレンド

リー企業はぐんと増え、目に見えてわかる指標を導入するなど、様々な取り組みがなされ

ている。詳しくは後述することとする。 

 ここで登場した“LGBT フレンドリー”だが、その名の通り、「LGBT を差別せず、友

好的な関係を築こうとするストレート（LGBT ではない非当事者のこと）1)」のことを指

し、「国や自治体、企業、団体などが LGBT の人々を支持し、不平等の解消や権利の獲得

のために支援や配慮を行っていることを表明するため2)」に用いられることもある。こう

いった解釈をもとに、この論文では、「LGBT フレンドリー」＝「LGBT に友好的な企業・

制度」という意味とする。 

 この論文では、LGBT の大きな問題になっている学校教育・法制度について論じ、LGBT

フレンドリー企業の紹介や取り組みを通して、LGBT の現状を論じていくこととする。 

第一章 LGBT とは 

1．性的少数者（セクシュアルマイノリティ）の基本 

 一般的に、性的少数者というと「LGBT」や「SOGI」を指すことが多い。ただし、性的

少数者というのは広義であり、どこからどこまでがマイノリティであるかははっきりして
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いない。本稿では「LGBT」と記す場合、「性的少数者」全体を指すこととする。 

１）セクシュアリティとは？ 

 セクシュアルとは「性的」という意味を持つ。以下で詳しく説明するが、様々な要素が

セクシュアリティを構成するとしており、LGBT を考えるうえで特に下記の構成要素につ

いて理解をすることが、当事者と共に在るための必須事項なのである。 

 セクシュアリティとは、「人間一人ひとりの人格に不可欠な要素の集まり3)」であり、そ

の要素には、 

・体の性 （生まれ持った性） 

・心の性 （自分がありたい性）：性自認 

・好きになる性 （恋愛や性愛の対象となる性）：性的指向 

・性別表現 （自身の社会的役割による性）：性役割 

が含まれる。 

 

▼セクシュアリティの大まかな分布図 

図１ LGBT とは4) 

 

 自身の性について自覚がある場合のみの簡略化された分布図であるが、「LGBT」では当

てはめきれないほどのマイノリティが多く存在する。 

 このように、性は「男」か「女」といった二元論に当てはめがちだが、明確に分けるこ

とは大変難しい。すなわち、境界線などはなく、グラデーションであるということが言え

る。 
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２）LGBT とは？ 

 前述のとおり、セクシュアルマイノリティのことを LGBT と表現することは多々ある。

一般的に LGBT とは、次の者を指すとされている。 

 

L：lesbian（レズビアン）女性同性愛者 

女性が女性を恋愛（性的）対象とする性的指向を持つ人を指す。 

G：gay（ゲイ）男性同性愛者 

男性が男性を恋愛（性的）対象とする性的指向を持つ人を指す。 

B：bisexual（バイセクシャル）両性愛者 

男性と女性の両方の性別を恋愛（性的）対象とする性的指向を持つ人を指す。 

T：transgender（トランスジェンダー）性別越境者 

身体の性別とは異なる性別を生きる人、生きたいと思う人を指す。 

 

MtF（Male To Female）や Trans woman：出生時の身体の性別は男性だが心の性は女

性 FtM（Female To Male）や Trans man：出生時の身体の性別は女性だが心の性は男性

といったように表現される。 

 日本では、「性同一性障害」と混同されがちだが、医学的に性別違和を証明され、望む性

別になりたいと望む人のことを障害と認定している。 

LGBT を性的少数者全体を意味すると考えると、ここには、Q に分類される者も入る。 

 

  Q：questioning（クエスチョニング） 

 自分の性別がわからない、迷っている、どこかに分類できない、決めたくない、と

いう人やそういった状態のことを指す。 

３）SOGI とは？ 

「1．性的少数者（セクシュアルマイノリティ）の基本」で指摘したとおり、LGBT と

並んで性的少数者を表現する用語として「SOGI（ソギ）」が国際連合では用いられるよう

になっている。これは、Sexual Orientation and Gender Identity（性指向と性のアイデ

ンティティ）の頭文字を取った単語であり、今や LGBT より多く使われている。 

 これは、だれもが性のアイデンティティを持っているという意味であり、LGBT よりも

広い範囲でマイノリティを表している。5) 
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2.LGBT の人口割合は？ 

