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2015年 3 月31日、東京都渋谷区が同性カップルに対して、結婚に準ずる関係と
認めた「パートナーシップ証明」を発行する全国初の条例案が、渋谷区議会本会
議で可決、成立した。これは日本で生活する同性愛者の権利保護において大きな
一歩であるとして、多くのメディアが取り上げ日本中で話題となった。性的マイ
ノリティに対する当時自治体での初めての動きに、多くの賛同の声が取り上げら
れる中で、自らも性同一性障害で、LGBT の認知を広めるための活動を行ってい
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る元フェンシング日本代表の杉山文野さんは、日経 WOMAN の取材に対し「制
度 に 合 わ せ る た め に 不 必 要 な 手 術 を す る 必 要 が な く な る 」 と 喜 ぶ（nikkei
WOMAN, 2017/11/6）。

2003年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」ができ、 5 つ
の条件を満たせば、性の変更ができるようになった。その条件の内容は（ 1 ）20
歳以上であること、
（ 2 ）現在婚姻していないこと、
（ 3 ）現在未成年の子がいな
いこと、（ 4 ）生殖器を取り除いていること、（ 5 ）外見がその性に類似している
ことである。つまり、性同一性障害「特例法」によって、戸籍の性別変更の条件
として生殖器切除などの条件が定められている。同性カップルが戸籍上の性別変
更を求める理由の 1 つに、男女の場合と違って戸籍上同性である 2 人が「一緒に
住む家を借りられない」というケース実際には多く存在している。
このような日本における性的マイノリティの人々に対する実態を、はたしてど
れだけの人が知っているのだろうか。渋谷区で2015年にパートナーシップ協定が
成立し同性同士のカップルが法的に認められたように、日本でも性的マイノリ
ティに対する様々な取り組みや運動が増加し、認知が高まっているのは確かであ
ろう。当事者自らが誇りを持って呼称し出した「LGBT（レズビアン、ゲイ、バイ
セクシュアル、トランスジェンタ）」という言葉をキーワードや主題として取り上

げたニュースや記事も日常的に見受けられるようになった。一見すると、性的マ
イノリティ LGBT に対する社会の受容性は高まり、差別意識は減少しているよ
うに見える。しかし、実際には日本社会において LGBT に対する認知は確かに
以前に比べて高まったものの、本質的な理解にはまだほど遠いと考える。
LGBT に関する情報は、新聞記事、テレビニュースといった報道重視のものか
ら、テレビにおけるバラエティー番組やアニメ、漫画といったコンテンツ性の高
い商業的なものまでその幅は非常に広い。そこで本論文においては、日本におけ
るメディアを細分化し研究対象とすることで、なぜ日本では LGBT や性的マイ
ノリティに対して認知は広がったものの、その真の理解が未だに進んでいないの
かを分析する。
2017年の現在においてでも LGBT は「普通」とは異なる存在として区別や差別、
ニュースバリューの対象としてしばし取り上げられる。つまり「日本におけるセ
クシャルマイノリティに対する差別は以前として根強いと言わざるを得」ないの
であり1）、著書では「普通」と比較されうる対象にある時点でまだ社会から差別
されうる存在であることを述べている。実際に労働組合の中央組織・連合が2016

95

年の 8 月に行った調査では LGB（トランスジェンダーは対象外）に対して「抵抗を
感じるのか」という質問に対して 3 人に 1 人の割合で「嫌」と答えた。このよう
に条例や制度が整備されたからと言って、精神的な差別は顕在化しないものの日
本社会の中には根強く残っているという現状にある。このため、差別や失職を恐
れて、自分の性的指向や性自認をひた隠すことは、民間企業でも役所でもよくあ
ることである。虹色ダイバーシティのアンケートによると、調査に協力した
LGBT の人びとの56.1％が、自分の性的指向や性自認を職場で明かしていない。
同じ調査によるとまた、地方になるほどこの傾向は強くなり、性的指向を隠して
いる人の割合はなんと69.5％にものぼる。LGBT の人びとが、自分の性的指向や
性自認を明かす場合でも、同僚から差別的発言を受ける可能性を考え、企業の人
事から隠すように助言された場合もあるという2）。
このように社会だけではなく、学校においても LGBT 関連のいじめ、さらに
自殺などに繫がるケースがある。最近では大学院生がアウティングを受けた後に
転落死した事件などもメディアなどで大きく取り上げられた。さらには LGBT
における性に関する内容となるといっそうセンシティブに扱われる。「LGBT 同
じ「同性愛」であっても、男性の同性愛や、性行為を想起させる場合、否定的な
意見が多くなることは特筆すべき点である。また、男性管理職の同性／両性愛に
3）
対する意識は、他の職種に比べ、もっとも否定的であることも共通していた」
。

この理由として、生理的に同性同士の性行為を受け入れられない、 1 つの異常
な「性癖」として捉えられてしまっているという現状がある。さらに特に男性同
士の性行為の場合、AIDS や HIV などと結びつけられることがあり、未だ治療方
法が見つかっていない致死的な病であることから差別の対象になる。まずエイズ
とは後天性免疫不全症候群（acquired immunodeficiency syndrome, AIDS）のことで
あり、ヒト免疫不全ウイルス（human immunodeficiency virus；以後 HIV と表記する）
感染によって生じ、適切な治療が施されないと重篤な全身性免疫不全により日和
見感染症や悪性腫瘍を引き起こす状態をいう。つまり HIV に感染したからといっ
てすぐにエイズを発症するわけではない。この HIV の感染経路としては母子感
染、血液感染、性感染の 3 種類があると言われており日常生活で感染することは
基本的にはないと考えられている。また母子感染、血液感染（静注薬物使用等）
についても現在はほぼ皆無であり多くの感染原因は性交渉である。国連合同エイ
ズ計画によると現在のエイズ感染者数は3670万人で、またその感染経路の多くは、
同性間つまり男性同性愛者の性行為によるもので全体の 6 割を占めている。エイ
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ズ発生動向調査4）によると同性間接触は異性間接触の約 3 倍の数字になっている。
性交渉時の感染原因としては、感染は粘膜および血管に達するような皮膚の傷か
らであり、細かい傷から、精液、膣分泌液に含まれる HIV が侵入することで感
染する。またエイズ流行当時はコンドームは避妊のための道具としての認識が強
く、男性同性間性的接触ではコンドームを必要としないと考えられていたことも
一因である。また性的志向に関することや同性間性的接触と性感染症予防に関す
ることなどの教育が同性愛者の生育過程にそって行われておらず、自己の性的指
向についての悩み、不安などを相談する社会的環境が十分でないことも関連して
いる。
米国でのエイズ報道第一号は1981年 6 月 5 日付のロサンゼルス・タイムズ紙の
「ゲイ男性に肺炎」との見出しだった。アメリカの大都市で男性同性愛者や麻薬
常習者を中心に数々の性病が流行しているという報告をはじめとしてその後、原
因不明でなくなっていく人が増えた。当時はまだ明確な治療法や有効な薬がなく
感染すると痩せ細って確実に死ぬ奇病として広まった。そして男性同性愛者間で
の発症が多くいわゆるゲイの病気だとしてゲイキャンサーと呼ばれていた。そも
そもこの頃は HIV が原因だということはおろかエイズという病名や明確な症状
の判別もついておらず、エイズによって日和見感染したカリニ肺炎やカポジ肉腫
などの代表的な症状から後に発覚することとなった。しかしエイズのそもそもの
原因が HIV と呼ばれるものであると発見されるのは1984年のことであり、その
間に様々な噂が一人歩きした。特に男性同性愛者に対する差別はひどく、エイズ
は前述したように日常生活で突然感染することはないが、様々な形で同性愛者た
ちは忌避された。日本では1985年 3 月に初めて正式なエイズと診断された患者が
報告された。その最初の患者はもともとはアメリカに在住しており帰国時に HIV
陽性と診断された。しかし、実際には1984年にすでに血友病のため米国から輸入
した血液製剤を利用したことが原因で感染し、死亡していた別の患者がいたとい
うことが後に厚生労働省から発表された。しかし、第一号患者が男性同性愛者で
あったと報道されてしまったため、エイズは外国から同性愛者の間に持ち込まれ
る奇病として認識をもたらした。日常生活で感染することがないという認識には
間違いないが同性愛を普通ではないとみなす同性愛嫌悪とすぐに結びついてし
まった。輸血に対しても強く警戒され、朝日新聞では朝刊5）にて「エイズ感染怖
い！

