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―今日の憲法記念行事では非常に

ないように見える人たちでも、LGBT

なのか、あまり予備知識がない方な

興味深いお話を聞かせていただ

がどのような人たちか、日本の中で

のかが分からなかったので、啓蒙

きました。今日の企画について、

LGBT の人たちがどのような問題に

の場とするか進んだ議論の場とする

ざっくばらんな感想をお聞かせ

直面しているのか、さらには、自分

か整理をした方が議論を掘り下げ

ください。

の家族の中にLGBTがいた場合どの

ることができたかもしれません。

3 年ぐらい前まではLGBTがどの

ように受け入れるべきか、というよ

―色々な立場からお話を聞くこと

ような人たちなのか広く認知されて

うなことを考えて自分の意見を形成

いなかったですが、この 1 ～ 2 年

する段階にまで到達している人も増

LGBTといってもそれぞれが置か

の間に急速に広く理解されるように

えています。今日の講演を聞きに来

れている状況もコミュニティーのあ

なりました。一見、LGBTと接点が

られた方がそのような段階にある方

り方もかなり異なります。私はゲイ

ができました。
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なので、トランスジェンダーやレズ

なかったバイセクシュアルの方やト

を見直す必要があります。法律が

ビアンのことを正しく伝えるための

ランスジェンダーの方の話を聞くこ

あってスタンダードができ、私たち

場数を踏んでいないため、トランス

とは重要です。トランスジェンダー

はそれを指標として生活しています。

ジェンダーやレズビアンのことを話

の方は、トランスジェンダーである

信号を渡ったり、買い物をしたりと

すときは英語でも日本語でも不安を

ことが自分の生活や生業のあり方に

いった日常生活の中でも、法律は

感じています。ですから、私にとっ

直結していることが多いのですが、

私たちの指標として行動に影響を

ては、仲岡さんや村木さんと一緒

その状況が見えると、普段そのこと

与えています。LGBT のように、今

に考えていることを話し合ったり質

を意識せずに生活している人たち

まで知らなかった他者が目の前に現

問を投げ合ったりできたのはありが

が理解をしたり共感をしたりするこ

れたときに、どのような態度をとる

たい機会でした。今日はゲイ、レズ

とができます。

のかという判断をするにあたっては

ビアン、MtFトランスジェンダーか

―LGBT を取り巻く日本の状況に

法律が無意識のうちに影響を与え

らの発言はありましたが、FtMトラ

ついて、
何か感じていることはあ

ます。

ンスジェンダーの方もいた方が良か

りますか？

―今日の講演で、
LGBT の人たちは

ったですね。私にはFtMトランスジ

日本ではバイセクシュアルの人た

家族に受け入れられなくて悩ん

ェンダーの知り合いが何人もいます

ちの姿かたちや主張がほとんど表れ

でいる人が少なくないという話

が、私には彼らの意見を代弁する

ていなくて、議論の俎上に載せら

題がありましたが、法整備によっ

ことはできませんので。

れていないと感じます。バイセクシ

てそのような状況も変わるでし

―最近は日本でも LGBT の存在が

ュアルのコミュニティーはネット上

ょうか。

可視化され始めていますね。

にはあるとは聞きますが、リアルに

子どもが両親に対してゲイである

村木さんは20年以上も自分の人

集まって活動できる場はゲイ、レズ

と伝えたとき、親は、世代的に叩き

生をかけて活動していらっしゃるし、 ビアン、トランスジェンダーと比較

こまれてきた意識から、戸惑ったり

仲岡さんや私のようにLGBTである

して少ないと思います。私は、バイ

拒否反応を示したりすることがある

ことをオープンにして活動をする人

セクシュアルという生き方が、スト

かもしれません。そこには子の将来

が目に見えるようになってきていま

レート（編集部註 : 一般的に、異性

の幸福が見通せないという背景もあ

す。日本では、そのような人たちが、 を恋愛の対象とする人のことを指す

ると思います。自分の子が他の人た

啓発活動をし、ロビー活動をし、企

言葉）やゲイ、レズビアン、トラン

ちと同等に人生を切り開けないので

業研修をして人材育成につなげる

スジェンダーがどういう生き方であ

はないかと心配して戸惑うのだと思

など非常にいい仕事をしています。 るかということを逆に照射すること

います。やはり制度を変えることが

ただ、注意が必要なことは、私もそ

もあると思います。

必要です。

うですがLGBTとして活動していな

―日本社会で LGBT に対する差別

―日本でそのような変化を期待す

い多くのLGBTの存在がまだまだ見

がどのように表れていると感じ

えていないということです。町内会

ますか？

ることはできるでしょうか。

日本はこの数年間で本当に社会

の副会長であったり、近所の歯医

日本で見られる差別は大きく 2

が変化しています。日本社会の資

者さんであったり、理髪店のバイト

つに分けることができます。1 つは

質として「ここに価値がある」とい

の人など、普通に生活している人

世代を超えた歴史的な経緯の中で

うことが認められたときは、とても

の中で LGBT であるということをオ

叩きこまれて継承してきた差別意識。 スピーディーに社会の意識が変わ

ープンにして活動している人は極め

もう 1 つは法律や制度上の差別で

ることがあると感じています。

て少ないのが現状です。その現実

す。いずれの差別についても、社

―同性婚に対する社会の意識も変

について意識を喚起することは重要

会の意識を変えただけでは解消で

なことです。これまで活動をしてこ

きません。差別を生み出す法制度

