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２０１８年７月１８日（水）
瀧川ゼミ ＠４４１０

小林龍ノ輔 大畑亜莉紗 白石理沙子 大澤紗都

アウティング

論点

現在、LGBT への関心が高まっている。

一橋大学院で、同性愛であることを暴露された生徒が自殺した事件が発生した

こともあり、今年 4 月から国立市では「アウティング」禁止条例（正式名称「国

立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」）が施行されている。

しかし、国として「アウティング」を規制する法律は存在しない。

そこで、全国的にも「アウティング」を禁止する法律を施行すべきか。

※尚、この法律の内容は国立市の「アウティング」禁止条例と同様にする。
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１．アウティングとは

・アウティング：他人の秘密を暴露すること。他人のセクシュアリティーを暴露する場合に
多く用いられる。（コトバンクより引用）
→性的少数者（LGBT）であることを、第三者が本人の同意を得ずに明らかにすること

◯カミングアウトとの違い

カミングアウト：①公表すること。人に知られたくないことを告白すること。
②同性愛者であることを公言すること。
③性同一性障害者が、自分がそうであると告白すること。

（コトバンクより引用）

カミングアウトすることは、当事者にとって勇気のいることであり、また非常にリスキーで
ある。そのため、当事者はカミングアウトするか否かについて慎重に検討する必要があると
考えられている。

カミングアウトした場合、性や恋愛の問題だと捉えられがちだが、それのみではなく、人の
尊厳やアイデンティティに関する問題である。

カミングアウトするか否かは当人の選択の自由であり、カミングアウトしない自由も当然
に認められるべき権利である。
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LGBT 総合研究所の調査によると、「仕事や生活に支障がなければカミングアウトしたい」
という人が 41.5％であり、過半数がカミングアウトを望んでいなかった。

◯アウティングの問題点

アウティングをすることで他者の性的指向や性自認といった非常にパーソナルな情報を広
めることは当人に対してのプライバシー侵害になる

カミングアウトの場合は本人が望む人のみに知られるが、アウティングの場合は本人の望
まぬ人にしられてしまう

アウティングされることで周囲との関係が変化し、生き辛さを感じたり、差別にあったり、
SOGI ハラにあってしまう
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SOSHI BLOGより

豊島区 多様な性自認・性的指向に関する対応指針より



5

一方で、なぜアウティングしてしまうのか

・打ち明けられたことに対して一人で受け止めきれない
・どう接していいかわからなくなってしまう
・あまり深く考えていない（悪意はない）
→カミングアウトされた側のサポートも必要
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２．アウティングに関する条例

〇国立市

国立市で 4 月 1日、全国で初めて「アウティング禁止」が盛り込まれた条例が施行された。
正式名称は「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」。

（目的）
（第１条）この条例は、男女平等参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、教育機関
及び事業者等の責任を明らかにし、並びに施策の基本的事項を定めることにより、市の男女
平等参画に係る施策の総合的かつ経過悪的な推進を図り、もって全ての人が、性別等を理由
とした人権侵害や暴力を受けることなく、その個性と能力を十分に発揮して自分らしく生
きることができる社会を実現することを目的とする。
（用語の意味）
（第２条）この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。

(１) 男女平等参画 全ての人が、性別、性的指向、性自認等にかかわりなく個人として
尊重され、その個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野における活動に参画すること
をいう。
(２) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内で学ぶ者その他市内で活動をする者
をいう。
(３) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他のあらゆる教育に携わる個人
及び法人その他の団体をいう。
(４) 事業者等 営利又は非営利にかかわらず、市内で事業活動を行う個人及び法人その
他の団体をいう。
(５) 性的指向 異性を対象とする異性愛、同性を対象とする同性愛、男女両方を対象と
する両性愛、いずれも対象としない無性愛等の人の恋愛や性愛がどのような性を対象
とするかを示す概念をいう。
(６) 性自認 自分が女性又は男性であるか、その中間であるか、そのどちらでもないか、
流動的であるか等の自らの性に対する自己認識をいう。
(７) 複合差別 性別に起因した困難を抱えていることに加えて、しょうがいがあること、
外国にルーツを持っていること等、複合的な困難を抱えている状況に置かれることに
より生じる差別をいう。
(８) ドメスティック・バイオレンス等 配偶者、交際相手、パートナー等の親密な関係
にある者又は親密な関係にあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な
暴力及び特定の人に対して行うつきまとい行為をいう。
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(９) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動等によって、相手や周囲の者に不快感若
しくは不利益を与えること又は相手の就労環境その他の生活環境を害することをいう。
(10) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について、性別
による格差が生じているとみられる場合に、格差是正のために必要な範囲において、当
該機会を積極的に提供することをいう。
(11) エンパワーメント その人の本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整える
こと、又は個人として若しくは社会集団としてあらゆる段階の経済、政治その他の分野
における意思決定の場に参画できるようにすることをいう。

