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4. ジェンダー・セクシュアリティ 

 

1. 概要 

2. 現状 

3. 基本政策 

 

==基本政策== 

A 多様な親密圏の法的・制度的保障 

a1：現在の婚姻制度内の差別の撤廃 

a2：現在の婚姻制度周辺（「事実婚」）にかかわる格差の是正 

a3：多様なパートナーシップの法的・制度的保障 

a4：単身世帯、単親世帯の法的・制度的保障 

a5：親密圏における（パートナー間、親子間の）暴力への対策 

 

B 性と生殖にかかわる権利の保障 

b1：少子化対策における身体と性にかかわる多様な選択の保障と自律性の尊重 

b2：妊娠とその継続とにかかわる女性の自己決定権の尊重 

b3：多様なセクシュアリティや性的選択を前提とした性と生殖に関する健康にかかわる

取り組み 

b4：セクシュアル・ハラスメントや性的暴力の根絶 

 

C 公的領域における性差別、性的少数者差別の撤廃 

c1：女性差別撤廃条約第 1条に従った差別の法的定義 

c2：公的活動や意思決定プロセスにおける女性参画の拡大 

c3：女性に対する差別や暴力などの人権侵害に対する取り組み 

c4：複合差別をうけるマイノリティ女性（外国人を含む）の人権擁護 

c5：性的搾取への取り組みと、売春防止法の見直しを通じたセックスワーカーの安全と

権利の保障 

c6：性的指向や性別自認にもとづく差別禁止のための法律や制度の整備。包括的反差別

法の制定 

c7：性別自認の尊重 

 

 

4-1. 概要 

 

 女性や性的少数者の権利は、国家による人権の尊重と保障、およびそれにもとづく公正

かつ多様な社会の実現を考えるにあたって、人種的・民族的少数者の権利、障がい者の権

利などと並ぶ、重要な問題のひとつである。基本的人権の尊重を謳う憲法や国連の人権宣

言などに掲げられた理念の実現という観点からも、「人権先進国」としての国際的なプレ

ゼンスの獲得という観点からも、公的領域と親密圏との双方における女性や性的少数者の
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権利の法的・制度的保障をより広範に実現していくことは、日本社会にとって喫緊の課題

である。 

 私たちは、多様で「厚みのある」社会の実現のため、個別の女性や性的少数者の安全や

健康と、幸福追求との必要性について、以下の提言をおこなう。 

 

 

4-2. 現状 

 

 日本における女性や性的少数者の権利は、現状では十分に保障されているとは言いがた

い。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数が示すようにとりわけ経済と政治の分

野において日本のジェンダー不平等が著しいことは、しばしば指摘されてきた。 

たとえば、賃金構造統計基本調査によれば、民間企業の部長相当職にある者のうち女性

は（増加傾向にあるとはいえ）わずか 6％ほどである。 

 

 

（図 1 「平成 27年度版 男女共同参画白書」より） 

 

国家議員における女性割合も衆議院で 1割程度、参議院で 2割 5分程度であり、特に衆議

院は国際的に見てもきわめて女性比率が低い。 
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（図 2 「平成 27年度版 男女共同参画白書」より） 

 

 

（図 3 「平成 23年度版 男女共同参画白書」より） 

 

また、親密圏における差別を温存する民法および戸籍法の規定の撤廃、教育・研究、雇

用、政治活動などをふくむ公的活動や意思決定プロセスにおける女性の参画の拡大など

は、国連女性差別撤廃委員会からの勧告にもかかわらずほとんど進捗をみせていないのが

現状であり、女性差別撤廃条約批准国としての責任ある対応が望まれている。 
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（図 4 「平成 27年度版 男女共同参画白書」より） 

 

