差別を許さない
UNI LGBTI+ に関する手引き
《すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利とについて平等である…》
‐世界人権宣言‐

はじめに
《深く根差したホモフォビア（同性愛嫌悪）やトランスフォビア
（トランスジェンダー嫌悪）の態度は、しばしば、性的指向や性
自認を理由とした差別に対する適切な法的保護が欠如している
ことと相まって、全世代、世界中のあらゆる地域のレズビアン、
ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー（LGBT）の人々
をひどい人権侵害に晒している。彼らは、労働市場、学校、病
院で差別され、家族からも不当な扱いを受け、縁を切られている。
身体的な攻撃の的となり−殴られ、性的暴行に遭い、拷問を受け、
殺されているのだ。》

30 年前、世界保健機構（WHO）は、セクシュ
アリティを精神疾患として分類するのをや
め、LGBTI+ の権利の闘いの転機となった。
いまだ、世界 70 ヶ国以上で、同性愛は処罰
の対象となり、そのうち 7 カ国では死刑と
なる。
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー
またはインターセックスの人々、または、そうと認識され
ている人々は、職場、家庭、学校、医療機関、及びその他
多くの生活面で、社会的不名誉、排除、差別に苦しんでいる。
職場では解雇され、学校ではいじめを受けている。
適切な医療処置を拒否され、家庭からは追放され、
両親からは勘当され、精神科施設に強制入院させら
れ、結婚や妊娠を強制され、名誉を傷つけられている。

社会的不名誉や差別、トランスフォビア、暴力
等多くの要因から、正規雇用からは完全に除外
され、HIV にも非常に感染しやすい。こうした
要因によって、多くの場合、自分の家族から拒
絶されたり、HIV 検査、カウンセリング、治療
等の医療サービスの受診を拒否されている。

UNI は、全ての労働者は差別から守られるべきであり、多
様な性的指向または性自認の労働者に対する差別は、他の
グループに対する差別と全く変わらないものであると確信
する。

異なる性的指向や性自認の人々を含む全ての労
働者に対する抑圧は、人権侵害であり、平等を
求める UNI の闘いにおける主要な課題である。

LGBTI+ 労働者は、常に職場で嫌がらせや差別を
受けているが、その差別は、教育から始まること
が多い。更に、この差別は、雇用にアクセスする
際や、雇用サイクルを通して、一生ついて回る。

UNI は、LGBTI+ コミュニティの一員である組合
員及び他の周縁化されたグループのために闘う。
そして、より多様性のある職場が、より強く平
等な社会につながると信じている。

LGBTI+ 労働者の大多数は、差別を避けるために、
職場で性的指向を隠すことを選ぶが、それによっ
て多くの場合、当人の生産性やキャリアアップに
否定的な影響が及ぶ。

この手引きは、LGBTI+ 労働者が見出した課題に
ついての背景となる情報及び、課題に取組むた
めに組合がとりうる行動に関して、指針を提供
することを目的としている。

トランスジェンダーの労働者は、職場で最もひどい形態の
差別を受けているようだ。

彼らは、新しい性別や名前を反映した身分証明書
を取得することができない、使用者が新たな性別
を受け入れたがらない、同僚からいじめや嫌がら
せを受けやすくなる、といった問題に直面する。
多くの場合、トランスジェンダーの労働者は、

LGBTI+ 差別の原因
LGBTI+ の人々に対する差別は、時にホモフォビアやトラン
スフォビアとして知られるが、世界中の多くの文化や歴史
に深く根付いた偏見に由来している。

この偏見が存在する原因は複雑であるが、いくつ
かの主な原因を理解することは重要である。
性差別：多くの社会には、女性より男性に有利な
不均衡な権力構造がある。このような構造が存在
するためには、男性と女性の間に明確な区別が存
在し、男性が優れていて、女性は劣っているとい
う観念が伴っている必要がある。
多くの場合、このような社会では、ゲイやバイセクシュアルの男性
は、社会の厳格なジェンダー役割にそぐわないため、つまり、関係
性の中で、女性だけに適用される「より重要でない」または、より
受け身の役割を担うことで、劣った者とみなされる。

レズビアンも、通常は男性だけにあてがわれる、
より支配的な役割を担おうとしているとみなされ
るため、同様の差別に直面する。トランスジェン
ダーの人々は、このような社会的慣習に適合しな
いため、排斥される。
宗教的伝統：多くの宗教では、同性間の性的関係
は、聖典や伝統の冒涜であると信じられている。
宗教が同性間の性交を不道徳であると信じるのは
自由であるが、だからといって、LGBTI+ の人々
の平等や基本的人権を認めないことを正当化する
ことはできない。