１）日本の場合 

電通ダイバーシティ・ラボ（2015 年）の調べでは、日本における LGBT の割合が人口

の 7.6％存在すると言われている。 

 その内訳は、レズビアンが 0.5%、ゲイ 0.9%、バイセクシャル 1.7%、トランスジェンダー

0.7%、その他 3.8%、である。（その他は、X ジェンダー、インターセクシャル、アセクシャ

ル、クエスチョン） 

 つまり日本の総人口が 1億 2000万人のうち 912万人がLGBT当事者ということになる。

（13～14 人に 1 人） 

 これは、“左利き”や“AB 型”と同じほどの割合であり、身近に感じる数字であること

は確かだ。6) 

２）世界の場合 

これまで世界各国において調査がされてきたが、概ね LGBT の割合は“約３～10％”と

されている。この調査結果に差が出ているのは、LGBT の概念の違いからであるようだ。7) 

３）考察 

 数字だけを比較してみると、世界の割合に比べて日本は割合が高いが、LGBT に対する

制度は他国より整っていない。 

 日本の割合が高いことの理由として、2015 年に日本ではパートナーシップ制度（第四章

にて詳述）が実施されたり、アメリカ、イギリスの同性婚合法化など、LGBT が盛んに取

り上げられることで自分の性と向き合う人が増えた結果の 7.6％とみることができるので

はないだろうか。 

 しかし、これがすべての数字ではない。この中に含まれていない「隠れ LGBT」は存在

するのだ。その人々の主張できないことの辛さ、葛藤を考えると、「割合」などといって数

字化するのは良くないことなのかもしれない。「性はグラデーションである8)」といったよ

うに、そうである人もそうでない人もみな同じ人間であるのだ。 

４）LGBTを取り巻く問題 

 前述のとおり、日本の LGBT 人口はもはや少なくない。しかし、未だ社会的に理解され

ることは難しく、学校教育不足による「差別」や「いじめ」は止まず、これによる自殺者

も後を絶たない。 

 また、同性カップルは異性カップルと同等の権利は保障されておらず、この方面は他国

に比べて遅れをとっていることはたしかである。 
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 しかし、その反面、地方自治体や民間企業の LGBT フレンドリー化は進んでおり、以前

より性的マイノリティの人々が暮らしやすい環境になったといっても過言ではない。 

 

 ここからは現代の日本の LGBT を取り巻く環境について論じていく。 

第二章 学校教育の課題 

 性的マイノリティの子どもたちが最初にぶち当たる壁になるのは、自分を構築していく

上で大きく関わってくるフィールドである「学校」である。“学校“という子供にとって自

身の基盤を作る場所における理解向上や教育指導は、日本にとって大きな課題である。 

1．性的マイノリティの子どもが困ること 

 学校現場において、LGBT の子どもが困ることは多々あるが、ここでは三成（2017 年）

の分析を参考に基づいて、５つに分けて整理する。 

１）男女で分けられること 

 敬称（～くん、～さん）、持ち物の色、名簿や席順、トイレや修学旅行の部屋といった、

男女で分けられるシーンのことだ。敬称、色、名簿と席順は男女一緒にすることは可能だ

が、トイレや修学旅行、さらには健康診断などは男女一緒にすることは難しい。ただ一緒

にすれば解決するのではなく、個別での対応が必要になってくる。 

２）「いないこと」になっていること 

 どの子どもも、自分の性に違和感がなく、異性愛者であることが前提であると、そうで

ない性的マイノリティの子どもたちは困難を感じやすい。 

３）正しい知識にアクセスできないこと 

 教職員や保護者から正しい知識を教えられないことで、「自分はおかしいのではないか」

など自己否定につながりかねない。 

４）身近に相談できる人がいないこと 

 周囲の理解のなさから相談できないと感じたり、相談をした際に否定されることで、性

的マイノリティの子どもたちは孤立したり、困りごとが深刻化しやすい。 

５）自分の生きていく姿が思い描きにくいこと 

 性的マイノリティの大人の姿がイメージできないことで、大人になれるのか、将来のビ

ジョンが描きにくい。 
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2．からかいやいじめ 

 2013 年に行われた「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」主催の学校生

活における LGBT 生徒に対するアンケートの結果から、以下のことがわかった。 

・小学校から高等学校の間に、学校の友人や同級生が LGBT について不快な冗談を言った

り、からかったりしたことがあったかどうか尋ねたところ、回答者全体の 84％は何らか

の形でこれらを見聞きした経験があった。 

・いじめや暴力を受けた経験について尋ねたところ、全回答者の 68％は「身体的暴力」、

「言葉による暴力」、「性的な暴力」、「無視・仲間はずれ」のいずれかを経験していた。

内訳は「言葉によるいじめや暴力」（53%）が最も多く、次いで「無視・仲間はずれ」（49%）

が多かった。 

 「言葉によるいじめや暴力があった」と答えた生徒の中で、「言葉による暴力」（78%）

が最多で、「身体的な暴力」は 48%、「性的な暴力」も 23%ほどであった。9) 

