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南 和行（弁護士）

なんもり法律事務所 〒530-0041大阪市北区天神橋二丁目5-28

TEL.06-6882-2501 / FAX.06-6882-2511

ＬＧＢＴのことそして人権
-誰もが生きやすい社会へ-
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「ＬＧＢＴ」という言葉について

2

レズビアン（女性の同性愛）

ゲイ（男性の同性愛）

バイセクシュアル（両性愛）

トランスジェンダー（割り当てられた性別の不一致）

恋愛感情や性的関心が向く相手の性別について

自覚する性別について

性的指向

性自認・性同一性※トランスジェンダーについて「性同一性障害」という言葉を使う人もいます。またホルモン投与や性

別適合手術といった医療現場や，裁判所で戸籍の性別変更をする際にも，「性同一性障害」という

言葉が用いられます。

それぞれ別の問題
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同性愛者（ゲイ）である僕自身のこと
■子どもの頃から気付くと好きになる相手は男性でした。

■同性愛について否定的な情報しかありませんでした。

■「バレたら生きていけなくなる」と思っていました。

■家族が好きだから「僕は同性愛」と打ち明けました。

■「自分が同性愛であること」を肯定しにくい社会です。

■「同性愛への差別と偏見」で嫌な思いをする社会です。

【参考図書】

「僕たちのカラフルな毎日 弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記」

作：南和行・吉田昌史（産業編集センター）

大阪の南森町で同性カップルの弁護士の法律事務所。

二人は学生時代に出会い，一緒に弁護士を目指す。

吉田がしんどくて仕事ができなくなったときがあった。

そんなとき，二人を支えてくれたのは，

南が同性愛者だということを知ったときに

「私の育て方が悪かったの？」「孤独になるのに決まっている」と，

言っていた南の母だった。

ホロッと泣けるクスッと笑える，

二人のありのままの日々を綴ったエッセイ。
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一橋大学ロースクール（法科大学院）に在籍していた男子学生のＡ

は，同級生の男子学生のＹに恋愛感情を告白した。Ｙは「気持ちに応

えられないが，これからも良い友人でいよう」と答えた。

ところがその２ヶ月後，Ｙは友人同士のＬＩＮＥグループに「Ａがゲイ

だ」というメッセージを投稿し，Ａが男性に恋愛感情を抱くことをバラし

た。（バラすことをアウティングという）

Ａは，大学のハラスメント相談室に「セクハラではないか」と相談した

が「同性愛に悩んでいるからだ」と対応された。また「加害者に謝罪を

求めたい」と相談したロースクールの教授からは「学生間のトラブル」と

いう対応がされた。

アウティングされた２ヶ月後，Ａは授業中に校舎から転落死した。

【参考事例】

「一橋大アウティング事件」 （東京地方裁判所 係属中）

性
的
指
向

性
自
認

性
同
一
性

「ＬＧＢＴ」だけではない「性」の言葉

ヘテロセクシュアル 異性愛（異性に対して恋愛感情などがある）

ホモセクシュアル 同性愛（同性に対して恋愛感情などがある）

ゲイ（男性同性愛），レズビアン（女性同性愛）

バイセクシュアル 両性愛（双方の性に対して恋愛感情などがある）

アセクシュアル 無性愛（特別に恋愛感情性的感情を抱かない）

トランスジェンダー 割り当てられた性別について違和感がある

ＦｔＭ（女性→男性)，ＭｔＦ（男性→女性）

Ｘジェンダー（男女の二分に合わない）

シスジェンダー 割り当てられた性別について違和感がない

クエスチョニング 自分自身の性について定義づけできない

インターセックス 生まれたときに男女に二分することが困難な状態

※そもそも「性のあり方」は多様であり表す言葉は限りなく存在します。

Ｎｏｔ
「普通」

Ｎｏｔ
「普通」

「普通」や

「正しい」はない。
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「割り当てられた性別」と「性別の自覚」

インターセックス

女

Ｘ
Ｑ

身体の特徴

出生届・戸籍の性別

男だから/女だから

男

社会的性別

【社会で求められる性役割】

【割り当てられた性別】

性自認・性同一性

トランスジェンダー

シスジェンダー

【性別の自覚】

女性として社会生活を送っている原告であるが，戸籍の性別は「男

性」である。家族の事情があり性同一性障害特例法による戸籍の性別

の変更ができない。ホルモン投与により女性らしい体つきになり，性別

適合手術も受けて「男性」というべき身体的特徴もない。

長年利用していたスポーツクラブに事情を説明して，これからの利用

について相談していたところ，「戸籍の性別が男性である以上，「他の

人の迷惑にならないように男性のかっこうをして男性用更衣室などを

使ってくれ」」と言われた。個別の配慮もしないという厳格なまでの「戸

籍主義」を言われた。

裁判の中でもスポーツクラブ側は，「他の利用者の迷惑」と「他の利

用者への説明」を理由に「戸籍こそが基準」と主張した。

【参考事例】

「Ｋスポーツクラブ事件」 （京都地方裁判所 和解により解決）
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「性別の自覚」（性自認・性同一性）について

