
１　はじめに

近年、日本社会における性的マイノリティへの関心が高まっており、2003年の「性同一性障
害者の性別の取扱いの特例に関する法」の制定や、2015年の一部の地方自治体における同性パー
トナーシップ制度導入など、性的マイノリティの権利を擁護し、彼らを一市民として社会へと
包摂しようとする動きが加速しているようにみえる。このことは、性的マイノリティの人々を
集合的に呼び表すとされる「LGBT」という語の流行ともいえる状況からもみてとれる。

日本の社会学における性的マイノリティの研究は、ゲイ解放運動の影響を強く受けたゲイ当
事者による研究（ヴィンセントほか 1997）が行われるようになった1990年代以降、セクシュア
リティ研究やクィア・スタディーズなどといった学際的な研究領域を形成しつつ、理論研究を
中心として蓄積されてきた。一方で、近年では、性的マイノリティが抱える生活上の困難に焦
点を当てた研究や、差別経験や生きづらさに注目する実証的な研究もなされている。

本稿では、性的マイノリティに関する社会意識や性的マイノリティの生活上の困難に関する
社会調査のデータを確認しながら、日本社会において性的マイノリティがいかなる価値評価を
あたえられているのかという点について、その一端を明らかにする。また、そのうえで、近年
注目されるパートナーシップ制度や同性婚制度について法的承認と社会的承認の観点から考察
する。

２　性的マイノリティをとりまく日本社会の状況

2．1　性的マイノリティに関する社会意識
まず、性的マイノリティに関する社会意識についてみていきたい。社会が性的マイノリティ

に対してどのような意識を有しているかを把握することは、その影響を受ける性的マイノリティ
の生活上の困難を考察するうえでも有用であろう。

石原英樹（2012）は、「世界価値観調査」日本データを用いて、日本においても他の多くの国
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と同様に、1990年代以降、同性愛に対する寛容性が高まっていること、女性の寛容性が男性よ
りも高いことを示している。石原によれば、1990年以降の寛容性は、1990年代前半に若年女性
で高まりを見せ、1990年代後半には若年男性、2000年代前半には中高年女性における拡大に続
いていったという。一方、中高年男性における寛容性の拡大はわずかであり、2000年代に入る
と固定的な傾向を示しているという。

このような傾向について、『性的マイノリティについての意識―2015年全国調査報告書』（釜
野ほか 2016） 1）の調査データから詳細に確認することができる。本稿では、身近な人（「近所の
人」、「職場の同僚」、「きょうだい」、「自分の子ども」）が性的マイノリティ（「同性愛者」、「性
別を変えた人」）であった場合の抵抗感に関するデータと、仲の良い友人から「同性愛者」であ
ると告げられたと想定したときの反応に関するデータについてみていきたい。

まず、身近な人が性的マイノリティである場合の抵抗感についてみると（図１）、全体として
は、「同性愛者」と「性別を変えた人」の場合とで抵抗感を示す割合の差は小さいものの、「同
性愛者」の場合のほうが抵抗感を示す割合がやや高いといえる。

身近な他人（「近所の人」、「同僚」）が性的マイノリティであった場合の抵抗感について見る
と、「嫌だ」と答えた割合は「同性愛者」であっても「性別を変えた人」であっても１割台と
なっている。「嫌だ」と「どちらかといえば嫌だ」の計を〈嫌だ〉とすると、その割合は「同性
愛者」の場合は４割程度（「近所の人」：39.4％、「同僚」：41.8％）、「性別を変えた人」の場合は
３割台（「近所の人」：35.2％、「同僚」：36.7％）であり、いずれも半数に満たない。

一方で、身内（「きょうだい」、「自分の子ども」）の場合の抵抗感について見ると、「嫌だ」と

出典：釜野ほか（2016： 97）

図１　身近な人が「同性愛者」、「性別を変えた人」である場合の抵抗感
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答えた割合は３～４割に達している。「きょうだい」では３割台（「同性愛者」：38.0％、「性別
を変えた人」：36.8％）となっており、「自分の子ども」では４割台（「同性愛者」：45.6％、「性
別を変えた人」：43.8％）となっている。「嫌だ」と「どちらかといえば嫌だ」の計を〈嫌だ〉と
すると、その割合は「きょうだい」の場合は６割台（「同性愛者」：66.9％、「性別を変えた人」：
65.6％）、「自分の子ども」の場合は７割台（「同性愛者」：72.4％、「性別を変えた人」：70.2％）
にも達している。

