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第４回 西条市人権・同和教育講座 

性的少数者と人権 

～とりまく社会状況と困難～ 

 

日時：平成２１年８月２７日（木）１９:３０～２１：１０ 

場所：中央公民館 

講師：世田谷区議会議員 上川あや  http://ah-yeah.com/index.html 

概要： 

 講演 世田谷区議会議員 上川あや  

○セクシュアルマイノリティ・性的少数者とは 

・性的少数者、英語ではセクシュアルマイノリティ(sexual minority)。 

・「非典型的」な性を生きる人々。 

 

○性を取りまく「常識」、「ふつう」の認識を疑ってみたい 

・誰もが自分らしい性を生きていきたい。 

①人は男と女に分けられる 

②「心」の性別と「体」の性別は一致して当然だ → 心の性別     は、さまざま 

③異性を愛することがあたりまえ、「ふつう」   → 誰を愛するか 

 

○赤ちゃんが生まれた時 

・必ず聞くこと 「元気？」 次は「男の子？ 女の子？」 

 出生時に、外観上の性器が男か女か曖昧なケースは、2,000人に一人の確率。 

 自分の子の性別を答えにくい親のことを理解してくれない、理解出来ない。 

・学校ではXX、XYの染色体のことしか教えない。 

 X、XXXの女の子 XXYの男の子 XYYの男の子 

 こんな存在があることを扱わない、教えないので理解してくれない、理解出来ない。 

・男の人のペニス、女の人のクリトリス 男の人の陰嚢（いんのう）、女の人の陰唇（いんしん） 

 妊娠７週間は性的平等期、男女の別がはっきりしない。 

その後約半数が男の子、約半数が女の子、その一定割合があいまいな性別の子。 

人間の基本プログラムは「女」 染色体の「女」という基本プログラムに従い女の子が生まれる。

この基本プログラムを改造して男の子が生まれる。 

・男の子になる３つのステップ 

①睾丸決定遺伝子：性染色体内のプログラムに基づき、陰唇がくっつき睾丸（陰嚢）を形成 

②ピッチャーの存在：睾丸が出来ても、男性ホルモンがいいタイミングで、必要な量出ること

が必要 

③キャッチャーの存在：男性ホルモンを受け取る受容体「レセプター」があるか、その機能が
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十分であることが必要 

これらの一つでも欠ければ、外形の性別と内部（心）の性別にギャップが生じる。 

毎年600人の子供が中間的な性で生まれる。 

 

○社会の価値観は、多数派を「正常」、少数派を「異常」と決めつける 

・精巣と卵巣を持って生まれてきた子を、本人の意思決定の無いまま、大人が勝手にメスを入れてど

ちらかを切ってしまう。大きなもの、くっついているものを切る方が外科的に手術しやすいので、

女の子にされてしまう。社会がその子の体を不自然なものと決めつけている。 

・自分の体のことは自分で決めたい。しかし、社会は多数派を認め、少数派を締め出す。 

・この会場の参加者の中にも数名のインターセックス（性発達障害者）の方がいらっしゃる（確率か

らいって、これだけの人数の中にはいるはず）。親戚のなか、近所のなか、友達のなかにも居ると

理解すべき。そのことをうち明けられていないだけ。 

 

○どれくらいいるの 

・半陰陽の確率 2,000人にひとり。日本でも毎年600人が誕生。国内に6万人以上？ 

・性同一性障害（トランスジェンダー） 日本で7千人。2万人に一人以上の割合。 

・1996年以前の日本には0だった。困っているならと対応してくれる医者がいなければ、統計上は0。

埼玉大学がスポットライトを当てたことで、本当の数字が出てきた。 

・オランダでは   男 → 女11,900人に一人 女 → 男30,400人に一人 

 シンガポールでは 男 → 女  9,000人に一人 女 → 男27,000人に一人 

 出現率は、社会環境（医療体制や社会の受容度）に左右される。 

・医療機関はあるか、社会に偏見はあるか、そんなことが数字に影響している。 

 

○あなたは、なぜあなたの「心」は女といえるのか、男といえるのか、説明出来ないのではないか。な

のに、「心」と「体」の性にギャップを感じている人に対して、「あなたは男か女か」と質問する。 

・男らしさ 女らしさ その「らしさ」 

・少数派には、多くの場合、家族か、兄妹か、親友が、そのアイデンティティの変更を強いる。 

 

