
LG B丁って何ですか?
～性自認、性的指向と社会関係～





性自認、性的指向は、すべ

ての人に関係すること。そして、

「体の1生別と性自認が一致し

ている (=シスジェンダー)で

異性愛である」は、「普通」

なのではなく、多様なあり方の

ひとつ。

性的対象・恋愛対象が男性

なのか女性 か、両方か。性

自認と同じ性別に向く場合に

同性愛、異なる性別に向く場

合に異性愛、どちらにも向く

場合 にバイセクシュアルとい

う。性的欲望を持たない人も

いる。

性的指向の詳細は

4ページを参照

それぞれの文化で「男性的/

女性的」と位置づけられてい

る振 る舞 いや言葉 づかい、

服装など。それから、その人

の性自認を半」断することはで

きない。

性別の自己意識。出生時の

体の性別と一致しない人もい

る。また、女/男に必ず分か

れるわけでもなく、「どちらで

もない」「どちらでもある」と

いう人も。性自認がどう決ま

るかは、明らかにはなってい

ない。

性器の形による区別。女/男

に明確に分かれない体の人た

ちもいる。その人たちと、性

同―性障害は別のあり方。

制度による登録など、社会で

認められる性別。時代や文化

によっては、女/男のいずれ

でもない位置づけの性男」が

あった (あ る)

「み ん な、い ろ いろ。

それでいいんじゃない?」

で終 わるのではなく、

「それでいい」生き方が

できる社会をつくっていく

必要がある。



解音J学的性別 性的指向

シスジェンダー

TG★

性同一性障害

★TG=ト ランスジェンダー

シスジェンダー

丁G☆

性同一性障害

① 出生時の性別を基準にするよりも、その人の今の性自認を基準に考える。例えば、女性として

生きている/生きていきたい人の中には、体が男性の人/男性だった人もいる、と。

② 性自認と性的指向は、基本的に、別軸として理解したほうが良い。出生時の性別が男性だった

人が、男性が好きであるから女性になる/なりたいわけではない。

③ 性自認と性的指向の関係から、同性か異性かと考える (出生時の性別が女性でも性自認が男

性で男性が好きな場合は同性愛である)。

④ 性白認が揺れる人の場合、対象の人は異性/同性と分けられない (ま た、相手の性別にこだわ

らないという人もいる)。

⑤ アイデンティティ (自分が何者であるかという意識…例えば「レズビアンである」「ゲイである」

など)を持たない人も多い、持たなければならないわけでもない。

⑥ 性同一性障害は、 トランスジェンダー ☆のひとつのあり方。出生時の体の性別や、その性別に

基づく役割に違和感を抱える (=性別違和がある)人すべてが性同一性障害という状態ではない。

また、性同一性障害であっても、全ての人が手術を望むわけではない。

★トランスジェンダーと性同一性障害との区分には大きく分けて_S、 たつある。①出生時の性別に何らかの違和感をもつ人たちを総称するトランスジェン

ダーに性同一性障害を含む考え方、②性同一性障害の基準に合致しないあり方の性別違和をトランスジェンダーとして別とする考え方、である。

男   (ヘテロ =異性愛者 )

(バイセクシュアル)

女
.(レズビアン)

性的な欲望をもたない人もいる

=アセクシュアル (あ るいはエイセクシュアル)

女   (ヘテロ =異性愛者 )

(バイセクシュアル)

男 (ゲィ)



性的指向は、欲望、性行為、アイデンティティ (同性愛者、異性愛者など自分をどう意識するか)に

分けられる。三つが重なるとは限らない。

下の図は、米国の性行動調査 。)で、性的欲望、行動、アイデンティティについて、別々の質問として

尋ねた結果。少なくともいずれかで、同性を選んだ人は、男性は 10.1%/女性は 8.6%。 その重なり

を見た図。

同性に性的な欲望はあるが行動は

なく、自身を同性愛者とも思って

いない。

性的欲望

44% ‐″

性的欲望

‐.:111:11'|,1111

三つ ともある
.、

、

性行動 性行動
アイデンティティ アイデンティティ

同性 との性行動はあるが、同性への性的

欲望はないし、同性愛者とも思っていない。

日本の調査で、性的指向が同性に向く人の害」合は…

‐■‐     ‐・
=Iti l=|||(2)