ここからは、身近な人が性的マイノリティであった場合に抵抗感を示す人の割合は、「近所の
人」や「同僚」のような他人に比べ、「きょうだい」や「自分の子ども」のような身内に対し
て、より高い傾向があることがわかる。

また、身近な人が「同性愛者」である場合について年代別の比較をみると（図２）、年代が高
くなるほど、抵抗感をもつ割合が高いことがわかる。さらに、いずれの年代においても関係性
が近い相手の場合ほど抵抗感をもつ割合が高いことがわかる。若い年代では全体として抵抗感
をもつ割合が低くなっているものの、身内の場合と他人の場合の差も大きくなっており、他人
の場合には抵抗感は低いが、「自分の子ども」の場合には〈嫌だ〉の割合が半数を超えている

（20代：55.3％、30代：63.9％）。この傾向は、身近な人が「性別を変えた人」である場合にもほ
ぼ同様に見られる（釜野ほか 2016：104）。

また、同調査の、仲の良い友人から「同性愛者」であることを告げられた場合の反応につい
てみてみると（図３）、カミングアウトに対する感情として、最も多くの人が選択したのが「理
解したい」であり、これは友人が同性でも異性でも６割台（同性：64.9％、異性：63.7％）、つ
いで回答割合が高いのが「言ってくれてうれしい」で４割程度（同性：39.9％、異性：38.3％）

出典：釜野ほか（2016： 103）を一部修正

図２　年代別にみた身近な人が「同性愛者」である場合の抵抗感
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となっている。受容的な反応が上位となった一方で、これらの回答に次いで回答が多くなった
のは、「聞かなかったことにしたい」（同性：19.3％、異性：20.0％）、「どうでもいい」（同性：
16.0％、異性：20.0％）であった。また、「気持ち悪い」（同性：14.4％、異性：12.0％）や「迷
惑だ」（同性：8.2％、異性：5.0％）といった明確に否定的な反応も一定の割合で存在している。
「理解したい」、「言ってくれてうれしい」という受容的な反応について、男女・年代別の傾向

をみると（図４）、男性に比べ女性で受容的な反応の割合が高く、高齢層に比べ若い年代で受容
的な反応の割合が高い傾向がみてとれる。

また、「気持ち悪い」、「迷惑だ」といった否定的な反応については、「気持ち悪い」という反
応について男性では年代が高いほど、回答割合が高くなる傾向があり、女性では高齢層のみ回
答割合が高くなっている。また、「迷惑だ」という反応については男性の高齢者において回答割
合が高くなっている（図５）。

一方で、「聞かなかったことにしたい」、「どうでもいい」といった反応は、カミングアウトを
無化し、不可視化する反応としてとらえることができよう。「聞かなかったことにしたい」とい
う回答は、全体で見ても世代が上であるほど選択割合が高いが、女性では高齢層で特に高くなっ
ている（図６）。

このように、性的マイノリティに対する寛容性についてみると、若年者を中心に性的マイノ
リティに対して受容的な感情を抱いていることが伺える。しかし、若い年代の意識に注目して
みても、「近所の人」や「同僚」が性的マイノリティであることへの抵抗感は低く、寛容的であ
るものの、「きょうだい」や「自分の子ども」が性的マイノリティである場合については抵抗感
が存在しており、その寛容性のあり方は、誰が性的マイノリティであるかによって一様ではな

出典：釜野ほか（2016： 137）

図３　仲の良い友人から「同性愛者」だと告げられた場合の反応
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出典：釜野ほか（2016： 143）

図４　性・年代別にみた「同性愛者」だと告げられた場合の反応（受容的）

出典：釜野ほか（2016： 145）

図５　性・年代別にみた「同性愛者」だと告げられた場合の反応（否定的）
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いということも指摘されうる。