（基本理念）
（第３条）市、市民、教育関係者及び事業者等は、次に掲げる事項を基本理念として、男女
平等参画を推進する。

(１) 性別、性的指向、性自認等による差別的取扱いや暴力を根絶し、全ての人が、個
人として尊重されること。
(２) 性的指向、性自認等に関する公表の自由が個人の権利として保障されること。  

(３) 全ての人が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわ
れることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択
できること。
(４) 全ての人が、性別にかかわりなく、あらゆる分野における活動方針の立案及び決
定に平等に参画する機会が確保されること。
(５) 学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、生涯を通じた男女平等
参画意識の形成に向けた取組が行われること。
(６) 全ての人が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における
活動の調和の取れた生活を営むことができること。
(７) 全ての人が、妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利を認め合い、生涯にわ
たって自分らしい生き方を選択できること。  
(８) 性別による差別的取扱い及び複合差別を理由として、困難な状況に置かれている
人を支援するための取組が行われること。
(９) 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解すること。  

（市の責務）
（第４条）
市は、前条に規定する基本理念（以下単に「基本理念」という。）に基づき、男女平等参画
社会を実現するための施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な措置を講じなけれ
ばならない。
２ 市は、男女平等参画を推進するに当たり、市民、教育関係者、事業者等、国及び他の地
方公共団体その他の関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。
（市民の責務）
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（第５条） 市民は、基本理念に基づき、男女平等参画について理解を深めるとともに、家
庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野の活動において、男女平等参画の推進に
努めるものとする。
２ 市民は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現するよう努
めるものとする。
（教育関係者の責務）
（第６条） 教育関係者は、男女平等参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、基本理念
に基づいた教育を行うよう努めるものとする。
２ 教育関係者は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現する
よう努めるものとする。
（事業者等の責務）
（第７条） 事業者等は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、積極的に男女平等
参画の推進に努めるとともに、全ての人が家庭、地域及び職場における活動の調和の取れた
生活を営むことができるよう環境の整備に努めるものとする。
２ 事業者等は、市が実施する男女平等参画の推進に関する施策に協力し、共に実現するよ
う努めるものとする。
（禁止事項等）
（第８条） 何人も、ドメスティック・バイオレンス等、セクシュアル・ハラスメント、性
的指向、性自認等を含む性別を起因とする差別その他性別に起因するいかなる人権侵害も
行ってはならない。
２ 何人も、性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も、強制し、若しくは禁止し、又は

本人の意に反して公にしてはならない。

３ 何人も、情報の発信及び流通に当たっては、性別に起因する人権侵害に当たる表現又は
固定的な役割分担の意識を助長し、是認させる表現を用いないよう充分に配慮しなければ
ならない。 

条例の中のアウティングに関するポイントは以下の 3点。

➀カミングアウトの自由が個人の権利として保証される。
➁アウティングの禁止に加えて、カミングアウトを強制することも、カミングアウトさせな
いようにすることも禁止。
➂条例では罰則規定はないため、アウティングが罪に問われる訳ではない。しかし、苦情処
理の仕組みを設けており、市が適切な処理を講ずるとしている。

➡アウティング禁止が盛り込まれた背景には、一橋大学でゲイの大学院生がアウティング
を理由に自死してしまった事件がある。
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同級生に同性愛者であることをアウティングされたことが原因で一橋大学法科大学院生だった長

男＝当時（２５）＝が自殺したとして、東海地方に住む両親が同級生と一橋大学を相手取り計３０

０万円の損害賠償を求めた訴訟

2015年 4 月、A は友人だった一橋大学法科大学院の同級生 Z に「はっきり言うと、俺、好
きだ、付き合いたいです」と LINE を通じてメッセージを送り、Zは「付き合うことはでき
ないけど、これからもよき友達でいて欲しい」と返信した。その後も A は友達として Z を
食事や遊びに誘っていた。同年 6 月、Zが、A もメンバーである友人同士の LINEグループ
に「俺もうお前がゲイであることを隠しておくの無理だ、ごめん。」とのメッセージを投稿
したため、友人内に A がゲイであることが伝わってしまった。その後、A さんは Z さんを
見ると動機・吐き気が起こるようになり、心療内科に通い始めた。大学側の相談室や法科大
学院の教授にも相談していたが、同年 8 月、クラス全体の LINE グループに「〈同級生の本
名〉が弁護士になるような法曹界なら、もう自分の理想はこの世界にない」「今までよくし
てくれてありがとうございました」と投稿した直後、校舎のベランダから飛び降り、亡くな
った。