自然法論：
差別的信念の正当化として、自然法論の一つの型があり、
性交の目的は生殖であると主張するものである。

よって、生殖を目的としない性交は、いかなる形
態であっても、不道徳である。しかしながら、こ
の論理が正しければ、避妊具を用いたり、不妊の
カップルが性交を行うのも同様に不道徳となるだ
ろう。この悪質な自然法論は、猛反対に遭うだけ
でなく、性的関係には生殖以上の意味があること
を理解していない。
異性愛を規範とする環境：異性愛者が多数派であ
るため、同性愛者への偏見のかかった構造や理解
を規定してしまう。

同性愛者は少数派であるため、よそ者と見られたり、悪の
レッテルを貼られる。多様性に価値を見出さず、恐れる人
もいる。

はっきりさせよう
誰もが異性愛者であると思い込まない。
大多数の人が異性愛者であるため、性的指向や性自
認に関する多様性は表にでてこない。私たちは、多
数派が全体や規範であると思い込みがちである。

これには次のような影響がある。
・多くの人は、職場等の様々な生活圏には、同性愛者、
バイセクシュアル、トランスジェンダー、またはイ
ンターセックスの人々はおらず、故に、差別や嫌が
らせの問題はないと思いがちである。
・LGBTI+ の人々は、もし自分のセクシュアリティ
が表に出れば、自分が苦しむことになるかもしれな
いという恐怖から、これを隠しているのだ。彼らは、
自由に自らのアイデンティティを表現することがで
きない。それは同時に、他の労働者が有する（年金
や許可等のような）権利や福利厚生を得られないと
いうことを意味する。
これが、可視性（visibility）が社会的ノーマライゼーション
にとって、非常に重要なツールであることの理由である。
言い換えれば、可視性によって、多様性が基準であるとの
理解が深まり、尊厳を与え、差別と闘うことを可能にする
のである。そのために私たちは、誰もが自らのアイデンティ
ティを自由に、恐れることなく表明することのできる、差
別のない安全な労働環境を作らなくてはならない。

誰かがゲイ、レズビアン、またはトランスジェ
ンダーであると思い込んではいけない。
LGBTI+ には多くのステレオタイプがあり、それは、
マスコミによって拡散することが多い。結果として、
多くの人々は、服装、話し方、身振り手振り等から
誰かをレズビアン、ゲイ、トランスジェンダーであ
ると思い込む。時には、「彼女はレズビアンに見え
ない」などといった発言で言語化されることすらあ
る。
この種のコメントや偏見により、LGBTI+ の人々は
自由に自らを表現し、そのような見方に異議を申し
立てることさえ非常に困難である。
実際には、あらゆる年代、外見、大きさの LGBTI+ の人々
がいる。どのような人種、民族、宗教（または無宗教）に
も属しており、他の人と同様、身体的または精神的障害を
持っているかもしれない。

偏見に対する断固とした態度がステレオタイプをな
くすための最善策であり、LGBTI+ の人々が自由に
自らを表現するのに必要な自信を取り戻すことを後
押しする。

LGBTI+ とゲイは同意語ではない。

多くの場合、LGBTI+ の労働者の権利を守る法律は
存在しない。法が存在する場合でも、適用が十分で
LGBTI+ は「レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、 なかったり、守られていないことが多い。
トランスジェンダー及びインターセックスの人々」
の略である。同性間の関係を築く人々やノンバイナ この問題が、社会全体そしてそれを構成する組織に
リーの性自認を示す人々を指すために、異なる文化 もかかわっているのは、このためだ。
では様々な言葉が使われている。（例：ヒジュラ（南
アジアの国々で古来から男性でも女性でもないとさ LGBTI+ の人々の基本的人権は、危機に瀕している
れる人々）、メティ（ネパールでのヒジュラの呼び のだ。
方）、ララ（レズビアンに対する中国語のスラング）
、
スケサナ（南アフリカのゲイの呼び方）、motsoalle
職場での LGBTI+ 労働者の差別とは何か？
（レソトの女性間の長期的関係）、mithli（アラビア
語）、Kuchu（ウ ガ ン ダ・ス ワ ヒ リ 語）
、他 に 差別、嫌がらせ、労働市場からの排除は、女性と男
kawein、farce、muxe、fa’ afafine、fakaleiti、 性はこのようにふるまうはずだ、という先入観との
hamjensgara、Two Spirits 等々）
不一致から生じることが多い。しばしば、ふるまい
や外見が「男っぽい」女性や「女っぽい」男性が、
偏見をなくすために、私たちは、「LGBTI+」がそれ 勝手に認知された性的指向を基にした差別や嫌がら
ぞれ固有の経験と問題を抱えて生活している、多様 せに苦しむ。
な性同一性や性自認を抱く人々のグループを表すの
に使われる総称であることを理解することから始め
性的指向または性自認のせいで、他の人よりも不利
るべきだ。
な扱いを受けている人は、差別されている。