2．2　性的マイノリティが抱える生きづらさ
これまで、性的マイノリティに対する社会の側の意識に注目してきたが、一方で、このよう

な社会において性的マイノリティの当事者はどのような生活上の困難や生きづらさを抱いてい
るのだろうか。

日高庸晴（2017） 2）によれば、性的マイノリティの当事者のうち、職場や学校で性的マイノリ
ティについて差別的発言を聞いたことがあるという回答割合は71.7％となっている。年代別に
みると、10代で77％、20代で75％、30代で70％、40代で69％、50代以上で64％となっており

（『朝日新聞』2017年３月３日）、若い年代において回答割合が高くなっている。
一方で、職場や学校が性的マイノリティについてフレンドリーであると認識している回答は

29.1％（「そう思う」：8.0％と「どちらかといえばそう思う」：21.1％の計）にとどまっている。
また、小学校・中学校・高校の学校生活におけるいじめ被害の経験率は58.2％に達している。

また、職場や学校でのカミングアウトの状況をみると27.6％がカミングアウトしており、親
へのカミングアウトの状況は22.0％となっている。日高が過去に行ってきた調査で、経年比較
可能な10代のゲイ男性の親へのカミングアウト率をみると1999年：９％、2005年：11％、2014
年：19％となっており（『朝日新聞』2017年３月３日）、その割合は増加傾向にある。しかしな
がら、このような傾向を社会状況の好転ととらえるべきかについては留保が必要であろう。カ
ミングアウトは本人の意志にもとづいて行うべきものであり、カミングアウトを行うことが絶

出典：釜野ほか（2016： 271-2）より作成

図６　性・年代別にみた「同性愛者」だと告げられた場合の反応（不可視化）
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対的に望ましいとする風潮は、カミングアウトしたくないと考えている当事者への抑圧として
も機能しうる。また、カミングアウトは図３にもみたように、さまざまな反応を引き起こしう
るため、カミングアウトの経験が、必ずしも相手からの受容を意味しない可能性もある。

2．3　小括
上記の調査はそれぞれ異なる手法によってなされた調査であり、安易に比較検討することに

は慎重になるべきではあろう。しかし、これらの調査からは、社会における性的マイノリティ
への寛容性が高まる一方で、自身の存在を否定的に価値づけるような異性愛社会の規範の下で、
学校や職場などで生きづらさを抱える当事者の存在がみてとれるのではないだろうか。また、
女性や若年層の男性を中心として一般的には性的マイノリティへの寛容性が高まるなかで、家
族が性的マイノリティである場合の抵抗感は依然として強く、家族との関わりのなかで葛藤を
抱える性的マイノリティの姿もうかがえる。

３　パートナーシップ制度における法的承認と社会的承認

家族との関わりにおける葛藤に関連して、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの当事者へ
のインタビュー調査を行った三部倫子（2009）は以下のように指摘している。同性カップルは、
定位家族から承認をえられる場合には、パートナーの定位家族を媒介して病院での面会権など
の社会的利益をえることができる（三部 2009：81）。一方で、三部によれば、定位家族からの
承認がえられない場合には、定位家族がむしろカップルへの脅威となり、定位家族の意向に左
右されない婚姻制度やパートナーシップ制度などの社会的保障が要望されることになるという

（三部 2009：85）。以下では、日本におけるパートナーシップ制度の概要を示し、諸外国におけ
る制度や米国における同性婚の法制化の過程を検討することにより、パートナーシップ制度に
おける法的承認と社会的承認について考察する。なお、ここでの社会的承認とは、単に性的マ
イノリティの法的権利が保障されるにとどまらず、性的マイノリティのアイデンティティが価
値的に承認されることを指す。

3．1　日本におけるパートナーシップ制度
パートナーシップ制度とは、従来、法的な婚姻から排除されてきた同性同士のカップルのパー

トナー関係を公的に承認しようというものである。日本においては地方自治体のレベルで制度
化が進んでおり、2015年11月の東京都渋谷区、世田谷区での運用開始を皮切りに、2019年４月
時点で、全国20自治体で制度が導入されている。また、将来的に制度の導入を検討している自
治体も多い。