■「戸籍の性別」は，どのように決まりましたか？

■「自分で選んで男（女）」になりましたか？

■「自分が男（女）だから」服装や生活を選ぶのですか？

■「気付いた自分は男（女）だった」のではないですか？

■「性別の自覚」は時間をかけてそれぞれに育まれます。

■「性別の自覚」を強制・矯正することはできません。

「戸籍の性別」だけを基準にする問題

■「戸籍の性別」と現実の生活が異なる人はたくさんいる
･･･ 「戸籍の性別」だけを基準にすることがかえって現実の混乱を招くことがあります。

■「戸籍の性別」に従う生活をする義務はない
･･･本人の「自覚する性別」よりも「戸籍の性別」を優先させる理由はありません。

■「戸籍の性別」の強制こそが大きな苦痛になる
･･･「戸籍の性別」を理由とする区別や強制は「自覚する性別」の否定です。

現在も「性同一性障害特例法」により「戸籍の性別」の変更ができます。しかしこの法律は，生殖腺や

外性器の手術や，婚姻していないこと，未成年の子が居ないことを変更の要件としています。これら要

件はむしろ「戸籍の性別」を人質に，身体や家族についての自由を奪うものともいえます。
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【恋愛や性の対象となる性別】
【割り当てられた性別】

【性別の自覚】

【社会で求められる性役割】

性的指向

性自認・性同一性

インターセックス

ヘテロセクシュアル

バイセクシュアル

シスジェンダー

トランスジェンダー FTM,MTF,Xジェンダー

ホモセクシュアル レズビアン，ゲイ
身体の特徴

出生届・戸籍の性別

男だから/女だから

社会的性別
男

女 Ｘ

「社会的性別」と「自分自身の性」と

「性的指向」や「性別」の誤解

■「異性愛かつシスジェンダーが普通」という誤解

■同性愛など「性的指向」を選んだという誤解

■「トランスジェンダーは病気」という誤解

■ 「ＬＧＢＴ」＝「普通でない人」という誤解

■「性的指向」や「性別」に「普通」はありません。

■ありのままの「性別」や「性的指向」は人それぞれです。
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「ＳＯＧＩ」…誰もが「性」の当事者

■「ＳＯＧＩ」 = ”Sexual Orientation and Gender Identity”

■誰にも自分の「性的指向（Sexual Orientation ）」があります。

■誰にも自分の「性自認（Gender Identity）」があります。

■誰の「ありのまま」も同じように尊重されます。

■「ＬＧＢＴ」という「特別な人」がいるのではありません。

■「ＬＧＢＴ」への配慮は「特別扱い」ではありません。

■「普通じゃないから傷つくのはしょうがない」→

■「その人がなぜ傷ついたのか」…プロセスを考える。

■「オカマ」「ホモ」…傷つける言葉やいじめを放置しない。

■「基準は決められない」…高度な個別対応を考える。

■制度がないことは差別・不利益の理由にはなりません。

■「法律ない＝権利がない」ではありません。

「配慮」…「ありのまま」を否定しないこと

ＮＧ
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行政や企業からはじまる取り組み
■「ＬＧＢＴ」支援宣言による啓発と情報発信【大阪市淀川区】