3．考察 

 これらのことから、学校での LGBT 教育が乏しい日本における“LGBT 層”の人々は、

人格を形成する大事な時期に、性に対する葛藤と不安、苦悩を抱えていることがわかる。 

 LGBT など性的マイノリティが“自殺のハイリスク層であることは、「自殺総合対策大

綱―誰も自殺に追い込まれることがない社会の実現を目指して」（2012 年８月 28 日閣議

決定）にも明記10)”されている。 

 教育現場で直面している課題を知ることこそ、性的マイノリティの子どもにとっても安

全に過ごせて、教育機会を失わない教育現場作りへとつながるだろう。 

 このように、LGBT 教育の課題は早急に行わなければいけないことのひとつであるが、 

当事者である彼ら（彼女ら）が社会に出たときのことも考えなくてはならない。 

第三章 LGBT フレンドリー企業 

1.PRIDE 指標 

 LGBT フレンドリー企業であるかどうかの判断材料の一つに、「PRIDE 指標」というも

のがある。これは、任意団体「work with Pride」（wwP）が、職場における LGBT など

への取組みを評価するために策定した指標である。策定した 2016 年以降、NPO 法人グッ

ド・エイジング・エールズが、取り組み企業を対象に募集・選考・評価業務を行っている。 

 評価項目は以下のとおりである。 

 

 (1) 会社として LGBT 等の性的マイノリティに関する方針を明文化し、インターネッ
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ト等で社内外に広く公開している。 

(2) 方針に性的指向という言葉が含まれている。 

(3) 方針に性自認という言葉が含まれている。 

(4) 会社の従業員に対する姿勢として定めている。 

(5) 従業員の行動規範として定めている。 

(6) 採用方針として学生等に伝えている。 

(7) 経営トップが社内外に対し方針に言及している。 

(8) お客様・取引先に対する方針を明文化し公開している。11) 

 

 ８項目のうち、２つ以上が当てはまることが最低ラインである、 

この項目以外に、当事者のコミュニティや啓発活動、人事活動、社会貢献等様々な観点か

ら評価され、指標運営委員会による審査のもと、ランク付けされる。 

2．LGBT フレンドリー企業について 

「PRIDE 指標」の最高ランクであるゴールドを受賞した企業は 192 社にも及ぶが、そ

の中から、代表的な対策を打ち出している企業とその取り組みを、Rainbowlife12)と

Ichoose13)LGBT 求人サイトのウエブ・サイトから紹介する。 

１）ブリヂストン 

ブリヂストンは、「ブリヂストングループ グローバル人権方針」の中で、「性的指向」

「性自認」に関する差別の禁止を明文化し、社内外へ公開した。他にも、社員の理解を深

めるために、研修等の中で LGBT に関する説明を実施している。こういった活動が功を奏

し、PRIDE 指標では 12 年連続のゴールド（最高ランク）を受賞している。14) 

２）JR東日本 

2018 年 4 月から、同性パートナーにも結婚休暇、扶養手当、社宅などの人事・福利厚

生制度を広く利用できるようにした。 

また、LGBT に対して、 

•性的マイノリティについて「知る」  

•制度や従来のスタンダードを「変える」 

•意識改⾰、理解の輪を「広げる」 

のスタンスで、全社員教育を行い、当事者同士の交流会なども積極的に開催した。 
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３）日本航空 

トランスジェンダー当事者が使いやすい更衣室を用意し、人事部内に LGBT、女性、高

年齢者、障がい者、外国籍社員などダイバーシティに関する各種施策に取り組む「ダイバー

シティ推進グループ」を設置するなどしている。 

また、アライ（LGBT 活動支持者）の拡大のため、当事者含む家族、そしてアライを乗

せ、日本初の LGBT・ALLAY チャーター便を運航するなど、目まぐるしく活動している。 

 JAL マイレージバンク（JMB）の利用客に対しても公的機関が発行するパートナーシッ

プ証明書や同居を証明する住民票などがあれば同性パートナーも配偶者に準じたサービス

を受けられるようにした。 

４）各携帯会社 

・携帯キャリアの LGBT 対応の先駆者である“ソフトバンク” 