パートナーシップ制度には議会による決議を必要とする条例を根拠とするものと、首長が行
政機関内部の内規として定める要綱にもとづくものが存在する（エスムラルダ・KIRA  2015）。
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渋谷区の制度は前者、世田谷区の制度は後者に位置づけられるが、各地の導入例をみると後者
の例が多い。後者の場合の制度概要は、パートナー関係にある者同士が首長に対し、双方が互
いのパートナーであることを誓うことによって、宣誓書受領証を受け取るというものである。
法的効力は持たないものの、当該自治体における公営住宅への入居申し込みが可能となる例や、
市民病院等での手術などの同意書の連名署名などが婚姻関係と同様に取り扱われる例がある。

3．2　諸外国におけるパートナーシップ制度
パートナーシップ制度は日本においては自治体レベルで導入が進んでおり、世界を見ると28

カ国で導入されている（ILGA 2017）。諸外国におけるパートナーシップ制度は、婚姻とは別の
登録制度を設け、登録されたパートナーシップに自動的・包括的な権利保障をするものであり、
各地で採用されている制度は、契約型、独立規定型、婚姻規定準用型の３類型に大別される（清
水 2007：106）。

契約型は、同性カップルがパートナーシップに関する契約を結び、それを公的に登録するこ
とで対第三者効を持たせるものであり、フランスの民事連帯契約（PACS）が典型的である。独
立規定型は、婚姻とは独立した制度を設けるもので、導入時に婚姻の権利義務の中からどれを
採用するのかを考慮するため、相対的に婚姻よりも弱い権利保障となる。婚姻規定準用型は、
婚姻とは別制度ではあるが、内容に関しては婚姻の規定を準用するため、婚姻と同等の権利保
障がされるものである（清水 2007：106）。

また、同性同士でも異性間のカップルと同じように結婚を行うことができる国も24カ国存在
しており（ILGA 2017）、パートナーシップ制度と同性婚が併存する国も存在する。

3．3　パートナーシップ制度における「社会的承認」
松信ひろみ（2016）は渋谷区や世田谷区の制度を念頭に、「証明書、宣誓書は同性カップルの

不利益を解消してくれる可能性をもつものではあるが、法的義務が伴わないため、その効力も
不確実である上、（役所などの手続きや使用の場面で）カミングアウトによる偏見を蒙るという
リスクも伴うものである」とし、「LGBT の人々」が証明書、宣誓書の利用と意義についてどの
ように認識しているのかを検討している。

松信（2016）によれば、このような制度の下で、同性カップルは法的に承認されるわけでは
ないが、「同性のパートナーである」という証明が自治体という公的機関から発行されるという
意味では、これらの証明書・宣誓書により同性間のパートナー関係がいわゆる結婚に相当する
ものであることが「社会的に承認される」とみなすことができるという（松信 2016：76）。そ
のうえで松信は、当事者にとっては、日常生活の不便や困難の解消が必ずしも担保されなくて
も、パートナーとしての「社会的承認」を得ることが重要であるとみなされている可能性があ
るとして、証明書・宣誓書の発行・利用の意向について考察している 3）。その結果、制度利用
の理由としては、「職場の福利厚生を受ける」、「パートナーの入院・手術時に家族としての証明
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に使う」、「パートナーとのすまい探しのときに家族としての証明に使う」という実利的な報酬
よりも、むしろ「パートナーであることを公的機関から証明される」ことが最も大きく、「社会
的承認」という部分に価値が見出されていることが明らかになった（松信 2016：85）。

自治体におけるパートナーシップの制度は、松信も指摘するように、法的な効力は乏しく、
性的マイノリティの日常生活の不便や困難を実質的に解消するものとは言いがたい。しかし、
パートナーシップ制度の積極的意義は、法的な効力よりも、パートナー関係が社会的に承認さ
れる点に見いだされている。