 性的少数者の権利についても同様である。日本は、国連において国連人権理事会の「性

的指向と性自認の人権決議(SOGI決議)」に賛成している一方、国連の自由権規約委員会や

社会権規約委員会から差別的法規定の指摘や性的指向および性自認にもとづく差別撤廃の

措置の勧告を受けており、これは国際法の誠実遵守義務の観点からも問題と言わざるをえ

ない。 

 にもかかわらず、近年の自民党内閣は、自民党憲法改正案の 24条「家族保護条項」に

象徴される「家族（親密圏）」の画一的な形態の推奨および多様な親密圏の維持に必要な

法的・社会的サポートの縮小の推奨、「生命と女性の手帳（仮称）」のような性と生殖に

関する女性と性的少数者の権利に抵触しかねない「女性の健康と生殖」に関する方針の打

ち出しなど、上述した国際的要請にいっそう逆行する政策をすすめてきた。 

たとえば、自民党改憲案第 24条「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重

される。家族は、互いに助け合わなければならない。」は、親密圏の保障を推進するもの

ではなく、むしろ国家の親密圏保障義務を軽減し、国民に親密圏内における自己扶助を義

務付けるものである。また、親密圏の多様性の保障、さらに親密圏内における性と生殖に

かかわる権利の保障が不十分な現状で、「家族の助け合い」を義務付けることは、とりわ

け経済的に不安定な立場にあることの多い女性や未成年の安全や性と生殖にかかわる権利
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を脅かす可能性が高いことにも、注意が必要である。 

 「女性が輝く社会」「一億総活躍社会」を打ち出す安倍政権の掛け声とは裏腹に、これ

らの政策は女性や性的少数者の多様な選択と安定した親密圏構築とをより困難にし、社会

の多様性がもたらしうる活力を失わせるとともに、国際的にも日本の信用と地位とを損な

うものである。 

 

 

4-3. 基本政策 

 

  以上をふまえ、女性や性的少数者の権利保障という点で喫緊の課題が蓄積していると思

われる領域は、次の三点である。すなわち、A.多様な親密圏の法的・制度的保障、B. 性

と生殖にかかわる権利の保障、C. 公的領域における性差別、性的少数者差別の撤廃、で

ある。なお、労働および少子化にかかわる問題については別セクション（「労働・雇用・

少子化」）で扱うため、ここでは立ち入らない。 

 

A. 多様な親密圏の法的・制度的保障 

 

現在の法律は、男女間の婚姻関係と親子関係とからなる親密圏を一般モデルとして想定

したものである。しかし、これは我が国の人口学的実態に必ずしも則したものではない。 

国勢調査によれば単身世帯割合は 1985年に 20.8％だったものが 2010年には 32.8％に増

加、夫婦と子世帯割合は 40.0％から 27.9％へと減少しており、今後も同傾向が予想される。 

さらに、国連女性差別撤廃委員会からの勧告や日本学術会議の提言が示すように、現在の

法規定は人権先進国にふさわしいあり方という観点からも不十分である。 

国連女性差別撤廃委員会の勧告内容は以下の通り：「委員会は、これまでの勧告

（CEDAW/C/JPN/CO/5、CEDAW/C/JPN/CO/6）をくり返すとともに、締約国に対し、以下のこ

とを遅滞なく行うよう強く要請する。（a）民法を改正し、女性の法的婚姻最低年齢を男

性と同じ 18歳に引き上げること、夫婦の氏の選択に関する法律の成立によって、女性が

婚姻前の氏を保持することができるようにすること、及び離婚後の女性の再婚禁止期間を

完全に廃止すること、（b）婚外子の地位に関するすべての差別的な規定を廃止するこ

と、及び法が社会的な汚名と差別から婚外子とその母親を確実に保護するようにするこ

と、（c）（略）」（日本の第 7回・第 8回政府報告に関する女性差別撤廃委員会の最終

見解（CEDAW/C/JPN/CO/7-8）、パラグラフ 13、2016年、日本女性差別撤廃条約 NGOネッ

トワーク（JNNC）訳）。 

また、日本学術会議の提言は以下の通り：「本提言では、1婚姻適齢の男女平等化、2

再婚禁止期間の短縮ないし廃止、3選択的夫婦別氏制度の導入を提言する。これらは、

2013 年民法改正で実現した、婚外子差別の廃止と並んで、すでに、1996 年の民法の一部

を改正する法律案要綱で規定され、男女共同参画基本計画において検討事項とされている

だけではなく、国連女性差別撤廃委員会からも是正勧告を受け続けている課題である。上

記 1・2・3についての改正は頓挫したままであり、今回の婚外子相続分規定廃止の民法改

正を契機に、男女共同参画社会形成の視点から、1・2・3に関する法制審議会答申を早急



6 

 