○社会には「同性愛者」、「両性愛者」がいる 

・2004年アメリカ大統領選挙の出口調査で、自らゲイ、レズビアン、バイセクシャルであることを認

める国民は4％。 

・日本の場合：厚生労働省科学研究事業費による調査 1994年6月～9月 

 13～24歳の若者1万人を対象にアンケート調査。有効回答数19，68通。 

Ｑ１ あなたは性的に同性に対し、性的に惹かれたことがある 20.2％ 

Ｑ２ あなたは同性に対し、性的な興奮を感じて身体を触れあったりしたことがある 10.1％ 
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○その原因は 

・インターセックス 

  遺伝子、内分泌、形成不全 

・性同一性障害 

  ホルモンバランスによる脳の性分化エラー 家での育て方に原因があるのではない 

  男性の神経核「分界条床核」は女性の2.5倍 

  性転換したもと男性のこの神経核は、女性と同程度に小さいとの報告あり 

 

○「病気」ではない 

・「本人が性を選んでいる」は、間違った考えである、と、社会も捉えはじめた。 

・病気と捉えられて、本人の意思無く、「異常」視され、他者に操作される「性」。 

・「疾病」「障害」の定義は国によって違う。 

・同性愛 もはや、あらゆる意味で病気ではない。 

 

○性を読み取る3つのヒント 

1.身体の性 

2.心の性（性自認）  どれも個人で「選べるもの」じゃない 

3.性的指向 

・組み合わせは人それぞれ。「自分が自分であること」にすぎない。 

・「誰もが」性の多様性の一部です。 

・男性から女性に性転換し、女性が好きなレズビアンも3割ほどいる。 性は多様なもの。 

 

○内面への気づき、取り巻く社会と「自分」 

・何も教えない学校、家庭、そして社会 

・社会に根強い差別的感性 

・自分自身を受け入れることも困難に･･･ 

・家族、学校、職場は認めてくれるか 

・どう生きていけばいいのかのモデルが見えない社会 苦しい社会 

 

○ゲイ、バイセクシャル男性の健康レポートから 

・78.5％ 何も習っていない 

  3.9％ 異常なもの      男性同性愛者へのアンケート 

 10.7％ 否定的情報 

  4.3％ 肯定的情報 

・65.9％の人が自殺を考えたことがある 

 14.0％の人が自殺未遂 



 - 4 -

 

○社会のあり方が少しずつ変わってきている 

・差別があっても自己責任だろ → 法的にも性別を換えられる、人権問題として扱われはじめている 

・四人に一人が不登校を体験  「ホモ」「オカマ」となじられる55％ 

・自殺について思い悩んだ体験68％ 

 

○差別と偏見、そして不利益 

・キリスト教社会などでは、宗教的価値観に基づく明確に意図的な差別が存在する。 

・一方日本では、「オネエ」ブーム → これは受容だろうか？ 

                   人権の問題として捉えられていない日本 

・性別はあらゆる社会制度についてまわる 

 同性愛者は 異性同士の夫婦ではないので 都営住宅に入居できない 

       婚姻関係が認められないので 税制上の優遇措置がない 

             〃       財産分与が出来ない 

             〃       重病で「家族のみ面会」の際に面会出来ない 

             〃       単なる友人として扱われる 

       選挙人名簿の性別と外観が異なるので 選挙させてもらえない 

               〃         保険証を疑われる、医療を受けられない 

○声を上げはじめた当事者たち 

・同性愛 1986年 ＯＣＣＵＲ 動くゲイとレズビアンの会 

・「府中青年の家」裁判 ＯＣＣＵＲ vs 東京都 

・同性愛のグループが「府中青年の家」を借りて活動をしていた。 

・すれちがう小学生が「またオカマがいた」との言葉を浴びせる。 

・「同性愛者のグループに教育施設を使わせることは出来ない」と、都が使用を拒否した。 

・グループは、自分の顔と名前を公表し、裁判を起こした。どれほどの決意だったろうか。 

・１審、２審ともに東京都が敗訴。 

・判決抜粋：平成二年当時は、一般国民も行政当局も、同性愛ないし同性愛者については無関

心であって、正確な知識もなかったものと考えられる。しかし、一般国民はともか

くとして、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数

者である同性愛者をも視野に入れた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛者の

権利、利益を十分に養護することが要請されているものというべきであって、無関

心であったり知識がないということは公権力の行使にあたる者として許されない

ことである。このことは、現在ではもちろん、平成二年当時においても同様である。 

 