しかしながら、このようなパートナーシップ制度を利用可能であるということは、性的マイ
ノリティのカップルが社会的に承認されていることを意味するだろうか。

3．4　米国における同性婚法制化をめぐる攻防
この点について考察するうえで、米国における同性婚法制化にいたる過程を確認したい。1990

年代、米国では同性カップルに婚姻の権利を認める判決が各地で出始めた。しかし、ハワイ州
においては、同性カップルに婚姻とほぼ同等の法的権利が与えられたものの、「議会は婚姻を異
性のカップルに留保する権限を有する」とする州憲法の修正により同性婚の実現が閉ざされた。
また、バーモント州においては同性カップルに婚姻と同等の法的権利を認めるシビル・ユニオ
ンという新たなカテゴリーが創出されたものの、婚姻それ自体の権利を得ることは叶わなかっ
た。さらにはこのような判決によって急速に同性婚の可能性へ全米の衆目が集まり、激烈なバッ
クラッシュ（反動）が押し寄せた、そのような中で2003年11月、マサチューセッツ州最高裁は、
州が婚姻を望む同性カップルに婚姻によって与えられる保護、利益、義務を拒否することは州
憲法の平等保護条項に違反するとの歴史的な判決を下した（佐藤 2008）。

これに対して、州議会はシビル・ユニオン形式の法案を準備したものの、州最高裁は「『婚姻
（civil marriage）』と『シビル・ユニオン（civil union）』との呼称の相違は無害なものとはいえ
ない― 同性カップル（その多くは同性愛者である）を二級市民としての地位（second-class 

status）へと明白に割り振るような呼称を意識的に選択したものである」としたうえで、違憲で
あると断じている（清水 2007：108）。その結果、マサチューセッツ州では2004年５月より同性
婚の登録が開始された。

つまり、同性カップルが婚姻制度に参画することを阻止するために制度化されたシビル・ユ
ニオンは、同性カップルを二級の地位に当てはめることを意図した制度であり、同性カップル
に対して二級市民のスティグマを付与するものであると、マサチューセッツ州最高裁は断じて
いるのである。

佐藤美和（2008）は、このような米国における同性婚をめぐる攻防を見ることによって、「婚
姻」とは単なる法的権利ではなく、異性愛主義社会の最後の砦であり、それゆえに同性愛者の
差別解消のシンボルとなっているという。くわえて、清水雄大によれば、パートナーシップ制
度は、シビル・ユニオンのように同性カップルに婚姻と同等の法的権利の保障を与えるもので
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あったとしても、同一の保証内容にもかかわらず異性カップルと同性カップルは別制度による
べきであるという意味で分離主義的であり、社会的承認の観点が十分に達成されるとはいえな
い（清水 2007：108）。

3．5　小括
松信（2016）は、日本において自治体レベルで導入されているパートナーシップ制度につい

て、制度を利用したとしても法的効力は乏しく、法的に承認されるとはいえないとしながらも、
自治体が公的にパートナー関係を承認するという意味で社会的承認の効果があると主張する。
しかしながら、法的権利の保障が十分になされている場合においても、その分離的主義な性格
から、同性カップルを二級市民の地位に当てはめてしまい、社会的承認の観点から問題がある
という指摘がある（清水 2007）。ましてや、法的権利の保障がないなかでなされる社会的承認
は、同性カップルへの差別を解消するものとはいえないのではないだろうか。

2019年２月には同性同士が結婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとす
る違憲訴訟が全国一斉提訴されるなど、日本においても同性婚制度の導入を求める声が高まっ
ているが、原告のなかには実際に自治体におけるパートナーシップ制度を利用している同性カッ
プルもいる。ある原告はパートナーシップ制度を利用していても、法的な権利が保証されない
ことを指摘し、「法律上の婚姻ができる人たちが紙１枚で簡単に乗り越えていくことが、私たち
にとってはいつも高い壁だ」（『毎日新聞』2019年７月６日）と語っている。

たしかに、自治体におけるパートナーシップ制度が一定の社会的承認をもたらすことはあり
うるであろう。しかし、この制度に十分な法的な保障がともなっていなければ、同性カップル
にはある程度のごく限られた保障さえあたえればよいという認識にも繋がりうる。このことか
ら、同性カップルが二級市民化される可能性は否定できない 4）。

４　同性婚の法制化への批判

4．1　ケアの倫理にもとづく批判
しかしながら、同性カップルを異性間のカップルと同一の婚姻制度へ包摂することについて

は、異性愛社会という主流社会への同化ではないかという批判がおこりうる。この批判を唱え
る人びとによれば、同性婚の法制化は異性愛者社会におけるジェンダー秩序や家族規範を温存・
強化し、婚姻関係を基準に関係性が序列化されることを招いてしまう。このことにより、カッ
プル関係を築かない人々や結婚を望まない性的マイノリティが、周縁化されるリスクが高まる 5）。