に実現すべきことを提言する」（日本学術会議提言：男女共同参画社会の形成に向けた民

法改正、2014年）。  

したがって、異性愛の法的婚姻カップルとその子どもを前提とした「家族」「世帯」の

概念ではとらえきれない多様な形式の親密な関係性をも含む「親密圏」の多様性をより現

実適合的かつ理念的にも適切なものとみとめ、その法的・制度的保障に努める必要があ

る。具体的には、 

 

a1. 現在の婚姻制度内において：選択的夫婦別姓の推進、男女の婚姻年齢の一致、女性に

課される 6ヶ月再婚禁止期間の廃止。 

 

a2. 婚姻制度周辺において：法的婚姻と「事実婚」との差別の緩和。 

 

a3. 多様なパートナーシップの法的・制度的保障の再検討：同性間パートナーシップの保

障、戸籍上の性別変更をおこなわないトランスジェンダーの人々（出生時に割り当てられ

た法的性別が性別自認と一致しない人々）のパートナーシップの保障。 

 

世界的には同性婚が主流となってきているが、日本では憲法 24条との整合性をめぐる

議論がまだ熟成しているとはいえない。しかし、婚姻を含めたパートナーシップ制度の創

設については、積極的に議論されるべきである。 

 

 

（図 5 紺および青色で示されているのが、同性間の婚姻またはパートナーシップ制度が 

認められている地域。Wikipediaより転載） 

 

a4. 単身世帯、単親世帯の法的・制度的保障：とりわけ、男女間の賃金格差および非正規

雇用率を考慮すると、単身／単親女性の親密圏の保障は急務である。 

単身世帯の増加は男女間の経済格差、非正規雇用の多さを反映して女性の貧困の問題と
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してあらわれる。女性労働者の 2/3は年収 300 万以下で、離婚、死別などなんらかの事情

で単親、単身世帯となればすぐに貧困に陥る状況にある。とりわけ母子世帯は平均稼働所

得が 180万円ほどであり、貧困率も高い。また、高齢女性単身世帯のうちほぼ 1/4は年収

120万以下の低所得層である。 

 

 

 

（図 6 阿部彩、「勤労世代（20-64歳）女性の貧困率：世代タイプ別」、国立社会保障・

人口問題研究所、第 19会厚生政策セミナー「多様化する女性のライフコースと社会保

障」資料 p.57より） 

 