ホモの献血お断り

問診強化を厚生省指示」との見出しの記事を載せてい

た。しかし1987年 1 月に日本で初めて異性間性的接触による女性のエイズ患者が
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神戸で報告されたことによって日本中でパニックが起こった。つまりこれは今ま
で国民がエイズを普通ではない人しか感染しない奇病と考えていたのが、普通の
人でも感染する病気と認識したために起こったパニックであるといえる。これら
のパニックに対し日本政府がとったのはエイズ予防法を施行することで鎮静を図
ろうとした。しかし、このエイズ予防法は予防のために感染者を特定することを
重要視しており、厳しい報告規定や罰則が設けられていた。つまり、男性同性愛
者や風俗業者などのハイリスクグループとしての認識は強まったがエイズの正し
い理解に繫がることはなかった。
また日本赤十字社は現在でも献血をご遠慮いただく場合として男性同士の性的
接触があったという項目があり、理由としてエイズ、肝炎などのウイルス保持者、
またはそれと疑われるからとなっている。本来男性同士の性的接触があったこと
より性的接触時にコンドームを使用したかどうかのほうが左右されるのだが設問
にコンドームについては一切なく未だにゲイの病気という意識は少なからず残っ
ていると考えられる。さらに、日本公衛誌第三号に掲載されていたレポート6）に
よると、実際の HIV 感染経路と HIV 感染告知担当者に伝えた感染経路が同じだっ
たのは全体の75.1％、異なる感染経路を伝えたとする人は全体の17.7％だった。
HIV 感染告知担当者に伝えた同性間性的接触と伝えた人のなかで、実際にも感染
経路が同じだった人は97.5％だったのに対して、異性間性的接触と HIV 感染告知
担当者に伝えた人の中では「実際の HIV 感染経路」も異性間の性的接触である
人の割合は64.3％、同性間性的接触も28.6％含まれていた。
実際の HIV 感染経路と異なる HIV 感染経路を感染告知担当者に伝えた理由と
しては、HIV 感染告知担当者の対応についての低い総合評価が挙げられた。つま
り HIV 感染告知担当者がセクシュアリティについて理解があるようにみえ、親
身で受験者のペースに合わせてくれ、落ち着きがあり、責めていない感じと受け
取られたときに、自身が推定している「実際の HIV 感染経路」を HIV 感染告知
担当者に伝えるという状況にあるということがわかった。以上のように男性同性
愛者＝エイズというラベリングがされ、エイズとは同性愛者という「普通」では
ない集団がかかる「普通」ではない病気として広まった。そして人々は男性同性
愛者が危険な集団という誤った偏見をもち、同性愛嫌悪とまではいかなくとも深
層意識に同性愛がネガティブなイメージとして焼き付いた。
第Ⅰ章ではまず LGBT に関する報道と法整備の側面から、日本における LGBT
の認知と受容の現状を見ていく。第Ⅱ章ではメディアを細分化し、新聞とテレビ
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を中心に LGBT のメディアでの報じられ方を分析し、そこから見える人々の差
別意識を考察する。それらをもとに第Ⅲ章では、メディアに映し出された LGBT
に対する差別の特殊性を明らかにしていきたい。
なお、性的マイノリティ（sexual minority） とは、身体的性別（sex）、性自認
（gender identity）
、性的指向（sexual orientation）などが、男女二元論と異性愛主義
（heterosexism）社会の「常識」に対応しない者を指す（上野、2008）。
「LGBT」と

いう言葉はレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの 4 タイ
プのあくまで性的マイノリティのうちの一部しか示していない。多様な性のあり
方を何れも取りこぼさずに議論を進めるために、本論文においては上記の 4 タイ
プだけでなく、全ての性的マイノリティーの人々を包括して「LGBT」と呼称さ
せていただくことにする。

Ⅰ

日本における LGBT の現状

まず本章では、LGBT と呼ばれる性的マイノリティの社会的立ち位置がネット
メディア、法的制度、新聞メディアの影響を受けていかなる変化を遂げてきたの
か。そしてその変容をマスメディアの報道量やネットユーザーのキーワード検索
数に着目してみていきたい。
大手広告代理店や学生団体は近年 LGBT に関する調査を頻繁に行っている。
LGBT 調査の先駆けとなっているのは電通総研であり、2012年に行ったインター
ネット調査で日本人の5.2パーセント、日本人の約20人に 1 人が LGBT であると
いう調査結果が出た。また2015年の Student lab 調べでは、「LGBT という言葉を
聞いたことがありますか？」という質問に対し、「ある」と回答した学生は約 3
割であり、「なんとなくある」と答えた学生と合わせても日本人の約 4 割程度に
とどまったという結果が出ていた。また「LGBT の方々に関してどう思います
か。」という問いに関しては「身近にいないため、特になんとも思わない。
」とい
う意見が多くあった。この結果を見ると2015年の時点では「LGBT」という言葉
の認知はまだまだ十分ではないと考える。電通総研が2012年に行ったインター
ネット調査で、日本人の5.2パーセント、日本人の約20人に 1 人が LGBT である
という調査結果が出てきた。また、2017年新潟県の敬和学園大の有志が学生604
名に調査した結果をみると（有効投票407票）、同大の学生全体のうち15パーセン
トが LGBT 当事者であった。さらに、2016年 4 月に電通が全国の20～59歳の約
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7 万人に実施したインターネット調査では、7.6パーセントの回答者が自身のこ
とを LGBT ととらえていた。このように各調査チームのアンケート結果を観て
いくと、
「自分自身が LGBT だ」と公表する人の数は年々増えており、また周り
に LGBT の人がいるという状況を認知する人の数も増えている。この結果から、
「LGBT」が社会の中で少しずつ認知を広げているのではないかという仮説を立
てることは容易い。そして国民規模での認知の増加が見られることから、社会へ
の波及力が強い媒体のマスメディアの影響力を予測することもできるだろう。
では、なぜ報道量が LGBT の認知に影響を与えると考えることができるのか。
その根拠として、現代社会で我々は社会の中で起こっている多くの出来事や事実
をほとんどすべてマスメディアから仕入れている7）という考えがカギとなる。つ
まり、マスメディアから多くの情報を取り入れ、社会的事象を認知する私たちは
LGBT に関するメディアの報道量が少なからず、国民の LGBT の社会的認知につ
ながっていると仮説を立てることが可能なのである。また様々な研究の中でマス
メディアが社会認知に影響を及ぼすことは指摘されてきたのである。その例とし
ては「もし私たちが多くの出来事や事実を主としてマスメディアを通じて知るこ
とになるならば、マスメディアが、生命・健康を脅かし得るある事象を非常に多
く報道すれば、実際の危険程度は小さくとも、私たちはその事象のリスクを過大
に見積もるようになるかもしれない。例えば、マスメディアにおいて航空事故ば
かりが頻繁に報道されていれば、私たちは航空事故を非常に危険なものとみなす
かもしれない。」と指摘されている8）。また考えておかなければならないのは、
ニュースバリューの観点である。ニュースバリューとはジャーナリストによって
収集され、取材された出来事が、ニュースへと変換される際に用いられる取捨選
択の基準、ないしはニュース間の重要度を測る基準のことであるが、「LGBT」
という一種のカテゴリーのニュースバリューを検討することも報道量との相関を
考える上で重要な点である。ニュースバリューはニュースの生産過程において中
心的役割を担っていると考えられており、報道量の増加には「LGBT」のニュー
スバリューが高まることが必要であろう。ではニュースバリューはいかにしてそ
の価値を高めていくのか。その答えはニュースバリューがニュースの生産過程に
おいて影響を与えるところにある。つまり、それに影響を与えうる主要因は「社
会情勢」である。国民の間で関心の高い話題や、影響力の高い人物、組織の動き
がニュースバリューの形成に大きく影響する。LGBT に関するニュースバリュー
の変化をとらえるには、LGBT が国内、国外問わずいかなる変化を残してきたの
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かを法的、行政的、文化的に見ていく必要があるのだ。近年では国内外の LGBT
の動きが盛んである。90年代には世界保健機関が精神疾患のリストから同性愛を
削除し、2011年には人権理事会が性同一性障害に関するものとして、初の国連決
議を採択した。また2015年には東京都渋谷区や世田谷区で同性カップルにパート
ナー制度の導入を認めた事例もあった。このような国内外を問わず発生した
LGBT をめぐる動きは LGBT のニュースバリューを高めた可能性が高い。この動
き以外にも地方行政レベルの小さな LGBT イベントなどが記事として取り上げ
られることによって LGBT そのもののニュースバリュー向上にはつながってい
る。また、ニュースバリューが大きい話題に関しては、ニュース普及の速度は早
くなる。メディア自体もニュースを大々的に取り扱うようになり、この影響は
ニュースを受け取る大衆の認識の変化をも生み出す。つまりニュースバリューが
高まることで、大衆はその話題をニュースを通して目にする機会が多くなり、初
めてそのニュースをみて情報を知った大衆は、そのニュースのキーワードを web
サイトで検索にかけ、より詳しい情報を知ろうとするのだ。そのため、ユーザー
の web サイトの検索件数も考慮に入れる必要があると考え、各メディアの
LGBT に関するデータをもとにして論を進めていきたい。