この事件で原告側は、暴露までする必要はなかったと反論している。遺族側代理人の南和
行弁護士は、会見で次のように語り、暴露に至ったのは同性愛者を腫れ物のように捉えて
いたからではないかと指摘した。「亡くなった男子学生は、『これからもよき友達でいて
欲しい』と言われたから、今まで通りの付き合いをしようとした。男女でも告白後、『友
達で』と言われてギクシャクすることはある。そのときは、『やっぱり親しくできない』
と言えばいいだけで、暴露する必要はない

また、原告側は大学側が適切な対応をしていれば、自殺を防げたとして、大学側の責任も
問うている。Aが相談室や教授、保健センターに相談を持ち掛けていたからだ。

原告側弁護士は、アウティングが違法な加害行為であるとしたうえで、「アウティングが
違法かどうかが一番大きな争点。同性愛をばらされることで、同性愛者が危機的な心境に
なるのは、同性愛者が差別にさらされる現実が社会にあるからだ。そうした差別があるこ
とを裁判で明らかにしたい」と語った。アウティングをした Z さんには不法行為の責任が
あり、大学側にはアウティングを防げず、事後対応を誤った責任があるとしている。

一方被告である Z 側は、「アウティングは不法行為ではない。交際を断ったにも関わらず、
食事に誘ったり、遊びに行こうと言ったり、いろいろな連絡をしてくることが理解できず、
精神的に追い詰められた。A を避けるために友人たちからも距離を置かざるをえなくなっ
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た。その苦しい状況を他の友人たちに理解してもらうには、アウティングするしかなかった」
としている。
一橋大学側は「Aの死は突発的な自殺行為によってもたらされたものであって、被告大学

の様々な配慮にもかかわらず防止することができなかったことは遺憾ではあるが、人知の
及ぶところではない」としている。

この裁判は、2018 年 6 月に、同年 1 月 15 日に遺族と Z 側との間で和解が成立したと公に
された。具体的な内容は郊外禁止条項により明らかにされていない。
また、一橋大学との裁判は継続となっている。

〇筑波大学

筑波大学で改訂されたガイドラインには、カミングアウトが「当事者の自己決定に属するこ
とを踏まえ、情報のコントロールに留意する必要がある」とした上で「（アウティングは）
当事者に精神的苦痛を与えます。故意や悪意によるアウティングに対しては、本学はハラス
メントとして対処します」と明記している。
また、3 月には筑波大学が LGBT の対応ガイドラインを改訂。故意や悪意によるアウティ
ングをハラスメントとして対処するとした。

海外のアウティング事情

〇アメリカ

2010年、ラトガース大学の学生だった当時 18 歳のライター・クレメンテ氏が自殺。
クレメンテ氏は、自身のセクシュアリティを公にせずに学生生活を送っていたが、彼が寮の
部屋で男性の来客をキスしているところをルームメイトがウェブカメラで撮影、それをネ
ット上で配信してしまった。これを苦にしたクレメンテ氏は 18 歳の若さで、橋から飛び降
り自殺した。
クレメンテ氏の自殺後、ルームメイトはプライバシー侵害の容疑で訴追。2012 年に有罪判
決を受け、3週間刑務所に服役した。

先ごろ開催されたリオ五輪では、アメリカのネットメディア「デイリービースト」のニコ・
ハインズ記者が書いた、リオでゲイ向けの出会い系アプリを使用している複数のアスリー
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トについての記事が波紋を呼んだ。記事中で名指しこそしなかったものの、容姿やリオ大会
での成績などが書かれており、アスリートの特定が可能となっていた。少なくとも一人はセ
クシュアリティをオープンにしていないアスリートであるとされ、実質的なアウティング
であると批判を受けた。
世界には同性愛を違法としている国、刑罰として死刑に処せられる国もあることから、「オ
リンピックという国際大会に参加しているアスリートに対してアウティングをすることは、
命にかかわる危険な行為である」との指摘もある。その後、デイリービーストは謝罪、記事
は削除された。
また同時期、秘密漏洩サイト「ウィキリークス」が実名で、サウジアラビアの男性が同性愛
者であると暴露したことも波紋を呼んだ(サウジアラビアでは同性愛は死刑とされている)。
アウティングは様々な状況下で起こり、個人的なレベルで苦痛をもたらし、最悪のケースに
つながってしまう可能性があれば、国から刑に処される可能性もある。