･･･「知っている」が広がり「相手を大切にする」気持ちが共有される。

■行政のパートナーシップ証明の取り組み【東京都世田谷区など】

･･･「戸籍の夫婦」にこだわらない現実の家族の形を行政が尊重する。

■同性パートナーへの福利厚生の拡大【パナソニックなど】

･･･実際に生じている不公平や差別を「できることから」解消する。

トランスジェンダー（Ｔ）だけでなく同性愛者やバイセクシュアル（ＬＧＢ）も，一緒に暮らしている家族の

関係を「パートナーです」「自分の子供です」と言えないことや，制度の中で家族として認められないこと

で，社会保障や税金そのほか民間のサービスにおいて不利益や不公平を受けています。

【参考事例】

「ＬＧＢＴ支援宣言」 大阪市淀川区役所の２０１３年からの取り組み

情報発信

居場所づくり

電話相談

性の多様性の
シンボル

６色レインボー

職員研修
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大阪市淀川区役所が２０１３年から取り組む，

「ＬＧＢＴ支援宣言」から生まれた学校教材のパンフレット。

淀川区，都島区，阿倍野区の学校出身者の言葉が収録され，

「性」が多様であることを身近に理解できる工夫がされている。

監修は大阪府立大学教授の東優子氏。

大阪市淀川区，都島区，阿倍野区のホームページで，

無料でダウンロードできる。

大阪市淀川区の「ＬＧＢＴ支援宣言」は，

誰もが安心して暮らせる行政の取り組みとして高く評価されている。

【参考図書】

「性はグラデーション」大阪市淀川区役所，都島区役所，阿倍野区役所

【参考図書】

「ＬＧＢＴｓの法律相談 Ｑ＆Ａ」
編著：大阪弁護士会人権擁護委員会 性的指向と性自認に関するＰＴ

（出版元：ＬＡＢＯ，販売元：大学図書）

ＬＧＢＴはじめセクシュアルマイノリティについて，

固有の法律問題から，家族の問題，職場など社会生活の問題まで，

法律問題となる争点や実務状況について，

具体的な事例に基づくＱ＆Ａと解説です。

弁護士など専門職であれば，

いつでも誰もが関わる可能性がある「性」の問題。

誰もが安心して生きる社会のために，

ＳＯＧＩ（Sexual Orientation and Gender Identity)について，

実務家必携の本といえるでしょう。
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ＬＧＢＴという言葉の解説ほか，

ＬＧＢＴの当事者がカムアウトして働く職場環境，

カムアウトしない当事者が傷つかずに働ける職場環境，

そして誰もが働きやすい職場環境とは。

具体的なアドバイスや企業の取り組み事例も紹介。

企業の人事・労務担当者のみならず，

人が働くあらゆる場面で参考になる一冊。

著者の一人の村木真紀氏は，

ＬＧＢＴが働きやすい職場作りのコンサルタント活動の第一人者。

【参考図書】

「職場のＬＧＢＴ読本」 著者：柳沢正和，村木真紀，後藤純一（実務教育出版）

郊外のとある町。

離婚した妻との間の小学生の娘・夏菜を，

シングルファーザーで育てている弥一。

そんな弥一と夏菜の家に，

亡くなった弥一の双子の弟・涼二の「夫」・マイクが訪れる。

同性愛者（ゲイ）だった涼二はカナダに渡り，

マイクと出会い同性婚をしていた。

夫・涼二の故郷の町で，涼二の思い出をたどるマイク。

マイクの存在に戸惑う弥一であるが，

夏菜は「叔父」のマイクに素直な気持ちで絆を結んでいく。

【参考図書】

「弟の夫」 作：田亀源五郎（双葉社，漫画アクション連載中）
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【参考図書】

「同性婚 私たち弁護士夫夫です」

作：南 和行 （祥伝社新書）

同性愛者であることをカミングアウトしている弁護士が、

同性愛者としての自分自身の体験を踏まえて，

また事務所に寄せられる相談などを参考に，

同性愛者にまつわる法律問題についてわかりやすく解説している。

また、離婚事案を多く取り扱う弁護士として，

「法律上の結婚」とは何かを問い同性婚の可能性を探る。

憲法が保障する人権としての家族を持つ権利，

幸せに生きることを否定されない社会を考える。

南和行 （みなみかずゆき）
１９７６年大阪市生まれ。大阪府立天王寺高校から京都大学農

学部，同大学院で木材工学を学び，卒業後は住宅建材メーカで

技術研究職に就く。

パートナーの吉田と二人で弁護士になることを目指し２００２年

から司法試験を目指す。２００４年に二人で一緒に大阪市立大学

の法科大学院（ロースクール）に入学する。２００６年に吉田が，２

００８年に南が司法試験に合格する。

それぞれ別の事務所で勤務していた２０１１年４月，結婚式を挙

げる。そして２０１３年に大阪南森町で「なんもり法律事務所」を開

設する。「なんもり」とは「南森町」の愛称。

弁護士業務としては，離婚や面会交流，民法７７２条の無戸籍

問題など家族に関する事案を多く扱う。２０１５年に「同性婚 私た

ち弁護士夫夫です」（祥伝社）を，２０１６年に「僕たちのカラフルな

毎日」（産業編集センター）を上梓。

なんもり法律事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋二丁目５－２８千代田第二ビル２階
地下鉄「南森町駅」ＪＲ「大阪天満宮駅」から徒歩２分
Tel. 06-6882-2501 / Fax.06-6882-2511
Web. 「なんもり法律事務所」で検索