a5. 親密圏における（パートナー間、親子間の）暴力への対策の充実：シェルターやワン

ストップセンターなどへの公的援助の拡大。サバイバーへの支援の拡大。 

内閣府の「平成 26年度男女間における暴力に関する調査」によれば、女性の 23.7%は配

偶者から何からの暴力を受けたことがあり、30代から 50代は被害経験が 25％を超えてい

る。また、性暴力被害のうち「見知らぬ相手から」のものは 1 割に過ぎず、逆に 警察が

取扱う性犯罪は 9 割が「見知らぬ相手から」のものである。つまり、圧倒的多数である

家族や恋人間など親密な関係の中でおこる性暴力は警察沙汰になることがほとんどなく、

必要な対応がおこなわれていない。なお、男性が配偶者からの被害を受けている場合、相

談のしにくさ（被害を受けた 4人に 3人はどこにも相談をしていない）もあって、被害が

不可視になる傾向があることにも、十分留意すべきである。現在、シェルターの多くは

NPO等が運営しているが、公的資金の投入は非常に少なく、NPO等の運営が非常に困難に

なっている。また NPO の多くの機能は、ボランティアで行われており、その担い手の多く

が 60代以上の主婦層で、若い世代の参加は少ない。その背景には女性の貧困化という要

因があり、今のままでは今後担い手がいなくなっていく可能性が高い。DV被害者の支援者

自身が貧困化のために生活できない現状の改善と、公的資金のより多くの投入とが必要で

ある。また、同性パートナー間については既存のドメスティック・バイオレンス支援の対

象にすらなっておらず、これらを含めた包括的な対策が必要である（配偶者暴力防止法の

保護命令適用範囲は、2013年の改正によって生活の本拠を共にする交際相手に適用される

ことになっている。しかし、ここに同性の交際関係が含まれることは明示されていない。

判例としては同性パートナー間 DVに保護命令が出された事案もあるものの、法的に明確

な解釈が定まってはおらず、DV防止法の改正を通じた対応がなされるべきである。DV法

の同性パートナー間への適用については、国連女性差別撤廃委員会からも勧告を受けてい
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る（CEDAW/C/JPN/CO/7-8、パラグラフ 23（g）、2016年））。 

 

B. 性と生殖に関する権利の保障 

 

親密圏の充実が人口減少を免れない我が国における喫緊の課題であることは疑いない。

しかしそれが人口政策のような形をとり、個人の選択の自律性を脅かすものになってはな

らない。 

日本弁護士連合会の「女性差別撤廃条約にもとづく第 7回及び第 8回日本政府報告書に

対する日本弁護士連合会の報告書」が指摘しているように、日本ではリプロダクティブ・

ライツ（生殖に関する権利）が法律で明記された形で保障されておらず、そのような状況

における出生率目標の設定は、女性に産むことのみを奨励する政策を誘因し、権利の侵害

につながる危険性がある。 

 歴史的に性と生殖に関する自律的な決定がとりわけ脅かされることの多かった人びと

に、女性や性的少数者、障害者などがある。これらの人びとの権利保障を念頭におき、多

様な選択と決定とを可能にし、保障するべく、法的・社会的な整備がなされる必要があ

る。性と生殖に関する権利とは、単に産むことだけではなく、親密圏における安全の保

障、出産・育児と労働の両立など、性と生殖にかかわる事柄を人びとの生活の重要な側面

として認め保護することにかかわっており、その権利の保障によって安全・安心に妊娠・

出産・育児にかかわることができるようになることこそ、産むことへの障壁を取り除いて

いくことでもある。具体的には、 

 

b1. 少子化対策における、身体と性にかかわる多様な選択の保障と自律性の尊重。 

自民党の少子化対策は、「女性手帳」や高校保健体育副教材「健康な生活を送るため

に」（改訂版）、前々回の国会で提出された「女性の健康の包括的支援法案」などに見ら

れるように、「（婚姻を促進し、その結果として）子どもを産ませる」方針を基本とす

る。しかし、上記 Aで示したように、差別的民法規定の撤廃、事実婚を含む多様なパート

ナーシップや単親の親密圏の制度的保障が実現されていない現在、子どもを産むか産まな

いか、いつ産むのか、子どもを育てる意思があっても産めない場合にどうするのか、など

に関して、各人の選択肢が十分に保障されているとは言えない。現状況下でのこのような

方針は、女性や性的少数者の性的自己決定権を侵害する可能性がきわめて高い。 

 

b2. 妊娠とその継続とにかかわる女性の自己決定権の尊重にもとづく、堕胎罪の撤廃と、

避妊および安全な妊娠中絶の情報と手段へのアクセスの保障。 

 

b3. 性と生殖に関する健康にかかわる取り組み：多様なセクシュアリティや性的選択を前

提とした、初等・中等教育における性教育および公衆衛生政策の実施。 

有村少子化相（当時）のお墨付きで 2015年に発表された高校保健体育副教材「健康な

生活を送るために」（改訂版）は、女性の妊娠出産を促そうとするあまり女性身体に関す

る医学的に根拠のない情報を提示したものとして、批判された。しかし同時に、性的合意

形成の重要性、避妊やセイファーセックスについての具体的な知識、安全な緊急避妊の方



9 

 