1

日本における性的マイノリティ（LGBT）に関する法制度の変化

この節では日本国内における性的マイノリティ（LGBT） の権利が、LGBT 問
題の注目度の高まりに付随して法的側面においていかなる変遷をたどったのかに
ついて見ていきたい。近年、新聞やテレビのニュースで「LGBT」の権利や人権
に関するイベントや政策の記事が見られるようになった。しかしこの後登場する
新聞の年代別の記事数をまとめたデータからわかるように、主要全国紙 5 社の新
聞での報道件数の推移を年代ごとに見ていくと、「LGBT」がメディアで取り上
げられ、地方自治体レベルで LGBT の人々の人権保護の気運が高まったのはほ
んの数年前の話である。十数年前の日本社会では、LGBT の方々をケアする法制
度など全くといっていいほど見られなかった。
では、日本の LGBT に関連する法制度に関して詳しく見ていこう。最初の大
きな変換点は「東京都青年の家事件」がある。同性愛者の団体に対し東京都が「青
少年の健全な育成に悪い影響を与える」として「府中青年の家」という宿泊施設
の利用を拒否した事件である。この件に対し同性愛者に対する人権侵害だとして
この同性愛者団体は損害賠償訴訟を起こし、原告側が完全勝訴で幕を閉じた。本
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裁判によって同性愛者であることによって被る不利益は人間の尊厳に関わる人権
問題であることが明確にされた。2000年の段階では、日本国内における公民権に
関する法律では、性的マイノリティについて明示した性的志向の保護はなされて
いない。つまり、国内においては性的マイノリティが職場や学校などで性的差別
を受けた際に法的手段をとって対応することができないのである。
では憲法第14条の観点から考えてみる。日本国憲法第14条には「すべて国民は、
法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。
」とある。しかしこの法律の下で、
LGBT のような性的マイノリティが法的保護を受けているとは考え難い。配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（2014年に法改正、通称：DV 防
止法）において、LGBT の人々はこの法律の適用外とされるケースが実際にあっ

た。現在、このように多様な性の在り方に順応できない法体制に反発の声が上
がっている。2014年に国連は日本政府に対して性的マイノリティの人々を受容す
る法改革に迅速に取り組むように勧告を受けている。また2017年の 3 月 9 日には
衆議院第一議員会館に集まり、「レインボー国会」と題した集会が開かれた。そ
こでは自民党や民進党の国会議員と LGBT のスピーカーが登場し、LGBT の人権
に関する法案について法学者が説明した。以上のような新たな動きは出てきてい
るものの、未だパートナーシップの法律が国会の議論の場にまでも進出していな
い日本の政府が一向に LGBT の方々の自由を認めない行為は、憲法13条の「自
己決定権」
、14条で「法の下の平等」を掲げているのは憲法違反になるのではな
いだろうか。このような観点からとらえると LGBT の国家レベルでの法制度は
未だ未発達と言える。一方で、近年地方行政レベルでの LGBT に対する法的な
取り組みには目を見張るものがある。冒頭で述べた2015年には東京都渋谷区議会
が認めた「パートナーシップ法」は、渋谷以外に東京都・世田谷区や沖縄県の那
覇市、兵庫県の宝塚市、三重県・伊賀、北海道・札幌市でも同様に同性婚を認め
る動きが出ている。
また、
「LGBT の方々にとって暮らしやすい世の中になる」という課題は社会
インフラの面でも議論が進んでいる。朝日新聞の 2 月26日付の記事には「LGBT
らに優しいトイレ、東京五輪に向け都が計画」という記事があった。この記事に
は2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに向けて東京都が整備する都立
会場に「男女共同トイレ」が設置されるという内容のものだ。これは車いす利用
者のために現に設置されている多目的型トイレ（通称「誰でもトイレ」）よりも小

102

政治学研究58号（2018）

さく、特に異性の介助が必要な障害者やさらには LGBT の方々に向け作られて
いるそうだ。LGBT の方々の公衆トイレでの悩みは深刻で、LGBT の方々の約 5
割は「他の利用者から不審な目で見られた」という調査結果も出ている9）。性と
身体の性別が一致しないトランスジェンダーの方々が多目的トイレを気にせず使
えるようになればいいという LGBT の方々への配慮がうかがえる。また LGBT
という存在の肯定は社会全体だけでなく、個の職場環境でも取り組みは進んでい
る。東京都内では24の企業と500人の LGBT 学生が集まり、LGBT の方向けの就
職活動イベントが10月21日に開かれた。「こうしたイベントを開催することで、
LGBT の方々が働きやすい環境が整ってきていることを知ってもらいたい。
」と
いう企業側の声を受けて開催につながった。会社内では同性での結婚を認め、異
性婚と同じように福利厚生を認める等、LGBT の方々が働きやすい働き方の形を
アピールしていくとのことである。以上のように LGBT への差別をなくしてい
く動きは地方自治体や一企業といった小さな単位にまで広がっており、今後その
動きはさらに活発になるだろう。