 同住所に同居（同棲）していれば家族と見なし、家族割などの家族を条件とするサービ

スを利用可能にした。 

 また、2011 年から今に至るまでの東京国際ゲイ＆レズビアン映画祭への協賛をはじめ、

たくさんの LGBT 関連のイベントの協賛をしていることからも、企業全体として LGBT

フレンドリーな姿勢をとっている。 

 社内向けにも、2016 年 10 月からソフトバンクは、社内規定における配偶者に同性パー

トナーを含むことにし、同性パートナーを配偶者とする社員は、配偶者を持つ社員を対象

とした休暇や慶弔見舞金などの社内制度の適用を受けることが可能になった。 

他にも、社内規定の人権尊重および差別禁止条項前文に「性別や性的指向に関係なく互

いの人権を尊重する」旨を明記し、全社員に対する LGBT 研修など、理解の促進を徹底し

ている。 

・LGBT フレンドリーCM で一躍話題の“ドコモ” 

 2015 年 10 月からパートナーシップ証明書があれば同性パートナーも、家族であること

を条件とする「ファミリー割引」等の各種サービスが利用可能になった。 

 ドコモは、一人ひとりが自分らしさを発揮できる社会の実現を目指す、「ForONEs」と

いう取り組みをしている。2016 年度テレビ CM には、渋谷区同性パートナーシップ証明

書交付第１号として知られる東小雪さんと増原裕子さんが出演し、「この国の 13 人に１人

は、セクシャル・マイノリティです。」という言葉が出たことで話題となった。 

 テレビ CM を通じて LGBT についての理解を深める取り組みを行った携帯会社は、国内

でドコモが最初であった。 
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・充実した社内環境“KDDI（au）” 

 2015 年７月からドコモと同様に、パートナーシップ証明書があれば同性パートナーも、

家族であることを利用の条件とする「家族割」等の各種サービスを利用可能とした。 

 KDDI は社外以上に、社内に向けた LGBT に関する取り組みが充実している。その一部

を列挙すると次の通りである。 

  ・2013 年度より、LGBT に関する理解向上に向けセミナーを実施し継続中 

・2014 年度より、全社員を対象とした LGBT に関する理解向上のコンテンツを配信

し継続中 

 トランスジェンダーの社員に対しては、 

  ・本人が希望する性で会社生活ができるよう、ワーキングネームの使用を許可 

  ・健康診断の個別実施 

  ・ユニバーサルトイレの利用を推奨 

といった対応をしてきた。 

５）その他 

野村証券グループ、損害保険ジャパン日本興亜、住友生命、イオングループなどは性的

指向や性自認による差別を禁じる社内規定を策定し、社員研修やパンフレットの配布など

を行って LGBT への正しい理解と対応を呼びかけている。 

3．LGBT フレンドリー企業に対する考察 

 LGBT マーケティングラボは 2016 年に、「LGBT 支援に取り組む企業（LGBT フレンド

リー企業）」の商品サービスが、LGBT 当事者以外に与える影響について」と題する調査

結果を発表した。その中で、「LGBT への支援を行っている企業の商品やサービスを利用

したいか？」の質問に対し、「積極的に利用したい」「利用を前向きに検討する」を合わせ

た約６割人が LGBT に好意的な印象を持っていることがわかった。 

 また、アメリカ合衆国での例ではあるが、オグルヴィ（世界的広告会社）が実施した 2017

年の全米プライド月間に発表した調査では、「LGBT フレンドリーな企業に対して好感を

抱いているか？」の質問に対し、回答者の 65%のアメリカ人が「LGBT フレンドリーな企

業は経済にとって良い効果をもたらす」と考えていることが明らかとなった。15) 

 このように、LGBT フレンドリーな企業は、経済の面でも良い効果をもたらすなど、プ

ラスの面が多いことがわかる。近年、こうした民間企業による LGBT 関連事業は徐々に増

え、CM やサイトなど様々なアプローチで当事者を守り、庇護し、理解を示している。当

事者以外にもきちんとした教育を行い、徹底した対応をすることで、仕事のしやすい環境
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づくりや、充実したサービスを提供することが可能になった。 