○「普通」や「あたりまえ」の概念をすり込んできた 

・性の規範は国と時代で変化する。 
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○同性同士の婚姻を認める国もあれば、同性愛者を死刑にする国もある 

・宗教上の制約から、同性同士の婚姻そのものは認めないが、税や相続などの権利を認める「順婚制

度」の国も増えている。 

・先進諸国のほとんどが法制定、あるいは法を論議。日本は遅れている。 

・国連加盟国のうち86カ国で同性間の性交渉は違法。 

・７カ国は死刑（2008年 ＬＧＡ調べ）。 

・ナイジェリアでは投石による公開死刑。 

 

○2003年7月「性同一性障害特例法」が成立！ 性別の変更が可能に！ 

・性別変更の５つの条件  2008年に1,263人が性別を変更 

①20歳以上であること  

②現に婚姻をしていないこと  

③現に未成年の子がいないこと  

④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること  

⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること 

 

○法務省人権擁護局の掲げる16の強調事項 

・16項目の中に「性的指向」「性同一性障害」の2項目が書かれた。 

・しかし一般人が問題認識している割合は、「性的指向」で 10％弱、「性同一性障害」で 10％強にし

か満たない。 

1)「女性の人権を守ろう」  

2)「子どもの人権を守ろう」  

3)「高齢者を大切にする心を育てよう」  

4)「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」  

5)「部落差別をなくそう」  

6)「アイヌの人々に対する理解を深めよう」  

7)「外国人の人権を尊重しよう」  

8)「ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう」  

9)「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」  

10)「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」  

11)「インターネットを悪用した人権侵害は止めよう」  

12)「性的指向を理由とする差別をなくそう」  

13)「ホームレスに対する偏見をなくそう」  

14)「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」  

15)「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」  

16)「人身取引をなくそう」 

 

○ようやく陽の目 

・ＮＨＫで特番 ＥＴＶワイド 「共に生きる」 

・何度も再放送されている 
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○性はスペクトラム（連続体） 

・オス、メスの、二つだけには分けられない。オスとメスの間に様々な状態が存在する連続である 

・1,500種類の動物でも同性愛は確認されている。 

 

○「ふつう」ってなんだろう？ 「常識」とはなんだろう？ 

・「普通」の概念は、時代や地域で変化する。 

・差別を恐れる人は「苦しい･･･」とさえ言えない → 問題は不可視化される。無いものとされる。 

・きっとあなたのまわりにも → 想像力ある対応を。 

 

○沈黙からは何も生まれない 

・行政に言っても「法律が」。裁判しても「法律が」。 

・では法律を変えればいいと国会議員めぐりをしても、名刺ももらえない、会ってももらえない。 

・議会や行政に届かぬ声。 

・では、自分が議員になればいい。 

 

○私、上川あやの生い立ち 

・1968年(昭和43年)浅草生まれ 

・3人男兄弟の「次男」  自分のことを「ボク」「おれ」と呼べない、違和感があった 

・遊ぶのは女の子    「男の子でしょ」と言われることが少なくなかった 

・兄弟喧嘩で私を黙らせる決め文句は「オカマ！」と呼ぶこと 

・幼い頃の「違和感」は漠然としたもの  「おかしいのかな」と自分を自分で決めつけていた 

       ↓ 

      身体を見れば男の子 

 