2

メディアコンテンツの進歩

この節では主に映画を中心に、ここ数年で LGBT を取り扱った作品とそれに
対する LGBT 認知への影響力について述べていきたい。LGBT 関連の作品を積極
的に製作していく姿勢は民報テレビ業界や映画業界にも広がっている。日本テレ
ビは2017年 5 月18日、月曜の深夜に放送している「映画天国」枠で 4 週間連続で
LGBT 関連の映画を放送する「映画天国 LGBT 映画祭」の開催を発表した。これ
は毎年 6 月が世界的にみて「LGBT プライド月間」であり、各地で LGBT に関す
るパレードが行われる世界の流れに合わせたものであるが、注目すべきは同局が
「LGBT」をテーマにした映画の特集を組むのは今回が初めてだという点だ。こ
の LGBT 作品特集放送は LGBT として生きること、働くこと、家族に告白する
ことなど様々な観点から LGBT を描いた作品を放送した。またレインボーリー
ル東京や香川レインボー映画祭をはじめ、日本では現在毎年 6 つの LGBT をテー
マにした映画祭が開催されている。中でも1992年から開催されたレインボーリー
ル東京は、26回目を迎えた現在、毎年5000人近い動員数を誇る。そこでも上映さ
れた人気俳優の生田斗真が主演を務めた『彼らが本気で編むときは、』はベルリ
ン国際映画祭のパノラマ賞とジェネレーション賞、テディ審査員特別賞という 3
つの賞を受賞した。テディ審査員特別賞は LGBT やクィアをテーマにした作品
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に与えられる賞であり、日本の作品が受賞するのは初となる。この作品ではまだ
戸籍は男性でありながら女性の身体を手に入れたトランス・ジェンダーを生田斗
真が演じ、その恋人役の男性を俳優・桐谷健太が務めた。この作品の原作者であ
る荻上直子は、アメリカと日本の生活環境内で、セクシャルマイノリティの数が
アメリカに比べて日本のほうが圧倒的に少ないことへの違和感と、「性は男と女
だけではない。」という新聞記事に出会ったことから、本作の制作を決めたとい
う。人気俳優である生田を起用したこと、そしてベルリン国際映画祭で評価を受
けたことでこの作品の話題性は高まり、多くのメディアが報じたため、この
LGBT 作品の認知度は高いものとなった。またこの作品以外にも2016年に公開さ
れた映画『怒り』は日本アカデミー賞をはじめ数々の賞を受賞した。『怒り』で
は妻夫木聡と綾野剛がゲイのカップルを演じたが、そのゲイコミュニティのリア
ルな現実を映し出したこの作品は様々な反響を呼んだ。このように近年は LGBT
を扱った作品が主要な賞をとることも珍しくはない。
以上のように LGBT の差別解消、LGBT の方々が生活しやすい社会作りのため
に現在日本では様々なアプローチがなされていることは確認できるだろう。数年
前の国内の法制度や新聞記事の不十分さを鑑みると、日本としての LGBT に対
する取り組みはまだほんの数年の話であることは間違いないが、社会制度が変化
してきていることは確かに確認できるのではないだろうか。

3

LGBT に対する認知度の向上

この節では計量的なデータを用いて、マスメディアと LGBT 認知の相関関係
を見ていきたい。まず図 1 、 2 のグラフを参照してもらいたい。図 1 のグラフは、
2004年から2017年現在にかけての日本における性的マイノリティの検索推移
（Google trend より）である。このデータから LGBT は未だ「ゲイ」や「レズ」と

いった言葉よりも検索頻度がかなり低いことがわかる。しかしながら「ゲイ」や
「レズ」といった言葉の検索数はやや減少傾向にあり、LGBT という言葉の検索
数は 5 年前に比べるとかなり増えてきていることがわかる。また図 2 のグラフは
2004年 1 月 1 日から2017年現在にかけての google における「LGBT」と「同性
愛者」の検索件数をまとめたものである。グラフを見てもわかるように2004年時
点では「同性愛者」の検索件数が「LGBT」を上回っており、その数は 7 ～ 8 倍
となっている。しかしそこから「同性愛者」の検索数は徐々に減少していき、
2011年 4 月の時点で「LGBT」が「同性愛者」の検索件数を上回るのである。ま
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図1

日本における性的マイノリティの検索推移（2004～2017年現在）
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主要全国紙 5 社の「LGBT」に関する記事の掲載数（2004～2017）①
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た2013年ごろから「LGBT」の検索件数は以前と比べ急激に増加の傾向を見せ、
2015年の時点で「LGBT」の検索件数は「同性愛者」の約 9 ～10倍にまで差を広げ、
2017年現在でも「LGBT」優勢の状態は依然として変わっていないのである。
また 1 つ注目しなければならないのは、図 2 の2014年 6 月19日に LGBT の検
索数が圧倒的に伸びている点である。これはその 2 日前の2014年 6 月17日に国
連・人権理事会が性同一性省障害に関するものとして初めて国連決議を下したこ
とが影響していると考えられる。しかしこの異常な伸びあがりの不可解な点は、
この国連決議の内容をどのマスコミも全くと言っていいほど報道していないこと
である。SNS の影響なのかは定かではないものの、この急激な伸びあがりの時
期を境にして、新聞社も LGBT に関する報道量を増やしており、また web サイ
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図３

主要全国紙 ５ 社の「LGBT」に関する記事の掲載数（2004～2017）②
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図４

性的マイノリティに対する人々の認識とメディアの報道姿勢
新聞メディアが報じる
日本社会の性差別のあるべき姿

性的
マイノリティ

人々の心情の中にある
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性的マイノリティ（LGBT）をふ
くめて「われわれ」と認識し、社
会に取り込んでいこうという姿勢
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のは認めるが、われわれと同じグル
ープに取り込もうとはしない

トの検索数も徐々に増え出し始める時期と重なっている。
新聞メディアに関しても同様に観察していく。図 3 、 4 は2004年から2017年に
かけて主要全国紙 5 社（讀賣、朝日、日経、毎日、産経） が「LGBT」というテー
マに関して掲載した記事の件数を年代別にまとめていったものである。2005年ま
では朝日新聞の掲載数 1 件を除けば、各新聞社ともほぼ 0 件である。2006年以降
まだまだ掲載回数は年間を通して一桁台と多くはないものの、もしくは多い新聞
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社でも年間で 1 桁行くか行かないか程度の報道件数だったが、2012年から各新聞
社とも徐々に新聞件数を増やしはじめ、2014年から2015年の間で朝日が2.7倍、
毎日が2.5倍に増え、特に讀賣新聞に関しては3.6倍となり、大幅にその数を増や
している。また新聞内容に関しては、LGBT のイベントに関する事後報告であっ
たものが、LGBT の認知を広げることを訴える記事内容に変わり、近年では、性
的マイノリティと身体障害者が交わる「ダブルマイノリティ」に関しても触れた
記事が登場するなど、新聞メディアは LGBT 以上に多様な性の存在を社会に認
知させようとしている意図が予測できる。
このように LGBT に関する新聞記事が増えていることは、読者に対して LGBT
の認知を高め、また LGBT に関するニュースをマスメディアを通して知った視
聴者は web サイト等を利用して、LGBT について新たな情報を取得する。こう
いった循環がますます「LGBT」のニュースバリューを高めていくことになるの
だろう。

Ⅱ

メディア別 LGBT 報道の違い

第Ⅱ章では新聞メディアに焦点をあて、LGBT 報道がどのように行われている
のか分析する。
まずここで新聞メディアとテレビメディアに焦点をあてる理由としては、日本
において新聞とテレビメディアが二大メディアとして存在し、日本新聞通信調査
会による世論調査では両メディアの国民からの情報信頼度が非常に高いことが各
メディアの信頼度調査からテレビの10.1％、インターネットの5.3％に対し、新聞
の信頼度は39.5％に達することが分かる10）。