 また、多様な価値観を大切にすることが、企業として顧客に新たな価値を提供していく

ことを可能にすることはたしかだ。性自認、性的指向を含む価値観、人種、国籍、宗教、

障害、性別、年齢などの特徴の多様性を尊重し、垣根をなくして共存することが、求めら

れる社会の在り方であり、そのなかの“性”に寄り添えることが、真の「LGBT フレンド

リー」ではないだろうか。 

第四章 LGBT フレンドリーな自治体 

LGBT に関する法制度は、国の立法に先行して条例を作り、けん引するように発展して

きている。近年においては、性的マイノリティに関する「性自認」「性的指向」等について

明記し、これによる差別を禁止した条例や、同性カップルの存在を認める条例など、地方

自治体による LGBT フレンドリーは年々広まってきているのだ。 

1．差別禁止に関する条例 

１）東京都多摩市の女と男の平等参画を推進する条例（2014年１月施行） 

 同条例２条は、 

「性的指向 人の恋愛感情や性的な関心がいずれの性別に向かうかの指向（この指向につ

いては、異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛等の多様性

があります）をいいます。」 

「性自認 自分がどの性別であるかの認識（この認識については、自分の生物学的な性別

と一致する人もいれば、一致しない人もいます。）のことをいいます。」 

と規定したうえで、同条例７条にて性的指向及び性自認による差別を禁止 [東京弁護士会

LGBT 法務研究部, ２０１６]している。 

２）東京都文京区の男女平等参画推進条例（2013年 11月施行） 

 同条例７条１項において、 

「何人も、配偶者からの暴力等、セクシュアル・ハラスメント、性別に起因する差別的な

取扱い（性的指向又は性的自認に起因する差別的な取扱いを含む。）その他の性別に起因す

る人権侵害を行ってはならない」16) 

と規定し、性的指向、性的自認による差別的な取り扱い、人権侵害を禁止している。 

 このような、差別を禁止する条例を制定したことにより、職員の知識・理解が必要とな

り、研修会や LGBT 相談窓口の設置などを行っている。 
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2．同性パートナーシップ証明について 

 現在日本では、同性カップルの婚姻は認められていない。それによる弊害は様々であり

（詳しくは、第五章にて後述）憲法 14 条１項における「法の下の平等」は守られている

のか甚だ疑問である。 

 煮詰まらない同性婚問題に発破をかけるように導入されたのが、“同性パートナーシップ

証明”であった。（以下パートナーシップ制度） 

 これは、法的拘束力はないにしろ婚姻と同等の権利を得ることができるというものであ

る。（詳しくは後述）例えば、同性カップルで同居する際に、“同性同士である”ことを理

由に賃貸契約を拒めば、その会社は是正勧告を受けることとなる。このパートナーシップ

制度は 2015 年に、渋谷区・世田谷区から始まり、現在 31 の市町村（2019 年時）で導入

されている。17) 

3．証明の仕方 

１）渋谷区の場合 

 2015 年４月１日に「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が施行

された。その 10 条第１項は「区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反し

ない限りにおいて、パートナーシップに関する証明（以下「パートナーシップ証明」とい

う。）をすることができる。」として、パートナーシップを組むことが可能になったのであ

る。 

この条例に基づいて発行されるものは、「渋谷区パートナーシップ証明書」である。この

証明書を得るために必要な書類は次の２点である。 

 

＊任意後見契約に係る公正証書：予め誰を後見人にするか、どんな財産を管理しても

らうかなど決め、公正証書（法的拘束力のある書類）で契約をあらかじめ結ぶ。 

＊合意契約に係る公正証書：パートナーシップ合意書ともいう。 

 

つまり、同性カップル同士が、法律上の夫婦に準ずる関係を結ぶことの確認書類のよう

なものであり、権利義務や財産関係、子どもの扱いについてや医療行為など、自分たちが

盛り込みたい当人同士の約束事を書いたものである。 

 なお、証明書が発行されるためには、「居住条件」を満たすことが必要で、具体的には、 

双方が渋谷区内に在住し、且つ渋谷区に住民登録があることである。 
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２）世田谷区の場合 

