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• Lesbian (レズビアン＝女性同性愛者)

• Gay (ゲイ＝男性同性愛者)

• Bisexual (バイセクシャル＝両性愛者)

• Transgender (トランスジェンダー＝身体上の性

別に違和感を持った人)

LGBTQs



• Questioning（クエスチョニング＝自身の性自認や

性的指向が定まっていない、Xジェンダー）

• Asexuality（アセクシャル＝無性愛）性愛や恋愛の

感情を他者にもたない

• Pansexual（パンセクシャル＝全性愛者）生物二分

法的に性的魅力を感じるわけではない点でバイセ

クシャルとは異なる

• Intersex（インターセックス＝中間的な性）性分化疾

患、染色体、生殖腺、解剖学的に性の発達が先天

的に非定型的である状態

LGBTQs



1. 物理的な問題

• トイレ・更衣室など）

2. ハラスメント問題

• パワハラ・セクハラ、安全配慮義務

3. 労働条件の問題

• 服務規程（服装・髪型）、休暇（結婚休暇等）

LGBTをめぐる職場の問題



性同一性障害はその一部であり診断名の下に医療行為
を受けるという関係

トランスジェンダーは性自認に会った髪型や服装をする

雇用社会における紛争当事者になってしまいやすいタイ
プの性的少数者

カミングアウトに伴う問題、アウティングの危険

アウティングとは、本人の意思によらずに性的指向・性自
認に関する情報を暴露する行為

トランスジェンダー≠性同一性障害

トランスジェンダーと性同一障害



 DSM-Ⅴ（精神疾患の診断・統計マニュアル第５版）

Gender identity disorder （ 性同一性障害）
Gender dysphoria （性別違和）

 ICD-11（WHO国際疾病分類第11回改訂版）

Gender Incongruence （性別不一致）

性同一性障害

トランスジェンダーと性同一障害

トランスジェンダー≠性同一性障害



トランスジェンダー男性（＝ＦＴＭ）
Female to Maleの略。身体的には女性であるが性
自認が男性

トランスジェンダー女性（＝ＭＴＦ）
Male to Femaleの略。身体的には男性であるが性
自認が女性

トランスジェンダー

トランスジェンダーと性同一障害



①身体の性

生物学的な男性、女性など、性器の有無をはじめ

とする身体的な特徴によって客観的に判断される

②性自認

自分は男性である、自分は女性であるなどの、そ

の人が自認する性別

③性的指向

恋愛感情や性的な関心が、主にどの性別に向い

ているか

性の多様性を考える時



女性 男性

女性的特徴
男性的特徴

女性
男性

典型的女性役割
典型的男性役割

規定されない性別

女性に対して
男性に対して
規定されない性別に対して

戸籍上の性別

身体的性別

性同一性
gender identity

性役割
gender role

性的指向
gender orientation

性の構成要素



SOGIを考える

Sexual Orientation=性的指向
Gender Identity=性自認）



セクシャルマイノリティを理解するために

割り当てられた性

心の性（性自認）

性的指向

表現する性

女性 男性

SOGIを考える
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• 生物学的性が女性
• 性自認も女性
• 性的指向が男性
• 性表現が女性