1

新聞の LGBT 報道

ここでは内容分析を行う上で、第Ⅰ章で取り上げた朝日新聞、毎日新聞、讀賣
新聞、産経新聞、日経新聞における LGBT 報道の内容分析を行う。本節では新
聞別に分析するのではなく、その内容ごと分類していく。
① LGBT 関連のイベントや条例などの改正等の事後報告
②肯定的な報道重視
③当事者の声を反映しない
まず、①において、LGBT 関連のイベントの報告といった形の記事はどの新聞
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社においても非常に多く見受けられる。ここでいうイベントの報告とは、例えば
2017年 5 月に開催されたレインボーパレードに関する開催報告に関する記事や
LGBT 映画祭での製作者インタビュー、条例改正に伴うイベントの告知などが挙
げられる。それらの記事の内容を分析すると、イベントの開催された日時、場所、
内容、または法律の場合はその法制度の内容を軸に記事構成がなされ、そのイベ
ントに対する評価はあまり書かれていない。一例として以下の記事を見ていきた
い。性的少数者（LGBT）への理解を深めてもらおうと北九州市立大学の学生ら
が「小倉でレインボーパレードするっちゃ！」と題した啓発イベントを「2015年
11）
10月24日、同市小倉北区の勝山公園などで開いた」
や「LGBT カップル 4 組、

万感

札幌市パートナーシップ制度スタート／北海道」12）とある。

次に②の肯定的な報道を重視しているとあるが、①に関連し、論ずると条例改
正などが行われた際に「歓迎」や「固定概念を超え」などといった見出しで報道
される。
「渋谷区同性カップル条例、心から歓迎

社民・又市幹事長」という見

出しの記事では「渋谷区が証明書を出す意味は大きいものがある。住民に身近な
自治体だからこそ、住民のニーズをとらえた形で施策が実施でき、社会を大きく
変えていく動きを作り出せたといえる」13）。「講演：自分らしい生き方、尊重され
るべきだ LGBT の武蔵大院生、横瀬で／埼玉特集ワイド：パパは性同一性障害
14）
やっと「普通」の家族に「嫡出子」認定に 4 年」
の記事では LGBT を尊重する

べき対象であるという前提で書かれており、これからさらなる改正が必要である
という差別解消に向けた書き方である。「『美女と野獣』で LGBT 多様性の価値観、
けいけん

最後は打ち勝つ」という記事では「非常に敬虔なクリスチャンの女性が、今作に
ついてこう書いていました。同性愛の描写があると聞いて当初は神経をとがらせ
ていたものの、実際に映画を見たら懸念するようなものではなかった」15）とあり、
LGBT に対する一般の民衆のイメージの変容も肯定的な反響があったとして記事
に綴られている。
最後に③では第三者からの間接的なインタビューは稀に記事として取り上げら
れているが、LGBT 当事者からの声が取り上げられているケースはほとんどな
かった。当事者の思いを聞く中で共通していたのは、「特別扱いせず、自然に接
してほしい」ということだった。そのため、当事者の苦しみばかりを強調するの
ではなく、自然なふれ合いを中心に描こうと心がけた。「『LGBT だから』とひと
くくりにするのではなく、同じ『人と人』の関係で描きたかった」16）とあるよう
に間接的にインタビューした記事も存在している。このように日本の新聞メディ
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アはニュースバリューを重視しているというよりも現状報告や結果報告など第三
者目線からの記事が書かれている場合がほとんどである。日本のメディアがとる
センシティブな LGBT 内容の記事を肯定的で前向きな内容にするという報道ス
タンスは海外のメディアがとる LGBT の報道スタンスとは大きく異なる。海外
のメディア、とりわけアメリカの主流メディアである CNN では“LGBT hate
crimes up 82% in four years, poll shows”世論調査にて、LGBT であることでその
批判による犯罪を経験したことがある、と答えた人が 4 年前の11％から82％に上
昇したという内容の記事などが存在する。他にもこの記事では実際にレンガを投
げられたという経験や、罵声を浴びせられた経験などが赤裸々と綴られている。
また“Gay men ‘afraid to hold hands in public’, survey finds”ゲイのカップルが公
共で手をつなぐことを恐れるなど、LGBT の人々の直接体験談が書かれている。
いくつかの記事を検証した結果、海外メディアの記事で一致していることとして
は当事者からの経験談や、意見などを記事の中で赤裸々に伝えているということ
である。朝日新聞、讀賣新聞、毎日新聞などでは、そのほとんどが伝聞調の記事
や事実を代弁しているといった記事が多い。マイノリティをマジョリティが批判
するということは現時点の日本のメディアではタブーであるため、批判的な報道
はされない。また LGBT に対する理解が進んでおらず、スタイルがまだ確立さ
れていない状態での報道の推進も危険である。成宮寛貴の電撃引退報道では内容
が芸能界からの引退であるのにもかかわらず、見出しの文字の一部の言葉のみが
大きく強調され、あたかも「ゲイ・引退」というように見える見出しがつけられ
ていた。ニュースバリューという点においてはスポーツ新聞やなどは LGBT を
ネタとして捉え、「ゲイやホモ」という言葉を用いて報道をしている事実も存在
している。芸能界引退を2016年12月 9 日に表明した俳優の成宮寛貴は、直筆メッ
セージで、引退理由の 1 つに「絶対知られたくないセクシャリティ（性自認や性
的指向など）の部分もクローズアップされてしまった」と自ら書いた。薬物使用

疑惑を報じた、週刊誌『FRIDAY（フライデー）』（12月 2 日発売）は、記事で「や
たらとカラダをすり寄せてきた」とする男性の証言を掲載。そしてこの一報以降、
成宮の「薬物疑惑」だけでなく、セクシュアリティを巡る記事は週刊誌やネット
を中心に、報じられた。日刊サイゾーは、12月 6 日の記事で「
“オネエ”疑惑」
などと報じ、スポニチ（東京本社11版） は、12月10日の一面記事に「ゲイ引退」
と見出しをつけた。それに対して、本人の直筆メッセージには「自分はゲイであ
る」などと明示した表記はない。この報道の一件は、
「コカインを使用している」
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という、真実かどうかもわからない犯罪についての報道が発端である。そのため、
本来は事件性のある芸能人の薬物使用疑惑に重きが置かれるべきであった。しか
し、この報道はそれよりも「セクシャリティ」の部分がメインに取り上げられて
しまっている。様々なメディアがこのような報道をしたこととで、日本において
「ゲイである」ということが、スクープに値するスキャンダルであり、正しくな
いことだというネガティブなイメージ構築に一役買ってしまっていると見る。そ
れに加え、今回の事件はあくま「疑惑」であって、実際に逮捕されて事件化した
わけではない。このように“グレー”な報道を週刊誌やスポーツ紙が行ったとき、
テレビは通常、話題として取り上げることなくスルーしてきた。事実、清原の薬
物疑惑を『週刊文春』（文藝春秋）がスクープした際も、テレビは沈黙していた。
しかし、今回は『フライデー』が報じた成宮の「疑惑」を、
『とくダネ！』
『直撃
LIVE グッディ！』（フジテレビ）や『情報ライブミヤネ屋』（読売テレビ）などの
ワイドショーが同誌発売日に一斉に食いつくように報じたのだ。ここに、性的マ
イノリティを娯楽の「ネタ」として消費するメディアの姿が投影されている。こ
の週刊誌の一見のように、LGBT やセクシャルマイノリティをネタとして報道す
るスタイルはテレビメディアではより顕在化されている。

2

テレビ報道からみる LGBT フレーミング

まずフレーミングとは大石によれば人々がある事象や出来事を他者に伝達し説
明する際に、その出来事に含まれる構成要素の中からいくつかを選択・抽出し、
それを再構成することによって出来事を意味づけることである17）。LGBT 報道で
は LGBT をしばしばこのフレーミングにおいて、一般的なストレート（セクシャ
ルマイノリティ・LGBT 以外）の人とは区別して報道している。日本労働組合総連