★重要★

■||■ 1111‐ 111:11

上の調査結果は、同性愛に関してまとめられているが、異性愛も同じように、欲望と行動、アイデンティティ

の三つの重なりで考えられる。異性愛の方が、「そうするのが当たり前」として、欲望なく性行動をしてい

る人が多い可能性が高いし、また、「異性愛者」と自分を意識している人は少ないと推測できる (異性

愛は「フツー」なのではなく、同性愛やバイセクシュアルと同じく、ひとつのあり方)。

(|)Laumann,Edward O et al 1994 The Socia1 0rganiza廿 on of Sexua ly,U of ChicagO Pres

12)相模ゴムエ業株式会社による 4,100名 を対象とした調査 [47都 道府県 20～ 60代男女 4,00名 (1都道府県 300名 、性年代均等害」付)]で、

「恋愛対象」の性別を同性とした人の割合 (httpプ /Sagami gomu coip/praect/nipponnosex/)
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性自認や性的指向は個人的な問題でしょうか?

下の表は、日々の生活で出会う/起こる性自認、性的指向に関することのごく一部です。

(1)疎外 … 親しい関係でも異性愛者より心理的距離が生じがち。社会制度の対象外に。

(2)感情の抑圧 …暴言への怒り、パートナーヘの愛情やいつくしみ、死別の悲しみ等

(3)嫌悪の内面化 … LGB丁 であることへの嫌悪感を内面化。「同族嫌悪」や自己否定。

学校

▼出生時の性別に基づく「らしさ」が求められ、「ら

しくない」子はいじめの対象にも。

▼性別に基づいて友達関係も形成されがち。

▼出生時の性別に基づいて、男女別の制月展の着

用が求められることがほとんど。

▽「異性を好きになることは自然なこと」と教えられ、

ひんぱんに同性愛が笑い/からかいの対象のネタ

に (時に教師からも)。

▽恋愛や性経験、好きなタイプの人の話の共有

は、親しい関係をつくる上でとても重要。

家庭

▼出生時の性別らしさを身につけるよう教育される

ことが多い。

▼出生時の性別らしくない子どもに対して叱り、時

に暴力をバ、るう親や保護者もいる。

V異性間の結婚や、子の出産 (=異性愛の結果)

は、家族や親戚に祝福され、共有される。

W結婚することが強く求められる。

W同性愛を嫌悪する会話がなされがち。

職場

▼雇用に際し、性別が問われないことはない。戸

籍の性別と見た目の性別が一致していることが前

提→ 性同一性障害などの場合、就職には非常に

大きな困難がつきまとう。

▼戸籍の性別に基づき役害」が決められがち。

▼性男りに基づいた制月艮があることも。

▼職場のトイレや更衣室は、戸籍上の性別に基

づいて振り分けられる。

▽結婚や子の話 (=異性愛に関する話)や異性

の恋人の話が職場の中で共有され、就職後に結

婚する場合、同僚たちが結婚式に参加し祝福。

爾結婚の有無が昇進に関わることも。

W条件によって配偶者の扶養手当が払われる。

W営業や会社の付き合い等で、女性が接待する

ナイトクラブ等の場所が利用されることも頻繁 ぐ性

風俗が利用されることも)。

医療

▼性同一性障害などへの配慮がされてないことも

多く、病院へ行くことがためらわれ、治療が遅れて

しまうことがある。

▼戸籍上の性別で病室が分けられるため、性同

一性障害の人は、見た目や性自認と違う1生別の

病室に入ることが求められる。

爾同意書のサイン、病状説明など同性の恋人や

パートナーだと認められないことが多い。

Wパートナーの病状が深亥」な場合、同性のパート

ナーが面会できないことも多い。

▽メンタルな問題で受診していても、重要な自分

の性的指向のことが言えない人が多い。

居住や

相続

ほか

▼書類上の性別と見た目の性別が異なる場合、

入居が断られることも。

▽あらゆる所で性別が問われるため、戸籍と見た

目の性別が違う場合、大きな困難に遭遇すること

が多い。

V多くの賃貸住宅、ほとんどの公営住宅では、同

性パートナーは同居できない。

▼同性カップルの法的保障がないため、財産が

相続できないことが多い。

▽同性パートナーと死別しても友達として参列する

しかないことも多い。

結果として LG日
蒻

起こりがちなこと



一 国際調査 (2008年 )の結果 ⑬)一

ゲイ/バイセクシユアル男性の自殺未遂率 …Ⅲ■‐||‐

レズビアン/バイセクシユアル女性の自殺未遂率 … ‐■||

一 日本の調査 一

日本のゲイ・バイセクシユアル男性を対象とした調査 (2005年 )