SOGIを考える

シスジェンダー

生まれながらに与えられた性に何の違和
感もない人のこと

ヘテロセクシャル

自分と異なる性、つまり男女間での性愛
をする性質を持った人のこと

一般的とされている女性
（シスジェンダー、ヘトロセクシュアル）



（仮名）マコトさんの語り

ダブルマイノティリとしての生きずらさ

話題提供



・大阪出身

・将棋・剣道・書道でそれぞれ有段者

・まじめな性格

・大学入学を契機に上京

・公的機関に就職

自己紹介

当日に投影



• 大学を卒業してからずっと同じ組織で働いている

• 異動が頻繁にある

• ずっと仕事中心の生活をしていた

• 幼いころから感じていた「不器用さ」「生きづらさ」のため、

仕事で失敗したり周囲との軋轢がうまれることが頻繁に

あった

• ずっと会社で必要とされること、仕事ができることが自分

の価値だと思っていた

• 過労や精神的なストレスで倒れ、発達障害だと診断され

る。ADHDと発達性協調運動障害がある。

仕事について

当日に投影



割り当てられた性

心の性（性自認）

性的指向

表現する性

マコトさんの場合



• 性的欲求を抱く対象と恋愛対象が女性

• 性自認も女性

• 小さいころから、好意を持つ相手も興味を持つ相手も必ず

女性だった

• 一般的な定義では「レズビアン」が近いとは思うが、カテゴ

ライズはしていない

• 好みのタイプはフェミニン（女性らしい）見た目をして、頭が

よく女性特有の面倒くささがあるネコ（性的な行為の時にさ

れる側になる人）寄りの女の子

性的指向

当日に投影



• 生きることに必死で、恋愛をしたり、自分のセクシャリ

ティについて考えることがなかった

• 昨年、再度仕事上のトラブルが原因で倒れて入院

• 病院内で、自分の障害と向き合うことを決心

• 自助会や勉強会に参加し、榎本氏と出会う

• 居場所や仲間ができたことで精神が安定

• 仕事も閑職に異動になり、精神的にも時間的にも余裕

ができる

• 性的サービスを提供するお店に行き、自分の性的指向

を自覚

性的指向を自覚するまで

当日に投影



• 見た目に変化があるトランスジェンダーと比べて、働くう

えでの困りは少ない

• しかし、現実問題女性同士では社会的・経済的なデメ

リットがでてくるため、自分の性的指向とは反する生き

方を選択することもある

• 女性同士のコミュニケーションでは、身体的距離が近く、

接触することも多い。女性に性的興奮を覚えるので、戸

惑う。会社では、仲の良い後輩女性とも距離を置いてい

る。

社会的な困り＜１＞

当日に投影



• 自分が女性に接触することは、セクシャルハラスメント

にあたらないか常に不安。「相手に対して性的な欲求

を抱いていないか」自問自答してしまう。

• 女性同士の関係は「好奇心」や「性的興奮」の対象と

なりやすく、会社などで居づらくなることもある

• 雑談の中で「好みのタイプの男性」について当然のよ

うにきかれるが、回答に困る

社会的な困り＜２＞

当日に投影



性的指向と経済的パートナーとの折り合い

女性の性的マイノリティの問題

• 結婚してから同性愛指向に気づいた人

• 同性愛指向に気づきながら結婚した人

• 結婚したが、離婚した後に同性愛指向気づいた人

• 自分はバイセクシャルだと思って結婚した後に、レズビ

アンだと気づいた人

＜４人の実例＞



＜結婚してから同性愛指向に気づいた人＞

•２０代後半

•私自身のこと

•経済的・精神的安定のために、２０代前半で男性パート

ナーを作る

•お互いに恋愛感情や性的接触は一切ない

•子どもが家庭に加わることは絶対にない。二人で取り決

めた

•役割に名前はないが、対外的には「夫婦」と説明

•なくてはならない、帰属する共同体を形成

•前述したように婚姻後に女性が好きだと気付きく

女性の性的マイノリティの問題

当日に投影



• ３０代前半

• レズビアン寄りのバイセクシュアルを自認

•小学校時代に、女の子を好きになる自分に気づく。以後、“恋心”を

覚える相手はみんな、同性である。

•大学時代から交際している男性と結婚。生涯を共にする相手として、