合会が行った LGBT に対してどのようなイメージを持っているかのアンケート
では、「差別や偏見を受け、大変な境遇にある人びと」が41.8％、
「テレビに出た
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」が20.0％、
「一部の職業に偏っていて、普通の職場にはいない人びと」が16.5％となったと
いう結果になった18）。
テレビにおいては、LGBT の人々を「オネエ系」というひとくくりにフレーミ
ングし、さらにステレオタイプ化した上で行動や見た目、発言の内容でさえもテ
レビ局側から指定されている現状がある。また、番組のコンセプトにおいてもオ
ネエと何か別の団体を比較する番組構成も頻繁にみる。①第Ⅱ章第 2 節で述べた
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現在テレビを中心としたメディアの中で一定の存在感を放つ「オネエタレント」
は LGBT に対する認識を増やし、差別軽減の効果が期待される一方で、「普通」
の人とは異なる一種の特別なキャラクターとしての「オネエ」を確立させたこと
で、
「我々」とは異をなす「彼ら」として特別扱いさせ、視聴者の潜在的な差別
意識を助長している負の側面があることも否めない。LGBT がただおもしろおか
しいからかいの対象となってしまっている現状があるのである。
また、テレビで成功しているオネエタレントには、タレント性としての巧みな
話術とカリスマ性を持つ者もいるが、ファッションやヘアメイク、フラワーアレ
ンジメントなど、一芸に秀でた人が非常に多い。しかし、逆に言えばそれほどま
でに才能や素質に秀でていないと許容できない。つまり、メディアでオネエタレ
ントとして活躍している人以外の高水準な才能やセンスを持たない大多数の
LGBT は、単にからかわれ差別される対象でしか在り得ないということにもとれ
るのである。このようにしてオネエという言葉でひとくくりにして番組構成の中
に組み込まれるという番組スタイルがほとんどである。性的マイノリティの自殺
防止などに取り組む団体「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」
がインターネットを通じて当事者にアンケートし14年に発表した「LGBT（性的
少数者など）学校生活実態調査」によると、回答者の84％が「LGBT をネタとし

た冗談やからかい」を何らかの形で見聞きしていた。また「不快な冗談やからか
いを受けた」割合は異性愛者ではない男子、性別違和感のある男子でともに 4 割
以上であるとした。団体の元代表である遠藤さんは「学校で子供たちが『オネエ
キャラ』をやらされるなど、いじめとして再生産されてしまう。悪気なくネタと
して使われると怒っても通じず、根が深い」と指摘する。
一方でオネエタレントとして活動している側からフレーミングされ、報道され
ることに対して以下のような意見がある。オネエタレントとして知られているマ
ツコ・デラックスは 5 月25日放送『アウト×デラックス』（フジ系） で、ベテラ
ン俳優・鶴見辰吾が登場。番組スタッフに対して、出演者それぞれが感じた「怒
り」をぶちまけた。MC を務めるマツコ・デラックスも「オネエ系」のセリフを
要求する台本に対して不快感を露わにしていた。また性別適合手術を受けたこと
を明かして活動するはるな愛は「本当はきれいな女性タレントとして扱われたい
けれど、男らしい声や本名を出してでも笑って喜ばれてテレビに出続けることで、
私のような生き方を知ってもらい、お茶の間で議論してもらわなければと思っ
た」と話すこれらを受けて、テレビ局は以下のように対応している19）。
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（ 1 ）能町さんが抗議した件を受け番組制作で方針変更などがあるか
（ 2 ）起用したタレントに「オネエ」という言葉を使うのはどのような場合か
（ 3 ）異なるセクシュアリティについて「オネエ」とひとくくりに紹介するこ
とで傷つく当事者もいるが、どのような配慮をしているか
（4）
「オネエタレント」とされている人たちを起用する際、どんな期待や狙い、
局内での議論があるか―の 4 問。
TBS テレビの回答は以下の通りであった。
（ 1 ）について「特に変更はない」とし、理由として「元々、性の自認に関わ
る表現については大変デリケートな問題であるとの認識の下、
『本人の自認
（自称）
』を大切にしている」。

（2）
「タレント本人が自称している場合」
。
（3）
「性自認や性指向は人によってさまざまであることから、TBS ではでき
る限り本人の『自称（自認）』を尊重し、本人を傷つけることがないよう、
また視聴者に誤解を与えることがないよう配慮している」
。
（ 4 ）「みなさんそれぞれ個性的で、大切な出演者と考えている」
。
NHK は「NHK の放送ガイドライン等に沿って個別に判断している」
。テレビ
朝日は「他局に関することについてはコメントを差し控える。LGBT に限らず、
常に人権には配慮して番組制作にあたっている」とした。フジテレビは「性的マ
イノリティーの方々を紹介する場合は正しい認識を持ち、事実誤認がないように
十分注意する必要があると考えている。
『オネエ』という言葉に限らず、放送で
使用する言葉は、その言葉の持つ印象、与える影響などを考え、適宜、総合的に
判断して使用している」と回答した。テレビ東京は「番組制作は放送基準にのっ
とり、出演者及び視聴者に配慮しながら制作している」とした（毎日新聞、2016
年 5 月16日）。このようにテレビ局においては厳格な判断基準がないことから倫理

的な側面において放送における各局の自粛や配慮は必要不可欠である。今年の 9
月28日『とんねるずのみなさんのおかげでした30周年』を記念した番組の中で石
橋貴明が演じた「保毛尾田保毛男（ほもおだほもお）」なるキャラクターについて
番組公式サイトに「お詫び」と題した謝罪文を掲載した。抗議内容としては「ホ
モ」という言葉に対して「あいつはホモだと馬鹿にされた過去を思い出して、つ
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らかった」などといった声が上がり、実際に「ホモ」という言葉を保毛尾田保毛
男で知り、
『同性が好きなことは笑われる』という考えを植え付けられた人もいる。
「ホモやオカマは NG でゲイやオネエは OK」なんて、いったい誰がいつ決め
たことなのか？「あの人“こっち”らしいよ」と手を口の横で裏返すジェスチャー
や、オネエが出るとひとつ覚えのように『カーマは気まぐれ』を BGM にする演
出はよくて、何故「保毛男」は誤った報道なのか？

というように日本社会に置

いてゲイやオカマ、オネエ表現に対してメディアはフレーミングし報道し一般と
はかけ離れて考えているという現状にある。
「とりあえず「LGBT」という目新
しい言葉で括っておけば「良心的」な側にたてる、という報道のあり方」が今蔓
延しており、
「性に関して「普通でない」人々を、知ろうとしないまま括ってお
ける、それでいて語る側を「良心的」に見せる便利な総称として「LGBT」とい
う言葉が使われて」いる。このように「LGBT」という言葉ばかりが先行して、
それと比例した形で人々のセクシャルマイノリティに対するきちんとした基礎的
な理解が全くと言っていいほど進んでいないのは、報道機関としての惰性と言わ
ざるを得えず、まさに新聞メディアの表層に帰着するところなのである。