性的指向と性自認は選択するものではない。
人類は、たとえ、社会が不当に「好ましい」とみな
したステレオタイプまたは社会的慣習を身につける
ことを選択したとしても、自身の性的指向及び／ま
たは性自認を選択することはできない。このことは、
人の性的指向及び／または性自認は変えられないこ
と を 意 味 す る。変 わ ら な く て は な ら な い の は、
LGBTI+ の人々に不名誉を与える社会の否定的な態
度である。それが、LGBTI+ の人々に対する暴力や
差別につながるのである。
基本的人権の侵害を含む、ひどいトラウマを引
き起こすような「方法」で人々の性的指向を変
えようとする人々がいるのだ。

性的指向を理由とした差別は個人的な事柄ではな
い。
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェ
ンダー、インターセックスの、またはそうと認識さ
れている人々は、職場、家庭、学校、医療機関、そ
の他生活の多くの面で社会的不名誉、排除や差別に
苦しんでいる。
職場で解雇され、学校ではいじめられ、家庭か
らは追放される。
適切な医療処置を拒否され、両親から勘当され、
精神科施設に強制入院させられ、結婚や妊娠を
強制されたり、名誉を傷つけられやすい。
特に職場における「カミングアウト」の影響は、昇
進できないことから、からかいや攻撃的なコメント
の対象になること、排除、雇用契約の非更新または
不当解雇にまで及びうる。

嫌がらせや暴力は、言語によるもの、肉体的、精神的、
制度的なものさえある。
この種の状況は、嫌がらせに苦しむ人々に大きな影
響を及ぼす：自尊心の低さ、心因性または肉体的症
状、不満、不安、抑うつ、ひどい場合には自傷行為
や自殺にまで至ることもある。
職場の性的指向に基づいた差別は次のように現れる：
・雇用拒否や解雇、雇用や研修にアクセスする際の
差別
・職場でのいじめや嫌がらせ、嫌な冗談、当てつけ、
含みのあるコメント、言葉による暴力、悪意ある
うわさ話、中傷、虐待、子供を虐待しているとの誤っ
た非難、落書き、電話で罵倒する、匿名のメール、
器物破損、脅迫、暴力、殺害の脅しさえある。

・異性のパートナーには福利厚生があるが、同性の
パートナーにはない。例えば、次のようなものであ
る：医療、男性の育児休暇、産休・育休、異動、病
気のパートナーの介護または弔慰休暇、従業員及び
その家族向け教育その他の特典、無料または割引き
価格で提供される商品やサービス、保険。
・自己排斥（例：差別されるのを恐れて、特定の業務、
キャリア、使用者を避けること）
・LGBTI+ 労働者に対する賃金差別
・カミングアウトの恐怖
・トランスジェンダーの人に対する差別

・性差別的、同性愛嫌悪的、外国人嫌悪の冗談、表現、
ジェスチャーを避けること。
・あなたが現在、性的指向や性自認を理由とする差
別または嫌がらせのある状況にいる場合、沈黙を
守らずに、何か行動すること！
・同性愛やトランスジェンダーについて知らない場
合は学び、ステレオタイプを受け入れないこと。
性的指向を理由に、会社は労働者に関する決定を
下すことができるのか？
いいえ。

「私の職場では、誰も差別していない」
・・・本当に？

同性愛嫌悪の冗談は、私たちの日常生活にあまりに深く
溶け込んでいて、そうとすら気付かないことが多い。

この種の冗談が存在し続け、性的指向または性自認
を理由に他者の尊厳を侮辱する軽蔑的な用語や表現
を使用すると、このような態度や社会様式が当然の
ものとなり、強化されてしまう。それがまた暴力や
差別を生むのである。
全ての人にとって平等で安全な環境を確実に生み出
すためには、まず最初に私たち自身の態度を見直さ
なければならない：

労働者に関して、会社が下すいかなる決定も、仕事
のスキルに基づくものでなければならず、性的指向
または性自認に基づいてはならない。

労働組合として何ができるのか？
私達は、みな平等で、個人として唯一無二のそれぞ
れが異なる存在である。
本当の信頼関係を作るために、他のみなと同じであ
る必要はない。
私達はみな異なっている。
私達は平等である。
そして、私達は組織化されている。
労働組合はあなたの居場所‐UNI キャンペーン