岡野八代（2015）は、ファインマンらによるケアの倫理の議論をふまえて、異性愛社会にお
ける家族規範の下では、「ケア関係を維持するための財を自ら賄う健全な家族は、税法、社会保
障、その他さまざまな特権を与えられ、その一方で、ケア関係を維持するために公的なものに
頼らざるを得ない者たちは、懲罰的ともいえる不利益と社会的烙印を被る」（岡野 2015：65）と
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いう。そのうえで、「異性愛者たちと『同じ』権利を求める同性婚への異論の核心は、よりよい
ケア関係を維持するために必要な基盤を整える社会的責任の放棄に対する批判にある」（岡野 

2015：66）と指摘している。

4．2　同性婚のポリティクス
それでは、同性婚の法制化、ひいてはパートナーシップ制度の法制化は従来の異性愛主義的

な家族規範を再生産するものであるとの批判は避けられないのであろうか。それでもなお同性
婚を導入すべきである、という立場がある（清水 2007; 風間 2003）。

清水雄大（2007）は、同性愛者による同性婚の要求を結婚制度への単なる同化と捉えずに、
同性婚の要求は現行法における異性間の婚姻を基準とした権利保障体制への意義申し立てであ
り、現行の婚姻制度の本質に疑問を投げかけ、その変容を制度内部から促すものであると主張
する（清水 2007：111）。

つまり、従来の婚姻制度がジェンダー秩序や異性愛主義の再生産装置として機能してきたこ
とは認めつつも、そのような婚姻制度に同性カップルが参入することによって変容した婚姻制
度は、ジェンダー秩序や異性愛主義を再生産するとはいえないというのである。例えば、婚姻
の当事者が同性同士であることにより、男女間の権力関係を前提とするジェンダー秩序を再生
産するとはいえない。また、同性カップルの婚姻は生殖がともなうことを自明視するものでは
なく、また、何らかの形で同性カップルが子育てを行ったとしても、そこでは規範的な異性愛
家族のなかで期待されるジェンダー化された個人が、定型的に再生産されることにはならない

（風間 2003：40-1）。
そのため、風間は同性婚の要求は異性愛規範やジェンダー規範を再生産するものではなく、

ジェンダー役割や異性愛規範を組み込んだ近代家族のあり方をゆさぶるものとなりうるという。

4．3　承認が生み出す新たな排除
同性カップルを異性間のカップルと同一の婚姻制度に包摂しようとする同性婚の要求は、同

性カップルの二級市民化の問題を解消するかもしれない。しかしそれは、性的マイノリティの
ごく一部が「（善き）市民」となることによって、多くの性的マイノリティを排除する構図を再
生産することにもつながりうる。同性婚やパートナーシップ制度の法制化は一部の性的マイノ
リティの法的承認、社会的承認をもたらしうるが、一方では、新たな排除を生み出す危険性を
有しているともいえる。その意味で、パートナーシップ制度や同性婚の法制化の要求は、単に
異性間のカップルと同一の権利の保障を目指すだけではなく、既存の家族規範を問い直し、脱
構築するものでなくてはならないといえよう。

それは、渋谷区の同性パートナーシップ条例制定の影で野宿者排除が行われていたという指
摘（マサキ 2015）や、性的マイノリティの承認が排外主義を生み出すという「ピンクウォッシ
ング」 6）への批判（Schulman 2011; 森 2016）にも通じる論点である 7）。
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５　おわりに

本稿では、性的マイノリティに関する社会調査のデータを確認しながら、日本社会が性的マ
イノリティに対してどのような認識をもっているかを確認し、そのような社会の下で性的マイ
ノリティが抱える生きづらさについて概観した。そのうえで、パートナーシップ制度について
法的承認と社会的承認の観点から考察した。

そこで明らかになったのは、社会において性的マイノリティへの寛容性が高まる一方で、自
身の存在を否定的に価値づけるような異性愛社会の規範の下で、学校や職場などで生きづらさ
を抱える当事者の存在であった。また、女性や若年層の男性を中心に一般的には性的マイノリ
ティへの寛容性が高まるなかで、家族が性的マイノリティである場合の抵抗感は依然として強
く、家族との関わりのなかで葛藤を抱える性的マイノリティの姿もうかがわれた。