 2015 年 11 月１日に「世田谷区パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱」に基

づいてパートナーシップ証明を可能にした。 

この要綱に基づいて発行されるものは、「世田谷区パートナーシップ宣誓書」と「受領証」

である。宣誓書と受領書を受けるために必要な書類は、特になく、顔写真付き身分証明書

さえあれば即日発効が可能である。 

世田谷区でも渋谷区と同様に、宣誓書と受領証を受けるために居住条件が課されており、

それは、双方が世田谷区に居住もしくは一方が世田谷区に居住し、他方も世田谷区に引っ

越し予定の場合としている。 

4．渋谷区と世田谷区の比較 

 どちらも、“法律上の婚姻の効果はないことが、同じ点であり、違う点は渋谷区の場合は

条例で施行し、世田谷区の場合は要綱扱いであるため、条例施行には至らない点である。 

5．パートナーシップ制度の利点 

 同性パートナーシップ制度は各携帯電話会社の家族割引や、生命保険の受取、住宅ロー

ンや福利厚生などのサービスを受けられる権利を得ること18)”であり、法的なものではな

く、“会社のサービスなどが中心19)だといえる。 

6．パートナーシップ制度の欠点 

 まず、法の下でパートナーとして認められているわけではないということが最大の欠点

である。つまり、戸籍上は赤の他人であるのだ。 

 また、パートナーシップを結んだ地域から出ることはパートナーシップ解消を意味し、

もし移転した場合は同様に申請をしなければならない。 

7．考察 

 以上のことから、パートナーシップ制度というのは、日本の LGBT フレンドリーにおけ

る限界であることがわかる。“パートナーである証明書”という、ふたりをつなぐものが存

在するだけで LGBT の当事者は救われるのかもしれないが、それは果たして「平等」なの

だろうか。本章のはじめに書いたように、異性カップルと同じ権利が与えられないのは、

法の下の平等とは程遠いことではないのか？これは同性愛者だけの問題ではなく、ひとと

しての権利の問題であることは確かなのだ。 

 LGBT フレンドリーについてここまで論じてきたが、最大の壁は法制度、つまり『同性
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婚問題』なのである。 

 この問題を解決しなければ、LGBT フレンドリーな国であるとはいえない。 

 次章から、日本における同性婚問題について述べる。 

第五章 国はフレンドリーではない 

1．“同性婚”の現状 

 現在、27 の国と地域で同性婚が合法化している。G7（米、仏、英、独、伊、加、日）

のうち、同性婚を認めていないのは日本だけとなった。最近では台湾が 2019 年５月から

同性婚を認め、アジア初の合憲判断を下したのである。その経緯は、「同性カップルが婚姻

から排除されているのは違憲である」としたため。20) 

2．なぜ日本では同性婚が認められないのか 

 前述のとおり、日本において同性婚は未だ認められていない。この理由として挙げられ

るのが、（１）伝統的家族の形が壊れる（２）憲法 24 条の解釈の二点である。 

１）家族の形が壊れる？ 

 同性婚に反対する理由の一つとして、「同性婚を認めると『日本の伝統的な家族観』が崩

壊する」というものがある。 

 そもそも、「伝統的な家族」とは何を指すのだろうか？  

 「『伝統的家族』とは，男女のカップルを中心とする終身モノガミー制を意味する。すな

わち，ひとりの男性とひとりの女性が「一対一」の関係を生涯継続することが「正しい」

かたちとして認識されるものである。」21)とあるように、これは異性愛者同士の結びつきを

「正しい家族である」とし、そうではない同性愛者に「“家族”の逸脱である」という現代

の多様性にそぐわない考えであることがわかる。また、同性同士の場合、生産性がないと

して家族として認めないという意見も多数見受けるが、厚生労働省の発表によると、『単身

世帯』、『夫婦のみの世帯』は 1986 年から 2015 年にかけて倍増していることがわかった。

22)つまり、「父・母・子」といった伝統的な家族の形は普遍的ではなく、時代の在り方によっ

て変化していくものなのである。 

 昨今の日本は少子化問題があり、同性カップルにおいては肩身が狭いことだろう。しか

し、里親制度や養子縁組など、子を育てることはできる。“増やすこと“は物理的に不可能

であるが、”減らさないこと“には貢献できるのだ。家族の形とやらが広がるいい機会では

ないだろうか。 
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２）憲法上認められない？ 

 日本国憲法とは、国の最高法規であり、この概念は普遍的である。 

 現在、同性婚を認めない理由として最も挙げられるのが、“憲法 24 条”の解釈について

なのである。 

 

憲法 24 条１項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有

することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」 

 

〇否定派解釈 

＊“憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定し

ており、当事者双方の性別が同一である婚姻（以下「同性婚」という。）の成立を認

めることは想定されていない。” 

＊“「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同

性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはで

きない。”23) 