GUF は、決議採択、意識啓発キャンペーン、ディ
スカッション・フォーラム、連帯と包摂の表現を取
り入れた議題により、十年以上 LGBTI+ 労働者の権
利保護に取組んでいる。

2004 年以来、UNI は、全てのグローバル枠組み協
定に平等と反差別条項を含めることで LGBTI+ 組合
員の保護に取組んできた。2016 年 5 月、世界中で
LGBTI+ 労働者が苦しむ差別と暴力についての意識
向上キャンペーンを立ち上げた。2018 年に UNI は、
リバプールで開催された UNI 世界大会で、決議を
採 択 し、LGBTI+ 組 合 員 に 対 す る 差 別 と 闘 い、
LGBTI+ 差別に対する行動を計画・調整するために、
他の GUF と協力することを誓った。
UNI は、包摂的な労働環境の創出に役立つ方針と行
動を策定する上で、全ての労働者のためのディーセ
ントワーク推進者として、労働組合は不可欠である
と固く信じている。
労働組合役員として、この闘いを支援するには、
次のような手段がある：
・平等に関し、組合が実施する活動についてもっと
学習する。
・この問題に対応する組織機構について組合代表に
尋ねる。組合本部に連絡することもできる。
・多くの組合には、LGBTI+ 問題に適切に対処する
ことができる平等推進オフィス、委員会、または組
織がある。

・反差別、平等及び LGBTI+ の権利促進を目的とし
た方針の策定。しっかりと宣伝し、簡単に利用でき
るものにすること。
・組合員が抱える LGBTI+ 問題に対する懸念に対処
するために、組合はどのような行動を取る必要があ
るのかについて把握するため、組合員にオンライン
調査を実施する。
・LGBTI+ の権利と労組への適用の仕方について議
論する教育リソースを組合員に提供する。
・LGBTI+ の権利促進のために労組内に支援グルー
プまたはネットワークを構築する。
・労組のホームページを更新し、平等に関するペー
ジや、性的指向や性自認、及び労組の行動につい
ての議論を掲載する。
・LGBTI+ の権利、グループ、その他の取組みに対
するコミットメントを伝えるチラシ、ポスター、
またはパンフレットを作成する。
・LGBTI+ の権利を促進する教育的ワークショップ
を開催する、またはそのようなワークショップに
参加する。
・連帯を表明する。毎年 5 月 17 日に、国際反ホモフォ
ビア・トランスフォビア・バイフォビア（LGBTI+
フォビア）の日を祝う。この日は、1990 年の同日
に世界保健機関（WHO）が同性愛を国際疾病分類
から除外した日である。
連帯を表明する場合は、連帯を要請されている国
の LGBTI+ コミュニティの言葉に耳を傾け、特別
に要請されている場合にのみ、LGBTI+ コミュニ
ティの人々の利益になるように主張することが必
要である。

労働者として私たちにできること
職場の誰か（またはあなた）が性的指向または性
自認を理由に差別されている、または嫌がらせを
受けているときにできることは、次の通り：
・苦情提訴の仕方を知るために、あなたの会社の苦
情処理や平等方針について調べる。
・自分が受けた被害の記録を付ける。
・職場の組合代表に連絡を取って問題を提起し、
アドバイスをもらう。
・このような問題に対応している社会組織または地
域組織について調べる。
・上司に連絡し、問題を報告する。
・LGBTI+ の権利促進のために、特に反差別、反ハ
ラスメント、福利厚生、忌引き及び休暇条項に関
する協約を見直し、策定する。

もっと大規模にできること：
・政治家や他組織に LGBTI+ の権利を促進する行動
を称賛し、そうでない行動を非難する手紙を送る。
・LGBTI+ の権利を支援する地元のセクシュアル・
マイノリティのパレードやイベント、その他の行
事に参加する。
・地域または各国の LGBTI+ の問題に取組む NGO
と連携する。

LGBTI+ 用語集
一般
バイナリー（二元論）
性やジェンダーの関連において、バイナリーとは、2 つの
異なる、正反対の、全く関連のない形態としての「男性／
女性」という伝統的な理解のことを指す。

ノンバイナリー
スペクトラム（連続する範囲）としての性自認であり、男
性／女性という限定的な男女二元論の外部にある。ノンバ
イナリーの人々には、2 つ以上のジェンダーがある；ジェ
ンダーがない（A ジェンダー、ジェンダーレス、ジェンダー
フリーまたはニュートロワ）；2 つの性を行き来している、
または性自認が揺れ動く（ジェンダーフルイド）；第三の性
またはその他の性（自らの性に名称を付けない人々を含む
カテゴリー）と自認している。