また、近年、一部の自治体によって導入され、多くの議論がなされているパートナーシップ
制度については、十分な法的な保障がないにもかかわらず、社会的承認の効果を主張する議論
の危険性を指摘した。その一方で、同性カップルを異性間のカップルと同一の婚姻制度へ包摂
することがもたらす新たな排除を生み出す危険性についても指摘し、パートナーシップ制度や
同性婚の法制化の要求は、単に異性間のカップルと同一の権利の保障を目指すだけではなく、
既存の家族規範を問い直すものでなくてはならないこと示唆した。

生活上の困難や生きづらさを抱える性的マイノリティの承認に関する論点は、同性婚やパー
トナーシップ制度以外にも、教育や労働、また医療の分野などにおいて、さまざまな論点があ
ろうが、本稿ではそれらについて十分に扱うことができなかった。これらの論点については別
稿を期したい。

［注］
1 ） 2015年３月に行われた「男女のあり方と社会意識に関する調査」の結果である。調査実施の概要

は下記の通りである（釜野ほか 2016：26）。

調査名：男女のあり方と社会意識に関する調査
調査地域：全国（130地点）
調査対象：20歳から79歳までの（戸籍上の）男女
抽出方法：住民基本台帳による層化二段無作為抽出法
調査方法：留置調査（訪問留置訪問回収法）※一部郵送による返却
調査実施時期：2015年３月
配布数・回収数（回収率）：配布2,600票、回収1,259票（回収率48.4％）

  なお、この調査における「性的マイノリティ」の表現は、事前の知識の有無にかかわらず理解で
きることを重視し、「同性愛（者）」、「両性愛（の人）」、「性別を変えた人」という表現に統一されて
おり、特にトランスジェンダーに対する社会意識については一部しか捉えられていない可能性があ
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る（釜野ほか 2016：23）。
2 ） 2016年７月～10月に行われたオープン型ウェブ調査 LGBT 当事者の意識調査「REACH Online 2016 

for Sexual Minorities」の結果である。セクシュアルマイノリティ当事者が利用するウェブサイトや
スマートフォンアプリ等に広告を掲出したり、SNS を通じて研究参加者を募ったりすることで、
15,141件の有効回答をえている。本稿で紹介する数値は、そのうち国内在住者15,064件の分析結果で
ある。有効回答の年齢分布は10代：4.8％、20代：37.6％、30代：29.4％、40代：21.7％、 50歳以上：
6.5％で、平均年齢は33.2歳となっており、比較的若い世代の回答が多くなっている点に留意が必要
である。

3 ） 松信は「東京レインボープライド2015」（2015年４月25日・26日）での自記式アンケート（1,096
票配布、有効回答300票）における、「ゲイ」、「レズビアン」、「バイセクシュアル」、「その他」の人々
の回答（203票）を「LGBT」の回答として分析している（松信 2016：77-8）。

4 ） この点について、ドイツにおいては、法的効力をともなわない自治体の制度導入が同性パートナー
の保護への動きを活発化させ、国家レベルでのパートナーシップ法の成立に至ったという指摘もあ
り（鳥澤 2010：35; エスムラルダ・KIRA 2015：77）、今後の動向が注目される。

5 ） 例えば、「生涯単身者、ポリアモリーの人、アセクシュアルの人、性的関係を共同生活の理由にし
ない人、愛と切り離してセックスをする人」（青山 2016：30）などが挙げられる。

6 ） 「ピンクウォッシング」とは、パレスチナやイスラム諸国における性的マイノリティの弾圧を強調
しつつ、イスラエルが性的マイノリティに対して寛容であることアピールすることによって、イス
ラエルが行ってきたパレスチナ人への継続的な人権侵害を隠蔽する戦略を指す（Schulman 2011）。

7 ） 性的マイノリティの「内部」についても、今日のパートナーシップや同性婚の議論が、シスジェ
ンダー（性自認と出生時に割り当てられた性別が一致している人）をモデルとしており、トランス
ジェンダーを射程に入れていないという批判がある（三橋 2013）。
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