とあるように、「両性の合意のみ」との文言をそのまま解釈したかたちである。 

つまり、婚姻は異性婚を前提とし、同性婚については認めてないという考えである。 

〇賛成派解釈 

 憲法 24 条を制定した背景から考えてみよう。 

 この法の趣旨は、“明治憲法下において婚姻に戸主の同意が必要であったこと及び女性の

地位が低かったことから”24)、“男女平等及び個人の尊重＝婚姻は当事者の合意にのみでき

るとする”25)という考えのもと作られたものである。つまり、この法では単なる異性婚の

規約であり、同性婚には触れておらず、禁止していると解すことはできないのである。 

３）同性婚が認められないことは法に反している 

 憲法 24 条に関しては解釈の問題があり、なかなか難しく平行線をたどる一方である。

しかし、同性婚が認められないことで保障されない権利が存在しているのだ。それが、13

条[幸福追求権]と 14 条[平等原則]なのである。 

憲法 13 条は、自分の人生・生き方について自分で決める権利である「自己決定権」を

保障している。つまり、同性カップルが、生涯を共にするという生き方も、自己決定権の

１つとして、異性カップル同様に保障されるべきであるのだ。 

 憲法 14 条に関しては、現在、同性カップルに法的保障はなく、異性カップルのみが、 

「婚姻やそれに伴う各種の保護」26)を受けていることが、法の下の平等に違反していると
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いえる。また、法制度が整っていないことを、性的指向に関する差別とも捉えることがで

き、平等原則に反しているといえるだろう。 

4．現行の法制度 

 これまで憲法 24 条、13 条、14 条の解釈について論じてきたが、民法や戸籍法といった、

婚姻について直接規律する法律はすべて異性婚を前提とした法である。つまり、同性同士

が異性婚と同一の法的拘束力を持つための法制度は現在整備されていない。27) 

第六章 同性婚合法化を求めて 

1．婚姻平等法案の策定 

 前章「4．現行の法制度」にて、民法や戸籍法は男女間の婚姻についての法であると書

いたが、「婚姻平等法案」は、それを改正するべく作られた改正案である。 

１）概要 

 2019 年６月３日に、立憲民主党他野党３党による民法一部改正案「婚姻平等法案」が衆

議院に提出された。 

 この法案は、現行法では同性婚が認められていないこと、個人の性的指向・性自認を尊

重すること、そして「婚姻の平等」を実現するため、同性間の婚姻を法制化するものであ

る。 

２）内容 

（1）「異性又は同性の当事者間」で婚姻が成立する旨を明記 

（2）同性婚の当事者も特別養子縁組その他の養子縁組ができるよう所要の規定を整備 

（3）同性婚を認めることに伴い、「夫婦」「父母」その他の異性の当事者婚のみを想定し

ている文言を「性中立的」なものに改正 」 

するとしている。 

３）考察 

 この法について、尾辻かな子衆院議員は、 

「多くの当事者にとって、自分が当事者であると気づくときというのは正直苦しい。当

事者自身も同性嫌悪を持っていて、自分が人と違うと思ったときに、それを受け入れるの

にすごく時間がかかる。それは、社会が認めていないからであり、多くの若い、例えば青

少年が、自分が人と違うと思った時に感じるのは、『この社会で自分は生きていけるのだろ

うか』、『自分はこの社会で排除されるのではないか』、『家族や友だちから非難されるので
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はないか』といった絶望だったりする。こういう法律ができること、同性婚が認められる

ことで『自分はこの社会で生きていていいんだ』と思えるようになると思う。『（LGBT は）

生産性がない』といった発言まで出るこの社会のなかで、法律が存在を認めるのは非常に

大きなことであり、意義深い」28) 

 と語っていたが、まさにその通りである。 

 第二章「学校教育の課題」で述べた通り、性的マイノリティの子どもが、大人になった

自分の将来が見えないことへの絶望はやはり大きく、また、周りの受け入れがなければ社

会で生きていくことへの不安は募るばかりであるのだ。 

 この法律が同性婚を認めることで、“同性婚は人としての当たり前の権利”であり、人と

性的指向が違うことはおかしくないということの裏付けになれば良いと考えている。 

2．同性婚の是非を問う裁判開始 

本来、裁判所は具体的違憲審査制の立場から「同性婚の是非」という抽象的なテーマで

憲法問題を論ずることは難しく、それについて何かしらの判断を下すことは不可能である。 

１）概要 

2019 年２月 14 日に「Marriage for all japan（「一般社団法人 Marriage for all japan―

結婚の自由をすべての人に」」）が提訴し、裁判手続きが開始された。日本在住の同性カッ

プル 13 組が東京・大阪・名古屋・札幌・福岡で裁判を開始し、国に損害賠償を請求した。

この裁判の狙いは、司法の場である裁判所を通じて、国に訴えかけることである。 

２）なぜ裁判だった？ 

 今回の裁判を起こした同性カップルの当事者らは、各地の自治体に婚姻届けを提出した。 

しかし、現行の法制度ではこの届出の受理は認められないため却下されるが、この具体的

な出来事に不服を表明する形で訴訟を行い、一人あたり 100 万円の賠償請求を行った。 

 これにより、「同性婚は合憲かどうか」を判断する必要があるのである。つまり、国に賠

償を求める訴訟の中で、憲法上の人権が侵害されているという主張をのせ、その判断を仰

いでいるのだ。29) 