法、同性間性愛の存在など、青少年にとってアクセス可能であるべき性に関する正確な情

報がこの副教材から欠落していることも、性と生殖に関する健康を脅かす問題としてあげ

られるべきである。 

 

b4. セクシュアル・ハラスメントや性的暴力の根絶。 

都道府県の男女雇用均等室に寄せられる相談のうち、毎年半数以上はセクシュアル・ハ

ラスメントに関する相談であり、働く女性にとってセクシュアル・ハラスメントが日常的

に直面している問題であることが伺える。セクシュアル・ハラスメントは、職場における

男女間の地位の格差を背景に、女性を対等な労働者としてではなく性的対象として扱う習

慣によって成立しており、このことは女性の労働環境を著しく悪化させている。職場にお

ける性暴力の問題としてセクシュアル・ハラスメントに厳しく対処することなしには、女

性労働力の活用はありえない。 

 

 

（図 7 厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表」プレスリリース資

料より）  

 

また、内閣府「男女間における暴力に関する調査」によれば、異性から無理やりに性交

された経験をもつ女性は 6.5％、特定の異性からの執拗なつきまとい等の被害経験をもつ

女性は 10.5%（うち、命の危険を感じた経験のある人が 28.9%）にのぼる。しかし前者の

うち、誰かに打ち明けたり相談したりした被害者の割合は 3割程度に過ぎない。性暴力対

する偏見や被害者支援の不足から、多くの被害者が誰にも言えないまま心身に不調をきた

すなど生活困難な状況におかれている。とりわけ日本の刑事司法過程では、警察官や裁判

官のジェンダーバイアスから、被害者のプライバシーへの配慮が足りなかったり、被害者

の落ち度が過度に問われたりすることで、被害者が二次被害にあうことが少なくない。ま

た、被害者が「抵抗できない」現実が十分認識されず、強姦罪の構成要件である「暴行又

は脅迫」の程度が必要以上に高く要求されてしまうことがある。こうした状況はいっそう

被害者の相談を難しくしてしまうものであり、警察官に対するジェンダー教育や、強姦被

害者保護法の整備が望まれる。また、男性は現行刑法のもとでは強姦罪の被害者となるこ

とができず、男性の性暴力被害は被害の打ち明けにくさとあいまって潜在化しやすい。世

界的には強姦罪の構成要件の一部を「女性器に対する男性器の挿入」から「身体に対する
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身体の一部または器物の挿入」等へと変更し、男女の別なく被害者となるよう法改正がお

こなわれてきている。日本でも現在「性犯罪の罰則に関する検討会」で検討されているよ

うに、強姦罪の構成要件および強制わいせつ罪との関係を見直すことで、男女問わず性的

自己決定権の保護がおこなえるよう法改正をおこなうべきである。 

 

C. 公的領域における性別や性的指向、性別自認にもとづく差別の撤廃 

 

上記 A.および B.はともに性別や性的指向、性別自認にもとづく差別の撤廃にかかわ

り、女性と性的少数者の権利保障の重要な一環となるものである。しかし、性別や性的指

向、そして性別自認にもとづく差別は、この二領域に限られるものではない。二回にわた

る国連人権理事会の普遍的定期審査（UPR）や、国連女性差別撤廃委員会、国連自由権規

約委員会などにおいて、性別や性的指向にもとづく差別撤廃措置を重ねて勧告されている

にもかかわらず、その多くについて日本は法的・社会的に有効な取り組みをおこなってき

ていない。これらの勧告に沿った性別、性的指向および性自認にもとづく差別の撤廃は、

「人権先進国」として国際社会に範を示しうる「厚みのある社会」を目指すにあたって、

不可欠である。具体的には、 

 

c1. 女性差別撤廃条約第 1条に従った差別の法的定義。 

女性差別撤廃条約第 1条は以下のとおり。「この条約の適用上，「女子に対する差別」

とは，性に基づく区別，排除又は制限であって，政治的，経済的，社会的，文化的，市民

的その他のいかなる分野においても，女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が

男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し，享有し又は行使することを害し又

は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」 

国連女性差別撤廃委員会による「女性差別撤廃委員会最終見解」(CEDAW/C/JPN/6)は、

この定義を日本の国内法に十分に取り入れることを要請しているが、それに対応する法の

制定や改正はされていない（「女性差別撤廃条約に基づく第 7回及び第 8回日本政府報告

書に対する日本弁護士連合会の報告書」より）。 

 