自殺を考えたことがある…      自殺未遂の経験がある……

(2008-94千 )(5)

自傷行為 …
日本の性同一性障害の人の調査

自殺念慮 … 自殺企図 …

人生は、より難しさを増していく

積み木重ねのようなもの。

前段階がクリアされていないと不

安定さ、困難さが増していくこと

になる。

LGB丁 は、社会の中での疎外や

抑圧のために (前ページ参照)、

それぞれの段階を十分にクリア

できないまま進んでいきがちo

また、現時点での問題にフォー

ヵスしがちなため、前段階 (特

に①)の問題に気づきにくい。

(3)Haas,Ann P et al(2011),StliCide and Su cide R sk in Lesb an,gay,Bisexua

」ourna1 0f HOmoseXuality, 58: 10-51
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(5)針間克己/石 丸径一郎 2010「性同一性障害と自殺」『精神科治療学』25に )124525

一 臨床の現場からの声
2年 4月 3日 「毎日新聞Jの記事より202年 4月 |う 国 '●り国 ■ll月 JJ υノ百し¬‐い ノ

平田さんは「性的マイノリテイーはうつ病などになる割合が高く、しかも通常なら『まだ自殺までは

しな劇 星 ふ える段階で自殺しようとする人が多いのが特徴」嬌吾る。幅 )成長過程のあら

ゆる場面で偏見にさらされるため、自己否定と深い孤立感の中でアイデンテイテイ~が形成され

「根つこの部分が弱いまま大人になる傾向がある」というo

平田俊明さん…精神科医/臨床心理±。オープンリーゲイとしてしGBTの診療にあたつている。

④ 様々な具体的な問題/課題

への対処 (就労、自活、パートナー

シップ、自他の病気、介護、老

後の生活 etc.)

③社会性の高い関係性の構築

②身近な親密な関係性の構築

①自己肯定感、自己受容の確立

★との段嗜でも性白認、性的指向が大きく影響

and Trasngender POpulat onsI Review and Recomnnendat Ons

・ハイセクシユアル男性の健康レポート 2』 (厚生労言



まわりの環境に饒けて大:きく異なる

家族の拒絶度と自殺リスク

=拒絶度が高い場合、

低い場合の8嶼野;余り

21-25歳の LGBTの調査
161

拒絶度

惧悽鐘おもま膠軋之づもすが暮え晰鱚響

2003年米国マサチューセッツ州、1211人のゲイ/バイセクシュアル男性の調査 c)

同性婚の合濃亀繭の 1段 ヶ周と合法イ臨後の 12ヶ月の比較

。医療ケア/メンタルケア訪間が減少 ・メンタルヘルスケアのための支出が減少

(=心身の健康が増進されたと考えられる)

☆この結果は、パートナーの有無に関係なかった。

社会的に認められるかどうかが、悪鍮の健康状態へ影響鶴 爾鰊lle。

一「当事者」感覚のずれについて一

LGBTの中には、抑圧や差別を感じない、自殺傾向の高さにピンとこないという人も多い。しかし、

調査や臨床現場の声からは、明らかにそのような問題があると考えられる。そのずれの理由として

次のことが考えられる。

▼他のことに関して (就労環境、人間関係等)恵まれた環境・状況にあり、それがその人

を下支えしている。特に仲間のネットワークでうまく関係を築けているか否かの差は大きい。

▼抑圧状態に慣れている。あるいは、そのことを意識化しないようにしている。

→ 慣れや無意識化で問題の根が見えずらくなったり、根深くなったりすることも。

▼性的指向に関する問題の場合、メンタルな問題、自殺傾向は直接的な関係があるように

見えないことが多い。

(6)Ryan, Caitlin, 2009, “Helping Families Support Their Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender(LGBT)Children''

(http://familypraect.sfsu edu/files/English_Final_PttntVerslon_Last pdf)

(7)Hatzenbuehler,Mark L,2012,Effect of Same― Sex Marriage Laws on Health Care Use and Expenditures in Sexual Minority Men:A

Quasi― Natural Experiment,American」 ournal of Public Health Vo1 201,No.2 pp 285-291
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▼性的指向や性別の違和感が問題の根底にあっても、本人

性的指向や性白認は、人間関係を築き、社会生活を営んでし

きない。

▼家族や親族こそが、精神的な圧迫を与えていることも多く、|

も含め、関係者への相談は極めて慎重に)。

★ 相談員や支援者に堅持して欲 しいスタ〕

・同性愛は、異性愛と同じ意味で「自然」である。
一否定されるものではない。また、「治療」は必要ない (で i

祗 :