LGBTI+

同性愛者、トランスジェンダー、多様なジェンダー、インター
セックスの頭文字語。LGBTI+ は、レズビアン、ゲイ、バ
イセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー、インター
セックスの略省。+ は、その他すべての性、ジェンダー、
性的多様性を表すが、その限りではない。LGB、LGBT ま
たは LGBTIQ（Q は「クィア（Queer：セクシュアル・マ
イ ノ リ テ ィ の 総 称）」ま た は「ク エ ス チ ョ ニ ン グ
（Questioning：自己のジェンダーや性同一性、性的指向を
探している状態の人々を指す言葉）」を表す）等の用語も一
般的に使用される。

性

ジェンダー移行
自らの性自認に合わせて生活するためにトランスジェン
ダーの人々が経験する過程。社会的側面（服装、髪型、一
人称の呼び方や人に呼んでほしい人称代名詞等の変更）、法
的側面（書類上の名前や法的性別の変更等）または医療的
側面（ホルモン療法または外科的手術）があるが、これら
を伴う場合もあれば、伴わない場合もある。

トランスジェンダー
性自認及び／または性表現が出生時の性とは異なる人々を
総称する時に使われる用語。トランスジェンダーの人は、
自分のことを女性、男性、男性と女性の両方である、また
はどちらでもない、と認識することがある。

トランスフォビア
トランスジェンダーの人々に対する恐怖や憎しみ、
または嫌悪感。

性的指向
A セクシュアル（アセクシュアル、エイセクシュアル）
他者に対して性的魅力を感じない人。

バイセクシュアル（両性愛者）

恋愛対象として、感情的に、肉体的に、及び性的に 1 つ以
上の性／ジェンダーに惹かれる人。

バイフォビア
バイセクシュアル（両性愛者）の人々に対する恐怖や憎しみ、
または嫌悪感。

ゲイ

女性、男性またはインターセックスと呼ばれる個々の生物
学的性的特徴。

恋愛対象として、感情的に、肉体的に、及び性的に同性／
同じジェンダーに惹かれる人。一般的には男性に使われる
ことの多い用語であるが、頻度は少ないが女性にも用いら
れる。

インターセックス

異性愛者（ヘテロセクシュアル）

生物学的性

典型的な特徴を備えた男性と女性の間に存在する、様々な
先天的な身体的特徴や状態を表す用語。インターセックス
の人々は、完全な女性でも男性でもない、または、男女を
組み合わせた身体的、ホルモン的、遺伝的特徴を備えて生
まれてくる。インターセックスであることが、特定のジェ
ンダーをあらかじめ決めることにはならない。インターセッ
クスの人の中には自らのジェンダーや法的性別を X とする
人もいるが、大多数は、性別を M（男性）または F（女性）
としている。

恋愛対象として、感情的に、肉体的に、及び性的に異性／
異なるジェンダーに惹かれる人。

ホモフォビア（同性愛嫌悪）
同性愛者の人々に対する恐怖や憎しみ、または嫌悪感。

同性愛者（ホモセクシュアル）
恋愛対象として、感情的に、肉体的に、及び性的に同性／
同じジェンダーに惹かれる人。ゲイ及び／またはレズビア
ンは、同性愛者を称する時に使われる一般的な用語である。

法的性別
出生証明書、パスポート、公的医療制度の記録やその他の
公的書類等による法律上の個人の性別。個々の性別を M、
F、X として記録することのできる自治体が増えている。個
人の法的性別は、生物学的性または本人の性自認を反映す
る場合もあれば、反映しない場合もある。

ジェンダー
性表現
自分の性別を外に表現する方法のこと。生物学的性及び／
または法的性別と必ずしも一致するとは限らない。

性自認
アイデンティティ、外見、マナー、その他ジェンダーに関
連する特徴についての個々の感覚。人は、自分のことを男性、
女性、男性と女性の両方である、またはどちらでもない、

レズビアン
恋愛対象として、感情的に、肉体的に、及び性的に他の女
性に惹かれる女性。

クィア
性的指向が異性愛に限定されない人々を指す。通常、クィ
アを自認する人々にとっては、レズビアン、ゲイ、バイセ
クシュアルという用語があまりに限定的である、及び／ま
たは文化的含意をはらんでいると感じられ、彼らはそのよ
うな用語が当てはまらないと感じている。

クエスチョニング
自らの性的指向または性自認を定めていない／定まらない
人々を指すときに用いられる用語。

性的指向
同性、異性、両性、無性に対する個人の性的指向。