4 | OBA Monthly Journal 2019.7

わってきています。

私は日本でも同性婚を認めるこ

OBA MJ
OBA MJ

OpinionSlice
OpinionSlice

とが最優先課題だと思っています。

する権利が認められ、制度として

―今日の講演では
「同性婚はだれの

この問題が解決されれば、他の制

の同性婚が実現したわけです。多

幸せも引き算しない」
というフレ

度も順に変えることになって、制度

くの市民はその現実を認めています。

ーズが印象的でした。同性婚に

上の差別がなくなっていく大きなき

―日本で同性婚を実現するために

違和感を持っている人に対して

っかけになります。日本では同性婚

どのような課題があると思いま

そのメッセージを伝えることは

の裁判も起こされましたが、同性婚

すか。

できるのでしょうか。

の実現はとても重要です。
―アメリカでは2015年の連邦最高

日本ではまだ同性カップルによる

「人権とかそういうことは分かるけ

平等な結婚が認められていません。 れども、ちょっと待って。男同士で

裁判決によって同性婚が認めら

しかし、最近の世論調査によると、

結婚？どっちが夫でどっちが奥さ

れることになりました。同性婚の

世代間の差はありますが半数を超

ん？」という感じで戸惑っている人が

実現によって社会の意識に変化

える人々が肯定的な意見を示して

たくさんいるかもしれません。その人

はありましたか？

います。ですから、あとは意識の問

たちに、同性カップルが結婚してい

アメリカの状況を見ると、くっき

題ではなく、するかしないかの問題

るという事実が、彼やその家族一人

りと分かれていて、日本以上に同性

だと思います。むしろ、同性婚が制

一人に光になるということを丁寧に伝

婚に対する違和感を持つ人は多い

度化されることを前提として、それ

える必要があると思います。そのた

かもしれません。ただ、連邦最高

に違和感を持つ人に理解してもら

めには、知識を伝えるだけでは足り

裁判所の判決によって等しく結婚

うための手当てが大事だと思います。 ません。音楽やアニメやテレビ番組、
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町中の居酒屋での交流などを通じて、 ょうか。もう一つは、情報通信技術

期までは「代言者」と呼ばれた弁

一人一人のストーリーを想像できる

の発達です。情報通信技術の発達

護士は「者」なんです。
「者」はそ

ような時間と空間を作ることが日本で

によって、私たちは他者との距離が

の人たちの職能を行使することによ

は特に大事だと思います。

近くなっています。それによって窮

ってしか救われない人がいますので、

―その点についてアメリカとの違

屈を感じる人もいると思いますが、

社会の中の重要な一角を占めてい

自分と異なる他者から目を背けづら

ます。特に性自認や性的指向に関

い状況を作っているともいえます。

しては、私は医師と教育者、法曹

が対立していたとしても、それに折

マクロな視点から見れば、LGBT が

は非常に重要な能力を持っている

り合いをつけるのが民主主義だとい

あらゆる産業分野のイノベーション

と思います。弁護士に関しては、不

う共通の理解があります。民主主

に繋がる可能性が認識されるように

公平な扱いを受けたときに権利を守

義の中で手を打った問題は受け入

なってきています。現実には生活上

るという大切な役割があります。ま

れるという文化があるのです。その

の様々な困難に直面している人がた

た、個々の弁護士の取組だけでは

ような文化がない日本では、むしろ

くさんいることを忘れてはいけませ

なく、弁 護 士 会 や法 曹 界として

一人一人に想像、理解させるため

んが、そのような価値が見いだされ

LGBTを一つのイシューとして捉え、

にどのように距離を縮めるかという

ている状況は千載一遇のチャンスで

発信する立場を鮮明にしていること

ことが大事です。このような日本型

もあるということです。

も重要な意味を持っています。弁

民主主義の特性からいうと、自治体

―弁護士が LGBT の問題に取り組

護士は日常的に法律を運用してい

で認められるようになってきている

むことにどのような意義がある

ます。法律と現実の問題との間の

同性パートナーシップ制度を広げて

と思われますか。

乖離を気づかせてくれる弁護士の

いはありますか。

アメリカでは、市民の間で信念

いくことによって国会議員に「同性

弁護士は医者や教育者と同じく

役割はとても重要です。具体的な

婚を実現しても自分の支持基盤は

代行がきかない職能を持っていま

事例や判例を積み重ねて、LGBTの

崩れない」と納得させることが重要

す。江戸時代は役者、学者、芸者

人たちがどのような困難に直面して

になってくると思います。

など最後に「者」がつく人は代行

いるのかを明らかにしていくことで、

―日本で LGBT に対する理解が進

がきかなかった。侍は身分上は一

LGBTに関する議論はさらに深化す

んできている要因はどこにあり

番上ですが代行がきくんです。侍

るに違いない。そのように思います。

ますか？

に権限は与えられていたけれども決

一つは、日本社会全体として他者
と向き合う必要が生じていることが
挙げられます。日本では少子化・高
齢化が進んでいて、終身雇用制度
や護送船団的な日本のビジネスモデ
ルが事実上破綻しています。そのよ
うな中、外国人の受け入れ態勢を整
えたり、一人一人が力を発揮できる
社会を構築したりする必要に迫られ
ています。このように、日本社会で
は一人一人の意識の中に自分と他
者との関係を練り直すことの必要性
が芽生え始めているのではないでし
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められた職能はありません。明治初

（ 写 真 撮 影：高広信之

インタビュアー：林 裕之、三輪晃義

）