・性自認を大事にする。 じ         堡
漱 .|

…ただし、性自認は、男/女ではない。必ずしも手術が必要なわけでもない。    ■`‐フ
しど

=)、
     は ,

・シスジェンダー&異性愛を中心に考えない。              き _Fヽミ ハ   邊

でヽ巧ダf/ 1:・…ex.未婚=パートナーがいない、ではない。

冬0区分を明確にすることだけが必ずしもいいわけではない。      だ_|ヽイ  贔
・社会的におかれている状況を忘れない。                         は

ヾ

―――一―― ―……″………         ミヽ(炉眩蜃※ミ 木・…本人の意識の問題だけではない。

平田俊明さん「一応は同性愛に関する知識を持っていても、

き難さを知識や実感としてわかっている医師やカウンセラーは

思い切って主治医にカミングアウトしたのに、「同性愛は病気

と軽く言われてしまい受け止めてもらえなかった、という当事是

あります。」(NHKオンライン「自殺と向き合う」より)③

→ LGBTに関する否定的な語られ方の中で生きて来た/t

― 誰もが当事者であると

▼ 自分の親しい人が、マイノリティかもしれません。 へ n  褻:→親しいあなたともそのことを分かち合えないと思っているかもしれません。    ヽヽ
「

ノ__⌒     贔:

召ヽイFT)  K→ その背景にあるのは?

▼社会が大きく変わるには、多数の力が必要です。        _生 二塑昼夢をオ    恙

【ヽ |

ヾ゙ ミヾ,

→ 制度の変更には、多くの人の理解が求められます。          油   曹  ゞゝ    邊

▼嫌だと思う気持ちも 陛 事者個 のひとつです。   鍮 撫ξ 責 【、 褻→気持ちは、簡単に変わらないかもしれません。                   だ:

→ 問われるのは、どういう態度や行動をとるかです。

→ しかし、自分の気持ちの背景には何があるのか振り

(8)NHKオ ンライン「自殺と向き合う」同性愛者の自殺について考えるhttpsブ/―

【口∴）】

一“ｒ．）一



砂川秀樹 (文化人類学者・博士)/野宮亜紀 (和光大学非常勤講師)

ホモセクシュアル/同性愛 (hOmoSexual)

性的指向が同性に向いていること。「ホモセクシュアル」という語を、医学的な用語として嫌う人もいる。(砂川)

ヘテロセクシュアル/異:性愛 (heterOSexual)

性的指向が異性に向いていること。(砂川)

バイセクシュアル (bisexual)

性的指向が同性・異性、両方に向いていること。(砂川)

アセクシュアル (aSeXual)

性的な欲求を持たない人のこと。(砂川)

レズビアン (leSbian)

女性の同性愛者のこと。「レズ」という略称は、当事者以外が使う場合に、侮蔑的なニュアンスを感じるとして嫌う

人も多い (また、正式な場で使う場合に現在では不適切な印象を与える)。 同性に性的指向が向く人でも自分をレ

ズビアンと (あるいは同性愛者と)思わない人は少なくない。(砂川)

ゲイ (gay)

日本では男性の同性愛者だけを指す言葉として使われているが、英語圏では女性の同性愛者を含むことも多く、男

/女をはっきりと分ける時には、gay men/gay womenと言うこともある。同性に性的指向が向く人でも自分を

ゲイと (あるいは同性愛者と)思わない人は少なくない。「ホモ」という言葉も同じく男性の同性愛者を指す言葉だが、

当事者以外が使う場合には、侮蔑的なニュアンスを感じるという意見も多い (また、正式な場で使う場合に現在で

は不適切な印象を与える)。 (砂川)

性同一性障害 (GID:gender identity disorder)

医学的な診断名で、出生と反対の性に対する持続的な同一感と、出生上の性に対する持続的な不快感 (またはそ

の性の役害」についての不適切感)をもち、かつ、それによって精神的な苦痛や生活上の問題を抱えている状態とさ

れる。同性愛と混同されがちだが異なる概念であり、性同一性障害をもつ人の性的指向 (異性愛であるか、同性

愛であるか)は、人によって異なる。(野宮)

トランスセクシユアル (TS:transsexual)