Ⅲ

新聞・テレビメディアを比較した際に見える表層深層論

前章で見てきたように、LGBT 差別に対してマスメディアはそのマイノリティ
の認知に貢献するケースもあれば、LGBT 差別を助長するケースもある。前者は
常に高く評価され、後者は twitter や facebook を中心としたネットメディアで多
くのユーザーが批判の声をあげ、「炎上」するケースもある。しかしここで 1 つ
の違和感に着目したい。それは LGBT に対する差別問題を本当に解決しようと
している国民は少ないのではないだろうか、ということである。この理論を裏付
けるデータがある20）。2017年に実施された「LGBT に関わる社会の仕組み」に対
する非当事者の意識調査の結果では、非当事者のうち「LGBT について義務教育
から教えた方がよい」と答えた人は53.7％に上った。実際に教育現場においても
この傾向はみられる21）。「LGBT 当事者の意識調査」では学校調査で同性愛につ
いて知識を習ったかどうかについてアンケートが実施されたところ、約 7 割が
「一切習っていない」と回答した。また「一切に習っていない」という割合が年
代別でみると一番低かった10代であっても（48.2％）、「異常なものとして扱った」
「否定的な情報を得た」という回答が合わせて25.9％に上った。つまり各世代的
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にみても、ほとんどの世代で「LGBT」という話題は教育現場に登場せず、大多
数のまた否定的な扱いをされていることがわかる。また22）労働組合の中央組織・
連合が行った「同性愛者・両性愛者などのセクシャル・マイノリティ（LGBT）
に関する初めての調査結果（2016年 8 月25日）によると、全回答者に「LGBT」に
関して、職場の上司や同僚、部下などが、いわゆる LGB（同性愛者、バイセクシャ
ル）であった場合、どのように感じるか聞いたところ、
「嫌だ」（どちらかといえ
ばを含む）という回答は35.0％に上り、職場に同性愛者やバイセクシャルがいる

ことに抵抗を感じるという人は 3 人に 1 人という結果になった。教育現場でも、
職場環境でも LGBT 理解は現実のものにはなっていない。また注目しなければ
ならないのは、上記で挙げたデータが2015年から2017年の間に実施されたもので
あり、新聞をはじめとするマスメディアで LGBT 問題がしきりに取り上げられ
るようになった2014年以降であることだ。メディアの報道により、国民の LGBT
認知は高まっているにかかわらず、現状はなかなか改善していかない。これはな
ぜだろうか。また国民の本心はいかなるものだろうか。この章では LGBT とい
う性的マイノリティの特殊性をみていこうと思う。

1

女性差別

LGBT 差別との比較対象として、 1 つ例に出せるのは女性差別である。女性差
別も日本社会においては長い年月をかけて改善してきた経緯がある。日本では明
治政府成立後の1872年に発令された芸娼妓解放令や福澤諭吉の唱えた男女同権論、
あるいは1880年代の自由民権運動における景山英子、岸田俊子らによる婦人解放
運動などが、女性解放運動の前史とされるが、反発も起こり10年ほどで急速にし
ぼんでしまう。戦後の日本社会は、経済的にも社会的にも大きな変動を経験して
いるが、男性と女性を取り巻く状況も大きく変化してきた。戦後の日本は女性が
男性より差別させている家父長制的な社会だったが、戦後、男女平等の精神が憲
法でうたわれるようになり、女性差別の問題に取り組む運動が展開されてきた
（フェミニズム運動）
。差別撤廃においては女性が職場で不利益をこうむることが

なく、自分の能力を発揮できるようになること、政治や意思決定に女性が参画す
ること、家族やカップルの中で男女が対等であること、愛情や性について個人と
しての選択が重視されることなどが目指された。他方で、女性の社会進出は進み、
1980年代には、
『女性の時代』ということがうたわれるようになった。85年には、
雇用に関して男女の差別的な処遇を禁止する法律、男女雇用機会均等法が制定さ
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れ、また、同年、国連の女子差別撤廃条約が批准された。1979年、第34回国連総
会で採択された条約だ。政治、経済、社会、文化、その他あらゆる分野にあける
性差別の撤廃を目指し、固定的な性別役割分担の見直しを理念とする。日本も署
名したが、批准するためには条約の基準に達していない国内法の改正が必要で、
1984年の国籍法改正、1985年の男女雇用機会均等法の制定などを経て、1985年に
批准した。
そうした法整備の進歩を経て、差別解消の「モデルケース」とされることもあ
る「女性差別」だが、以前にも増して近年の女性の社会進出が進んでいる。女性
とメディアの関係性においても23）、ある調査では、
「男女がどの程度平等に扱わ
れていると思うか」という問いに対して、「新聞」（71.1％）、「テレビ」（66.6％）
と過半数以上の回答者がメディアの女性表現を評価している。そうした中でもメ
ディアでは「さらなる男女平等」の理想が唱われる。例えば、女性の経済面を基
に男女格差の大きさを国別に順位付けした調査24）では、そこで日本の順位は144
位か国中114位という結果に終わり、先進国の中での遅れをとった形にはなって
いた。しかしながら、記事の内容は LGBT 差別を取り上げた記事と異なる面が
ある。それは差別の達成目標の違いである。女性差別の最終的な目標は「男女の
完全な同値化」である。女性の社会参加は社会にとってプラスであるという考え
は有力であり25）、経済分野での「男女平等の実現は、女性だけでなく社会全体に
とって有益だ」という意見もある。2017年11月の世界経済フォーラムの報告書に
は、経済分野での男女平等は日本の GDP を約63兆円増やすと予測されている。
また「女性が増えると視野が広がり、より良い決断を下せる。今では皆が、ジェ
ンダー平等は経済合理性があると理解している。社会をより良くするため、もっ
と女性に力を与えるべきだ」26）としている。こうした主張は、経済面だけでなく、
政治面、生活面でもみられ、女性差別に求められることは、男女雇用機会均等法
などによって法的に保障された社会の中で、職場や政治の世界に女性の数を増や
すことが根幹にあると考えられる。

2

LGBT への差別の特殊性メディア表層と深層

では一方で、女性差別が差別解消に向けて突破してきた壁を LGBT は超える
ことができないのか。LGBT 問題がなかなか本質的な解決につながらない要因の
1 つとして、社会における LGBT の立ち位置をめぐる意見のジレンマがある。
つまり女性差別と LGBT は根本的に差別の本質が違う。第Ⅰ章で見てきたように、
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「女性差別」の問題は女性という決して「マイノリティ」ではない人々を社会の
隅に追いやっていることであった。女性の差別撤廃、権利獲得という社会の動き
に合わせて、国民の中にはっきりとこの差別は「なくすべき」であるという認識
は確立していった。つまり女性差別解消はマイノリティというレッテルを貼られ
た女性を社会に送り出していく動きであった。一方で、LGBT の差別解消に対す
る国民の思いは、「表層」と「深層」という異なる二つの心情で説明できよう。
まず「表層」の部分は、性的マイノリティの権利獲得に関する運動や報道から、
「性の多様性を受け入れるべきだ」という感情が一般的である。この感情は新聞
のようなメディアの報道から形成されていると推測される。
しかし、
「深層」の部分では異なる感情が存在する。
「性的なマイノリティを認
知する難解さ」を理解していて、当事者以外の人々は LGBT 解決に対して取り
除くことのできない違和感を持ってしまうのである。つまり、LGBT に対する
人々の差別意識は、表層的な「なくすべき」という考えと深層的な「なくせない」
という思いにギャップが生じていて、「他人ならいいが、自分の身内だったら受
け入れられない」状態になっているのだと言えよう。マイノリティがマジョリ
ティになることで「差別解消」とするなら性的マイノリティの差別問題は解消す
ることはない。そこには限界があるのだ。
前述のとおり「表層的」認知に関しては、新聞メディアの影響があると考えら
れる。新聞メディアは第Ⅰ章でも示したように、2014年から本格的に LGBT に
関する記事を書き始め、初期段階では「LGBT」という言葉の認知に関する記事
をしきりに掲載し、2015年以降は LGBT 当人の告白を受けて、学校や職場でい
かなる差別を受けているのかを問題視した。また「レインボーパレード」のよう
なイベントも注目され、LGBT の人々が社会的に否定的な扱いを受けていること
を警鐘するメディアとしての役割を全うしたのだ。この報道姿勢の影響から、各
新聞社のアンケートでは LGBT の方々に真っ当な権利が与えられるべきだとい
う意見が多数派になっていった。しかしながら、2017年に実施された「LGBT」
に関する社会の仕組み」27）に対する非当事者の意識調査によると、約48％の非当
事者が「義務教育からは LGBT を教えなくてよい」という結果となり、LGBT に
関する国民の無関心は依然として顕在化されている。このことからわかるのは、
メディアの献身的な差別を告発する動きは国民の表層的な差別意識を刺激するも
のであっても、深層的な側面を揺れ動かすものではなかった。
また LGBT 差別のような性的差別の特殊性にも着目しなくてはならない。こ