c2. 教育・研究、雇用、政治活動などをふくむ公的活動や意思決定プロセスにおける女性

の参画の拡大。クオータ制の導入。 

安倍政権の女性活躍推進施法は、根本的な女性雇用の改革に手をつけないままの数値目

標のみを掲げるもので、実効性に乏しい内容となっている。1986年の男女雇用機会均等法

施行にはじまる男性中心的な雇用環境の下での「機会の平等」において、平等を達成した

のは一握りの正社（職）員女性であり、子育てとの両立から多くの女性が仕事を辞めてい

る状況は変化していない。意思決定プロセスにおける女性の参画の拡大のためには、一方

で徹底した両立支援・就業継続支援により指導的地位につける女性の数を増やすこと、他

方で一定の数を女性に割り当てるクオータ制の導入など「結果の平等」を促進することが

求められる。クオータ制は、ジェンダーギャップ指数で上位に位置するノルウェー、デン

マークの他、2004年には韓国の比例代表選挙にも導入され，女性議員比率増加を実現して

いる。 
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特に政治の分野については、2010年の第 3次男女共同参画社会基本計画において「各政

党に対して、インセンティヴの付与、具体的な数値目標の設定、候補者の一定割合を女性

に割り当てるクオータ制の導入などを検討するように要請する」と明記されており、クオ

ータ制の実施が求められている。本基本計画は、女性差別撤廃委員会 2009年の「総括所

見」における「学界の女性含め、女性の雇用及び政治的・公的活動への女性の参画に関す

る分野に重点を置き、かつあらゆるレヴェルでの意思決定過程への女性の参画を拡大する

ための数値目標とスケジュールを設定した暫定的特別措置を導入するように締約国に要請

する」との要請を受けて策定された。 

 

c3. 女性差別撤廃条約選択議定書の批准をふくむ、女性に対する差別や暴力などの人権侵

害に対する取り組み。 

選択議定書（2000年発効）は、女性差別撤廃条約締結国の個人または集団が、条約の違

反による被害について女性差別撤廃委員会に直接に申立をする制度を定めたもの。 

 

c4. 複合差別をうけるマイノリティ女性（外国人を含む）の人権擁護に向けた取り組み。

日本人男性と婚姻関係にある外国人女性の在留資格の扱いの改善。 

「女性差別撤廃委員会最終見解」(CEDAW/C/JPN/6)は、マイノリティ女性への複合的差

別撤廃のための政策枠組みの導入、マイノリティ女性の現状の調査、および意思決定の場

へのマイノリティ女性代表の指名、などを要請している。 

とりわけ、2012年の改正出入国管理及び難民認定法が、配偶者ヴィザをもつ女性が正当

な理由なく配偶者としての活動を 6ヶ月以上行わなかった場合、および正当な理由なく届

け出の住居地に居住しなかった場合、在留資格取り消しを可能とするものとしたことにつ

いては、外国人女性が親密圏内での暴力（DV）の被害にあっても、それを逃れて支援を求

めることを困難にするものだと指摘されている。 

 

c5. 女性、性的少数者、および児童の性的搾取への取り組み。とりわけ、売春防止法の見

直しを通じた女性セックスワーカーの安全と権利の保障および、性的少数者「男性」のセ

ックスワーカーの安全と権利の保障。 

売春防止法第 5条が売春女性を処罰するものとして実質的に性差別的な法規定となって

いることは、国連の女性差別撤廃委員会からも懸念と対策の要請とが示されている（「女

性差別撤廃委員会最終見解」(CEDAW/C/JPN/6)）。また、日本弁護士連合会による「刑法

と売春防止法等の一部削除等を求める意見書」（2013年 6月 21日）は、この規定が実際

のセックスワークの現場における性暴力や労働法規違反などの人権侵害被害申告を困難に

し、被害を潜在化させることも指摘している。また、同法第三条の「補導処分」について

も「性産業に関わった女性をさらに社会から排除する」ものとして廃止を要請している。

セックスワークにおける差別や人権侵害については、現行の「売春防止法」がカバーしな

いとりわけ性的少数者の男性セックスワーカーを含め、セックスワーカーの人権と安全の

保障を優先した包括的な見直しがなされるべきである。 

 

c6. 雇用、医療、教育、メディア表象などの社会生活における性的指向や性別自認にもと
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づく差別禁止のための法律や制度の整備。包括的反差別法の制定。 