〇ロシア

ロシアではアウティングに関してはあまり傾注されていないが、そもそも性的指向の公表
の自由がないので、アウティングの問題になりづらいのだと思われる。（公にすると罰せ
られる。）
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３．SOGI ハラ

SOGI ハラとは、好きになる人の性別（Sexual Orientation）と、自分の性別についての認
識（Gender Identity）の頭文字である「S O G I」と、ハラスメントと組み合わせた造語。
好きになる人の性別や、自分の性別についての認識に関わることで差別的な扱いを受け

たり、発言をされたり、いじめや暴力といった精神的・肉体的な嫌がらせを受けることを
SOGI ハラと呼ぶ。

SOGI ハラの例

・差別的な呼称
オネエ
オトコオンナ etc…

・差別的な言動
「ホモ/レズって気持ち悪い」
「オトコオンナって変だよね」

・学校や職場でのいじめ、差別的な扱い
学校で「ホモ」とからかわれ、無視・暴力を振るわれる
職場で「オネエ」とあだ名をつけられ、何かとからかわれる etc…

・望まない性別での生活の強要
望まない性別の制服を着用するよう言われる
職場で「女性なのだから化粧をするように」と言われる etc…

・不当な異動や解雇、不当な入学拒否や転校強制
「髪を切らないのなら仕事を辞めろ」と言われる
カミングアウトしたら理由なく異動をさせられた etc…

●アウティング
上司にカミングアウトしたら、職場で自分のセクシュアリティが広まってしまい、好奇な目
で見られるようになった
友だちにレズビアンであることを周囲にバラされてしまい、学校でからかわれるようにな
った etc…
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SOGI ハラ対策

厚生労働省は、職場での性的少数者（ＬＧＢＴ）への差別的な言動がセクハラとなること
を男女雇用機会均等法の「セクハラ指針」に明記しており、2017 年１月から適用されてい
る。
以前も、ＬＧＢＴへのセクハラがあった場合、事業主は加害者の配置転換や処分など適切

な対応をする義務があった。しかし明文化されていないため、差別的な発言をされたＬＧＢ
Ｔが事業主に相手にされず、泣き寝入りするケースがあった。
ＬＧＢＴへの関心が高まっていることもあり、指針の改正案に被害者について「性的指向

や性自認にかかわらず対象となる」と新たに盛り込まれた。

セクハラ罪？

セクハラ行為の多くはもともと存在した法律で処罰される。
例）
・「Ａ子は誰とでも寝る女だ」などと言いふらす→名誉毀損罪、
・「今夜俺と関係を持たないと仕事がなくなるぞ！」と脅す→脅迫罪、強要罪
・お気に入りの女性一人に残業を命じておいて、二人きりになるや否や無理やりキスをした
り性行為をしたりする                 
→強制わいせつ罪、強姦罪
•オフィスビルの女子トイレに侵入してカメラをしかけて盗撮した場合
→軽犯罪法違反または迷惑防止条例違反

・迷惑防止条例違反
6 ヶ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金刑

・強制わいせつ罪
6 ヶ月以上 10年以下の懲役刑、非親告罪

・名誉毀損罪
3 年以下の懲役刑または禁固もしくは 50 万円以下の罰金刑、親告罪

刑事事件として全てが起訴されるとはかぎらないが、起訴されなくても不法行為と認めら
れれば民事上、損害賠償させることができる。
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４．LGBT とは？

LGBT とは、レズビアン（L）、ゲイ（G）、バイセクシュアル（B）、トランスジェンダー（T）
を指す略語。セクシュアルマイノリティ（性的少数者）の代表的な呼称。

A.日本の LGBT

①人口における割合
企業による LGBTの調査

企業名等 調査時期 調査対象及び調査結果 調査手法
電通ダイバーシテ
ィ・ラボ
（ 株式会社電通
の一組織）

平 27.4 全国の 20～59歳の約７
万人を対象にインター
ネット調査

「ＬＧＢＴ層」に該当する人
は 7.6％

株式会社 LGBT 総
合研究所
（博報堂 DY グル
ープ）

平 28.5 全国の 20～59歳の約１
０万人を対象にインタ
ーネット調査

LGBT に該当する人は約
5.9％
その他セクシャルマイノリテ
ィに該当する人は約 2.1％

日本労働組合総連
合会

平 28.6 全国の 20～59歳の有職
男女約 1,000 人を対象
にインターネット調査

LGBT当事者（性的マイノリ
ティ）は 8.0％

⇒LGBTに該当する人は総人口の約８％。
日本の総人口 1 億 2670 万 6千人なので、単純計算すると 1013 万 6 千人が LGBT。
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②社会の認識