116

政治学研究58号（2018）

こで意識しなくてはならないのは、異性愛と同性愛を区別する「境界線」を崩す
ことは非常に難解であるということである。杉田敦の「人間の群れの境界線」の
引き方の考え方を基にすれば、我々は多くの場合、さまざまな基準を持ち出すこ
とによって、自分の属する群れ（「われわれ」）とそれ以外の人々（「彼ら」）とを区
別しようとする28）と考えられている。この場合の区切り方については大きく 2
つあり、 1 つ目は、何らかの同質性に注目して群れを区切るやり方であり、人種
や民族や階層という概念はこれに依存する。これに対して、第 2 の区切り方は、
そうした同質性を必ずしも前提とはしない。それは内部の同質性を必ずしも前提
とせず、軍事的な征服などによって、事実上編入された人々を「われわれ」と考
える。」としている。この杉田の論に従えば、LGBT 差別は前者である。つまり、
異性愛が一般化された社会から「外れた LGBT」という認識が国民のなかで存在
する（図 4 参照）。また杉田は「境界線は、様々な経緯の中で、事実上引かれてし
まうが、境界線は一度引かれると、それを維持しようとする様々な効力がはたら
く」29）と考えられており、これは性差別の議論においても引用することができる。
特に性に関する問題は、生殖的な側面や文化社会的側面から、恋愛において「男
と女」という関係がマジョリティであることは揺るぎないものであり、LGBT が
性的マイノリティから抜け出すことは現実的に考えにくい。
このことをふまえ、国民のなかで「われわれの中の一部」として受け入れるの
ではなく、LGBT を「彼ら」として潜在的にとらえてしまっているのである。

終

章

本論文では、日本における LGBT の現状を新聞やテレビの報道量、映画作品
での評価など様々な視点から吟味し、過去10年において「LGBT」というワード
だけでなく、LGBT の認知も人々の中に広まってきたことを示した。ただし
LGBT に関するメディアの報道姿勢を内容面から掘り下げていくと、新聞やド
キュメンタリー番組では LGBT という性的マイノリティが社会に認識されるよ
うに、細かなイベントや LGBT 当人の意見をすくい上げている印象がある一方で、
テレビメディアでは時に「LGBT」というワードがパズワードとしてとらえられ
てしまい、LGBT を一種のコンテンツとして扱う傾向を指摘せざるを得なかった。
ここに LGBT の差別としての解消の難解さであると考えた。そしてわれわれは
その難解さを人々の中にある LGBT への「表層的思想」と「深層的思想」のギャッ

117

プからも起因されているということを「境界線論」を用いて説明した。ここから
わかるのは、LGBT の差別を一概に解決しようとしても越えなければいけない
ハードルが多いことである。そして LGBT に関する差別問題は日本国内に留ま
るような問題ではなく、世界的な問題である。しかし、日本のメディアは世界の
LGBT ニュースをあまり報じていない。その傾向が顕著に表れているのが2011年
6 月17日の国連 LGBT 採択を日本が LGBT に賛成するとして票を投じるという
事実を主要新聞社が一紙も報じなかったことである。しかし Google trend によ
ると、その 2 日後の 6 月19日に日本国内における LGBT 検索数の2004～2017年
間で最大の検索数（常時に比べ約50倍）を記録したという矛盾がある。よって①
CNN 効果による情報の入手または、② SNS による拡散があったと予想できる。
考えられる要因として① CNN 効果から挙げられるのは日本の主要メディア、新
聞やテレビが2011年 6 月にこのような内容を一切報じておらず、情報源が海外の
メディアであること。②国民が LGBT というワードを twitter や facebook といっ
た SNS 媒体で情報を知り、テレビや新聞といったメディアが報じることなく関
心が高まったことが挙げられる。よって、LGBT の認知や煽動に十分な役割をメ
ディアが果たすことができるという仮説にたてば、メディアはより LGBT を世
界的な問題としてとらえ、国内に発信するべきであると考える。実際に近年では
テレビメディアにおいても BS や AbemaTV で放送される番組では LGBT の当事
者をゲストに招き、議論を行うといった番組も存在する。また、近年ではダブル
マイノリティとして LGBT の他に障害を抱える人など、より深い部分の差別に
対する認識も必要である。LGBT の二重の「マイノリティ」は孤立しやすい。例
えば、LGBT の相談窓口は広がりつつあるが、そのほとんどが電話であることか
ら耳が聞こえることが前提である。つまり、ろう者は利用できない。2016年 5 月
性的マイノリティーかつ耳が聞こえない男性が、支援団体「Deaf―LGBT―
Center」を設立した。ろう者で LGBT の知人が、親と絶縁した末に自殺したこ
とがきっかけだった。身障者に対する理解を深めるために、目の見えない人や耳
の聞こえない人の体験や、足の不自由な人の車いす体験などを義務教育で行う学
校は少なくない。そこで初めて私たちは身障者たちの苦しみや日常生活を送る上
での不便さに「分かっていた気になっていた」ことに気づくのである。自分自身
がその立場でないと、想像だけで理解しようとすることは非常に難しく、私たち
はあくまで想像上のイメージだけで彼らを構築して、理解した気になってしまう。
しかし、そうした実際の経験を通じて、より彼らを理解しようと寄り添えってい
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く考え方が生まれていく。だがしかし残念ながら、実際に身障者のように、
LGBT についても理解を深めていこうとする教育はまだあまり実施されてはいな
い。「われわれとは関係のない、特別な人たち」という誤った認識が根強く存在
していると考える。一方で当の LGBT 本人たちは、「特別扱いせず、自然に接し
てほしい」という思いを持つ人が圧倒的である。そのため、当事者の苦しみばか
りを強調するのではなく、一人間として一般的な声を届ける必要がある。現在日
本において LGBT をはじめとする性的指向や性別の不確かな人々はマイノリ
ティ、つまり少数者として扱われている。この表現方法は如何にも日本風であり、
あたかもその少なさ故に社会的弱者として捉えているように感じられる。一方
LGBT に対する動きが進んでいると言われている海外においては、マイノリティ
ではなくダイバーシティという多種多様な状態を肯定している表現が用いられて
いる。まず、ダイバーシティは英語で言う diverse、つまり「統一的にまとめら
れてしまうコトやモノに対して、本来の特性や個性を尊重して多種多様な状態を
肯定するコト」（四元・千羽、2017）と意訳されている。実際に電通と博報堂によ
る調査で、日本人の20～59歳に占める性的マイノリティとして自己認識している
比率は全体の 1 割にも上った。この数値は日本人の左利き、AB 型が占める割合
とほぼ同等であり、マイノリティという認識を持つにはもはや多いようにも感じ
る。しかし、やはり周りにはそのような人はいないと“思っている”人の方がま
だ圧倒的に多く、LGBT に対する情報はメディアを通じて知る人がほとんどであ
る。残された課題が多いのが事実ではあるもののメディアが果たすべき広く人々
に知らせるという役目をこれまで以上に果たしていく必要がある。
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