３）現段階での訴訟報告 

 この論文を書いている時点では、まだ第三期日が終了した段階ではあるが、ここまでの

訴訟報告をする。 

 現在、被告である国の証言は「憲法 24 条１項は同性婚を想定していないから憲法違反

にはならない｣の一点張りであり、原告からは「同性婚ができない現状は性的指向を理由に
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した不当な差別であり、平等を定めた憲法に反する」と主張をするが、国は再度同じこと

を繰り返すばかりである。これに対し裁判官は、きちんとした主張と立証を被告に求めて

いる。30) 

４）考察 

 民間によるLGBTフレンドリーはもはや当たり前であるのに、国は寄り添うことはなく、

憲法における定義で雁字搦めになっている。周りの国が合憲と下す中で、日本が否と答え

る理由とは何なのだろうか。 

結論 

 今や LGBT フレンドリーは多様性を受け入れるうえで必須項目であり、この活動は、性

的マイノリティ当事者の個人の尊厳を守るうえでの重要な役割がある。しかし、この活動

は、自治体や民間企業などを中心に行われており、国からの当事者への救いの手は未だ伸

びていないのが現状だ。パートナーシップ制度が導入されたりと、制度は整いつつあるよ

うに見えるが、当事者たちは、ストレート（非当事者）と同じ生活を送ることは未だ難し

いだろう。 

 ここまで、LGBT の現状について述べてきたが、彼ら（彼女ら）が望むことはただ一つ、

共に在ること31)なのである。これは、「パートナーと」共にあること、そして、「ストレー

ト（非当事者）と」共にあることの二つの意味があるのだ。この二つの観点において、日

本にはまだ不十分な点がある。 

 

◎パートナーと共に在ること 

 パートナーと共に在ることは、簡単なことのようで難しい。今の社会規範では当てはま

らないことも多く、二人の愛を書面で表すことはできても、法的に結ばれることはできな

い。異性カップルであればできることも、“同性である“ことを理由にできないのだ。 

 憲法が最大の目的とする個人の尊厳の原理が、LGBT についてはないがしろにされてい

る。 

 これは、ただの同性同士の結婚の是非についての議論なのではなく、LGBT の持つべき

権利の問題であり、これを認められないことは、国から差別を受けていることと同義では

ないだろうか。こういったことから、日本の制度は変えるべきなのである。 

 

◎ストレート（非当事者）と共に在ること 

 今や、日本の名だたる民間企業は続々とレインボーを掲げ、LGBT フレンドリーである
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ことを公表し、性的マイノリティに寄り添う環境を作ってきている。LGBT を受け入れる

社会の基盤ができ、理解を得つつある今なら、現行の法制度で満足できるはずがないのだ。 

 つまり、LGBT の社会生活における不都合を是正するために、法律や社会制度を新たに

導入することが、解決の近道である。しかし、変革を行ったところで、LGBT への偏見や

差別がなくならなければ意味がないことは確かだ。こういったことをなくすためには、や

はり、きちんとした「教育」が必要なのである。前述（第二章）した通り、LGBT の学校

教育問題は大きな壁である。32) 

 学校では、「すべての子どもや若者」が、安全で安心な環境で自己を形成できるような教

育を目指さなければならない。同時に、当事者への理解を深めることが重要であり、「スト

レート」から「マイノリティ」への配慮という一方通行の対応ではなく、同じ「人」であ

り同じ「権利」をもっているということを学ぶことが大切であり、現代の多様性にも通ず

る教えになるのではないだろうか。 

 学校による LGBT 教育、LGBT フレンドリー企業による LGBT の受け入れ、そして支

援団体の取り組みにより様々な面で LGBT へのアプローチは増えてきている。社会を構成

しているひとりひとりが、LGBT の置かれている環境や困難、苦悩に対して、正確な知識

や認識を持つことが理想であり、他人と比べて違うことへの偏見や差別がなくなることが、

本当の意味での「自分らしく生きること」につながるだろう。「性はグラデーションである」

といったように、そうである人もそうでない人もみな同じ人間であるのだ。 
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