国連人権高等弁務官事務所の 2011年の報告書（A/HRC/19/41）が指摘するように、レズ

ビアンやバイセクシュアル女性、トランスジェンダーの人びとは、とりわけ私的領域にお

ける性暴力や医療従事者からの差別を受けやすく、これは上記 c4.の複合差別への取り組

みともかかわるものである。同報告書結論部における加盟国への勧告で、日本の現状に関

連するものは、以下の通り：性的指向や性別自認を根拠とする迫害を逃れてきた人びと

が、その生命や自由が脅かされる領域に送り返されることのないよう、難民に関する法と

政策とにおいて性的指向や性別自認を理由とする迫害を難民申請の有効な根拠として認め

ること(84(c))；包括的反差別法を成立させ、性的指向と性別自認を根拠とする差別の禁

止を含むこと、性的指向と性別自認を根拠とする差別に立ち向かうことが国の人権機関の

権限に含まれるようにすること（84(e)）；警察、刑務官、国境警備員、入管職員ほかの

法執行官のための適切な啓発およびトレーニングのプログラムを実施し、同性愛嫌悪やト

ランス嫌悪に対抗する公共情報キャンペーンや、学校における反同性愛キャンペーンをサ

ポートすること（84(g)）；トランスジェンダーの人びとに対する本人の望む性別の法的

承認を促進し、関連する身分証名書類が望む性別と名前を反映し、それ以外の人権を侵害

することなく再発行されるような手配を整備すること（84(h)）。 

 

 
 

（図 8 性的指向および性別自認に基づく雇用差別禁止の法律の有無。紫：すべて禁止、

青：性的指向に基づく雇用差別禁止、薄いピンク：性自認に基づく差別禁止、濃いピン

ク：公的雇用における差別禁止、水色：公的雇用における性的指向に基づく差別禁止。

Wikipediaより転載） 
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（図 9 ヘイトクライム法。紫：性的指向および性自認に関するヘイトクライム法。青：性

的指向に関するヘイトクライム法。Wikipedia より転載） 

 

 

 

（図 10 差別扇動の禁止に関する法。紫：性的指向および性自認に基づく差別扇動の禁

止。青：性的指向に基づく差別扇動の禁止。Wikipediaより転載） 

 

c7. 性別自認の尊重：トランスジェンダーの人びとの性別変更要件の緩和、不必要な性別

記入要請の撤廃、「男」「女」以外の性別の導入の検討。 

とくに「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」第三条における「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」「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」の規定は、世界的にみ

て急速に保障の動きが高まりつつあるトランスジェンダーの人びとの性別自認の権利を大
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きく侵害するものである（2012年にアルゼンチンで成立した「ジェンダー自認法」は、外

科的なあるいはホルモン投与を通じた身体外観の変容をともなうことなく、また、医療に

よる承認手続きも必要としない形で、自認にもとづく法的性別変更を認めた点で、きわめ

て先進的なものとされる。また、同改正法が性別再適合手術を法的な権利として認め、保

険適用対象としたことも、注目された。性別変更の要件として不妊手術を課すことが人権

侵害にあたるとの見解が、複数の国連機関による共同声明として出されている。（OHCHR/ 

UN Women/ UNAIDS/ UNDP/ UNFPA/ UNICEF/ WHO, 2014, ”Eliminating forced, coercive 

and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement,” pp.7-

8））。また、同条の「現に婚姻をしていないこと」「現に未成年の子がいないこと」

は、上記 Aで示した多様なパートナーシップと親密圏の保障を阻害するものと考えられ

る。 