関係にけじめをつけたいと考えていたこと、お互いに万が一のこと

があった場合、法的に二人の関係が認められている方が都合がよ

いと考えたことが結婚を受け入れた理由。ただ、結婚したことによっ

て夫の姓に変わったことについては未だに納得していない。

•夫を愛しており、夫婦仲は非常に円満で、望んで性交渉もしている。

将来的には子供が欲しい。

•夫は、本人がバイセクシュアルだということは知っている。

女性の性的マイノリティの問題

＜同性愛指向に気づきながら結婚した人＞

当日に投影



• ３０代後半

•女性の恋人に失恋し、男性と交際。子どもができたので結婚する

•婚姻したが、「母」「妻」というような家庭内の役割に拒否感を抱く

•異性愛者の女性に恋をし、口説き落とす。彼女との恋愛で、自分

がレズビアンだと自覚

•相手の女性は既婚者で子どももいたが、交際をきっかけに離婚。

本人も彼女との関係が配偶者に知られ、夫婦関係が破綻

•相手の女性が別の男性を好きになり、破局

•子どもが大きくなるまで婚姻関係を継続することで合意。家庭を

維持しながら、外に恋人をつくる

•本当は、「お嫁さん」と家庭を作りたかった

女性の性的マイノリティの問題

＜自分はバイセクシャルだと思って結婚した後に、
レズビアンだと気づいた人＞

当日に投影



•５０代前半

• 「交際は男性とするもの」「適齢期になったら結婚するも

の」との考えから２０代で結婚

•配偶者との性交渉を苦痛に感じる

•男性と一緒にいることの違和感を払拭できず、子どもが

中学生の時に離婚

•離婚後に同性愛者の合コンに行き、自分の性的指向を

自覚

•様々なLGBTの集まりに参加

女性の性的マイノリティの問題

＜結婚したが、離婚した後に同性愛志向に気づいた人＞

当日に投影



• 発達障害とセクシャルマイノリティという二面性（あるい

は重複性）をもっている

• 優先事項は常に発達障害への対応。社会的な「困り」

が出てくるのは圧倒的にこちら

• 経済的・精神的・社会的な安定があって初めて性に向

き合えた

• 逆に言えば、どれだけ現状が満ち足りていても精神の

希求は抑えられない。異性とでは満たされるものが全く

別物

ダブルマイノリティ



•高機能であることが、かえって孤独を深める。発達障害

者の中にも、定型発達者の中にも入り切れない

•セクシャルマイノリティの集まりに行っても、「変わり者」

扱いされて孤独感を深める

• 「普通ではない」ことへのジレンマ

•同じ障害者・性的指向同士でも、分かり合えるわけでは

ない

•発達障害があることが、性に向き合う容量を奪い、他者

と交流することを阻害する

•発達障害がなければ性的指向に即した別の人生を送っ

ていたかもしれない

ダブルマイノリティとしての生きずらさ



• 様々な発達障害者・同性愛者との交流

• 多人数が集まる場所ではなく、SNSなどで1人の人間と

文章でじっくりコミュニケーションをとることが向いてい

ることに気づく

• ダブルマイノリティゆえに、「他者を理解すること・受け

入れること」を大切にした結果、好きになってくれる人

が出てきた

• 自分自身や、他者と向き合あうことで、より良い自分に

ダブルマイノリティとしての今

当日に投影



本日の論点

• ゲイやトランスジェンダーに対してレズビアンの問
題は殆ど知られていない

• セクシャルティの問題はセクシャルマイノリティの
人だけのことなのか（当事者と非当事者に区別
するものなのか）

• 発達障害に限らず複合的・二面的に社会的な困
りは少なくないのではないか

• 女性の性的マイノリティの問題から見えてくる本
質



本日の論点

• すべての人にあるSOGIを大切にしながら幸福度

を揚げ社会参加率を上げるようなユニバーサル
デザインを検討するためにはどんな仕掛け・投げ
かけが必要なのか

• ダブルもしくはそれ以上の重複的な困難、マイノ
リティ性を、個人の中の多様性としてポジティブに
捉え直すことがもしできるならば、それは魅力か
つ武器になるはず。あちら立てればこちら立たず
（SOGIを大切にすると経済性にもとる、など）にな

るのが現状だが、それ自体を変えていくにはどう
したらいいか。