・「LGBT」について知っているか？

（http://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2016/05/HDYnews0601.pdf）
⇒「LGBT」という言葉の認知度は高まってきており、ストレート層でも「知っていた。」
と回答した人が約半数を超えた。だが、「知らなかった。」「内容の理解はしていなかった。」
と回答した人は、LGBT層でも約半数存在する。

※「ストレート」：異性愛者のこと。

・職場の同僚（過去現在問わず）や、近しい友人、親戚や家族に同性愛者、性別を変えた人
がいるか？

http://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2016/05/HDYnews0601.pdf
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（http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/images/nhk/popup_1.png）
⇒「周囲に LGBT の当事者はいない」または「いないと思う」と回答した人が約９割を占
めている。また、年代が上がるほどその割合は高くなる。

http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/images/nhk/popup_1.png


17

B.色々な場面での LGBT

①学校

（http://endomameta.com/schoolreport.pdf）

⇒全回答者の 68％は「身体的暴力」「言葉による暴力」「性的な暴力」「無視・仲間はずれ」
のいずれかを経験していた。内訳は「言葉によるいじめや暴力」(53％)が最も多く、次いで
「無視・仲間はずれ」(49%)が多かった。
グループごとの比較では、性別違和のある男子がいじめや暴力被害のハイリスク層である
ことが明らかになった。性別違和のある男子ではいじめや暴力を経験した割合は 82％にも
上る。内訳は「言葉による暴力」(78%)が最多で、「身体的な暴力」は 48%、「性的な暴力」
も 23%が経験していた。いじめ被害に遭う確率の高さに加えて、いじめの内容が深刻化し
やすいことが示された。
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（http://endomameta.com/schoolreport.pdf）
⇒「学校に行くのがいやになった」など、その時点での影響だけでなく、「今でも、その経
験を思い出すとつらくなる」などいじめや暴力を受けたことがその後の人生にも心の傷と
して残ってしまったている。また、「わざと自分の体を傷つけた」「自殺を考えた」など、い
じめや暴力が希死念慮や自傷行為にも少なからず影響を及ぼしていると考えられる。
特に、性別違和のある男子ではそれらの影響が大きい。
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②仕事
・「LGBT」に対して、どのようなイメージを持っているか。

（https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20160825.pdf）

⇒大半の人は LGBT に対して、「ほかの人と変わらない存在」「差別や偏見を受け、大変な
境遇にある人びと」というイメージを持っており、特に管理職では「ほかの人と変わらない
存在」というイメージを持つ割合が高い。その一方、「テレビ出たりする等、芸術やファッ
ション、芸能等の分野で秀でている人びと」「一部の職業に偏っていて、普通の職場にはい
ない人びと」というイメージを持つ人も少なくない。

・職場の上司・同僚・部下等が…
【上表】いわゆるレズビアンやゲイ（同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）であった
場合、どのように感じるか。
【下表】いわゆる「トランスジェンダー」（心と身体の性別が一致しない人）であった場合、
どのように感じるか。
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（https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20160825.pdf）

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20160825.pdf
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⇒全体では、レズビアンやゲイ（同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）に対して「嫌
だ」と感じる人は 35.0％、「トランスジェンダー」（心と身体の性別が一致しない人）に対し
て「嫌だ」と感じる人は 26.3％であった。
女性、男性の調査結果を比べると、男性のほうが「嫌だ」と感じる割合が高く、
年代別に見ると、年代が上がるほど「嫌だ」と感じる割合が上がっている。
役職別に見ると、レズビアンやゲイ（同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）に対して
はどの役職も全体とほぼ変わらないが、「トランスジェンダー」（心と身体の性別が一致しな
い人）に対しては管理職の方が「嫌だ」と感じる割合が高い。

C. LGBT～当事者の声より～

“職場でカミングアウトしたところ差別され仕事を辞めることになった”（大阪府）

“性的マイノリティであることを理由に企業の採用試験で落とされた”

“テレビなどを見て家族がゲイやレズビアンを否定している姿を見るのがつらい。家族には
カミングアウトできない”（千葉県）

“誰にも打ち明けられず思い悩んだ。コミュニケーションが困難になり友人関係が次々と破
壊。一時期は失語症に苦しんだ”（埼玉県）

“LGBT であることをカミングアウトした同性の友人の大半が自分のもとを離れていく。同
性愛者や両性愛者であっても同性すべてが恋愛・性的対象というわけではない。異性愛者と
同じように好みやタイプがあり無差別に性的関係を結んだりするわけではないことを広く
理解して欲しい”（熊本県）
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