「性同一性障害」の中でも身体の性と性自認 (こころの性)の不一致 ぐ性別違和)を特に強く感じている人たちの

ことで、この二つを一致させるためにホルモン投与や形成外科的手術を強く望む人。(野宮)

トランスジェンダー (TG:transgender)

性別違和を持つ当事者自身が作つた表現で、医学的な概念では捉えきれない当事者の実態を、TS(トランスセクシユ

アル)や性同一性障害も含めて広く表現する言葉。(野宮)

インターセクシュアル (IS:lntersexual)

先天的に、生物学上定義される男性的特徴と女性的特徴の中間的特徴を持つ人々。一般的には「間性」「半陰陽」

といった言葉で知られている。幼少時に、男女いずれかの性別を害」当てるため、医師や両親の判断で本人の同意

を伴わない身体的治療が行われることも多く、治療方針の見直しが議論されている。(野宮)最近では、医学的な

診断名としての性分化疾患、性分化発達障害という言葉が当事者を中心として使われることが多くなってきた。(砂川)

〈誤解に基づいて使われている言葉として〉

男役/女役

同性カップルの中で男役/女役と位置づけていたり、意識したりしているカップルは、ほとんどいない。多くの場合、

性的な場面でのリードする/されるも固定的ではないし、それが「男性的/女性的」「男性役割/女性役害」」とい

うものでもない。この表現を嫌う同性愛者は非常に多いし、同性カップルに対する根強い大きな誤解のひとつ。(砂川)



レインボーアライアンス沖縄 LGBTサ ポートプロジェクト

実施期間 :2014年 2月 10日 (月 )～ 6月 30日

電話相談 :098-866-2877(毎週月曜日 :午後 9時～ 12時 )

メール本目談 :r.a.okinawa@gmall.com

NPO法 人アカー (動くゲイとレズビアンの会 )

◎総合「ヘルプラインサービス」03‐3380-2269

火曜 。水曜・木曜 :午後 8時～ 10時 (祝祭日を除く)

同性愛者のための電話相談として、エイズや同性愛について悩んでいる人、知識を求めている人からの相談に

応じています。(法律相談は予約制です)

◎法律相談 (トラブル/ゲイバッシング相談&HIV十 のための法律相談)(予約制)

予約 :03-3383-5556 予約受付時間 :月 曜～金曜 午前 12時～午後 8時まで (祝祭日を除く)

悪質な嫌がらせ、恐喝、暴力などについて、対応方法や法的サポートも含めた相談。またHIV陽性者がかかえ

る生活上のトラブル、制度上の問題に専門のスタッフが法的な側面から支援し、相談に応じています。

AGP(セ クシュアル・マイノリティの支援を考える専門家ネットワーク)

こころの相談 050-5539-0246 火曜 :午後 8時～ 10時

からだの相談 050-5539-0246 第 1水曜日 :午後 9時～ 11時

セクシュアル・マイノリティ向けの相談を行っています。

NPO法 人ぷれいす東京

◎ゲイによるゲイのための HIV/エイズ電話本目談 03-5386-1575
土曜 :午後 7時～ 9時

◎HⅣ/エイズ電話相談 03-3361-8909
日曜 :午後 1時～ 5時

◎ポジティブライン～HIV陽陛者とパートナー/家族のための電話相談 停生辮謄鐸 )0120-02-8341

月曜～土曜 午後 1時～ 7時

◎HIV陽性者・パートナー・家族のための対面相談 03-3361-8964
月曜～土曜 :午前 12時～午後 7時 要予約

◎ネスト・プログラム http://web― nest.ptokyo.com/
HIV陽性者同士で交流できる様々なプログラムを実施しています。

詳しくはwebをご参照ください。プログラムの最新1情報、感想なども掲載されています。

QWRC(くぉ―く/Queer and Womenis Resource Center)
06-6585-0751第 1月曜 :午後7時 30分～午後 10時 30分

LGB丁 |(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス)の当事者やその家族、

友人にむけての電話相談。恋愛・セックス・性感染症・パートナーとの関係・家族との関係・友人との関係・学校、

会社での関係等。

一般社 団法人社会的包摂サポートセンター |よ りそいホットライン

0120-279-338(フ リーダイヤル)24時間いつでも

セクシュアル 。マイノリティー専用回線 :「 4」 番をプッシュしてください。

ご本人はもちろん、家族や友人、周囲の方々のご相談もお受け致します。どんな些細な悩みでも構いませんので、
ためらわずにお電話ください。携帯電話・PHS。 公衆電話からでもかけられます。
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