・13歳の頃 二つの葛藤 ～初恋と第二次成長～ 

・自分は「ヘンタイ」なのか  男の子を目で追っている自分にハタと気が付く。これは初恋？ 

・「孤独感」と「罪悪感」   「ヘンタイ」ということに自分がオーバーラップ 

    誰にも言えない、親にも、親友にも言えない「秘密」を持ってしまったと 

・辞書を引くと「同性愛」 → へんたい性欲  当時の辞書や社会の認識はそんなもの 

一つウソをつくと、ウソをつき続けないと「ヘンタイ」との烙印を押されてしまう 

どうすれば「オカマ」と言われないのか、「男らしく」と言われないのか 

歩き方、話題、ネタ帳を作ってウソを間違えないようにした 

・身体の男性化 これは正常な男の成長と頭でわかっても、この自分の身体を受け入れられない自分、

性の多様性の存在 

・自己肯定観の欠如 自己肯定観を欠如して思春期を過ごしてきた 

・ウソを演じる自分 「自分を守るためにウソをつき続ける」なんて･･･ 
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          本当の自分を知っている人がこの世の中に誰もいない･･･ 

・お母さんはしあわせ？ 1番愛している人だから、1番辛いことを相談できない。 

           「おまえおかしいよ」の一言で切り捨てられることが恐かった 

 

・サラリーマンになる 男を演じ、酒を飲み、女の子が寄ってくれば鼻の下を伸ばすフリをする 

・自分を隠し続け、ウソをつき続けたことが体調の不調として現れる 

    心身症、円形脱毛症、胃や腸に穴が開く 

・27歳 5年3ヶ月のサラリーマン 一人部屋で涙が止まらない自分 

    誰にも話せない 自分のことを否定し、自分で自分を差別し続けてきた 

 

・寂しくなり東京新宿2丁目へ 

 ニューハーフパブ、レズビアンパブが多くあるらしい 

 私も、同性愛者に対する差別意識があった、同性愛者への偏見があったから、27歳の男が、夜、

行くのは恐かった。 

 同じような人がいるのではと思って行った。でも夜行くのは恐かったので昼に行った。 

 昼、「友達になって下さい」と声をかけた。 

 「その気持ちわかるよ」って言って欲しかった 

 

・男性同性愛者のハイキングサークルに入る 

同じ悩みを持つ仲間 

彼らは自分の身体のことを認めていた 

 

・「性転換を知っていますか」の勉強会 

こんがらがっていた性の糸がほどけた  30歳 ホルモン治療 

  ・社会の差別を受けても本当の自分を選ぶのか 

  ・社会に受け入れられるようウソの自分を演じ続けるか 

・埼玉大学が「性同一性障害」に違った角度から光を当て始めていた 

 

・どっちつかずを許さない社会 

   アパートに入居するには住民票、性の記載と外観が異なるので、入居寸前に断られる 

 

・社会制度が使えない 健康保険証、労災保険、失業保険も性別が一致しないので作れない 

           選挙に行けない、病院へ行けない、就職も出来ない 

・行政、司法への絶望 前例が無い、法律が無い 96年の法律にはその事例まで含んでいない。 

           法律が無いので行政も裁判も対応してくれない 

           国会へ、議員室に行った 名刺ももらえない、会ってももらえない 
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・あやさんが議員になればいい リスクを背負うのは誰？ 

               2ヶ月後に迫っていた世田谷区議会選挙 

・父親が一番ポジティブだった、支えてくれた 

１，２回の選挙では変わらない。それでもやろうというのなら、正しいと思うことをやれ。

家族への迷惑なんて考えるな。 

・黙っていたら居ないことにされてしまう「少数派」の現実。これは「多数派」の問題である。 

・選挙運動の初めは物笑いのタネだった 

・それがしだいに、 

大きな声で「頑張れ」と励ましの声、拍手 

「俺たちはあんたの見方やからな」とのダンプの運転手 

「これを」と、娘にコーヒーを持たせてくれる母親 

200人のボランティアに支えられ 

72人中6位で当選 

2年前、2度目の選挙で現職トップ、全体でも2位で再選 

 

○「ふつう」とは何なのか？ 「あたりまえ」とは何なのか？ 

 

○社会の「ふつう」を疑っていく 

「聴覚障害者」イコール「手話」との判断  しかし、聴覚障害者の8割は手話がわからない 

2001年 止まれと進めの基準の無いままに点字ブロックが作り続けられてきた 

歩道と車道の区別がつかない 視覚障害者の命が危険に曝されている 

点字ブロックの誤りに気が付かない行政マン 

 

○差別を許さない 

 

－ 以上 － 


