
 

 

 

〜LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティに関する基礎知識〜 
 

はじめに〜さまざまな性のあり方〜 

性のあり方というのは多様です。しかし、多くの人が前提とし

てしまう性のあり方は限定されています。例えば、「○○という

性別に生まれたのだから○○という性別だ」「○○という性別の

人は▽▽という性別の人を好きになる」「この世の中には男と女

しかいない」「一対一の恋愛・ 性愛の交際関係がよい」「現実

に恋愛や性行為をしない人は未熟だ」などなど様々な性に関する

規範が存在します。しかし、本当にその前提は正しいのでしょう

か。 

 

・誕生時に法的に割り当てられた性別や生物学的性別とは異

なる性別で生きる人々がいます。 

・同性を好きになる人々もいれば、好きになるのに性別は関

係ない人々もいます。 

・X ジェンダーという男女という枠を越えた性を自認してい

る人々もいます。 

・複数人との交際関係を持つ人々もいます。 

・非現実の対象に恋愛する人々も恋愛をしない人々も性行為

をしない人々も性的感情を持たない人々もいます。 

 

このような「一般的」とされる性に関する前提とは異なる性の

あり方をする人々を「セクシャルマイノリティ（性的少数者）」

と呼びます。このような人々はかつて、「いないもの」「変な

人」として扱われてきました。しかしセクシャルマイノリティ

は、「一般的」とされるマジョリティを前提とする価値観の中

で、不当な扱いをされるべきではありません。不当な扱いを改善

するために、様々な取り組みが行われています。 

 

ただし、本稿で述べるのはあくまで性のあり方の一側面です。

ここに書かれていることが全てでは決してないことをご理解くだ

さい。さらに、ここでの説明はある一定の理解であり、絶対的に

正しいものではありません。その属性を自認する人々の使い方を

尊重してください。また、以下の説明の全てを把握するべきとい

うことでは決してありません。 

 

1. 性自認・性表現と性的指向・恋愛指向 

ここで、性の多様性の一側面を理解するための基本的な概念を

紹介します。 

 

性自認（Gender Identity） 

 自分が認識する性別のことです。「性自認が○○」というのは

「自分は自分のジェンダー（性別）を○○だと認識している」と

いうことです。 

 

性表現（Gender Expression） 

 自分が他者に対して表現する性別、例えばどのような服装をす

るかです。 

 

性的指向（Sexual Orientation） 

 性的対象のあり方のことです。「性的指向の対象が男性」とい

うのは「男性を好きになる」ということです。 

 

恋愛指向（Romantic Orientation） 

 恋愛対象のあり方のことです。性的指向と一緒にされてしまい

がちな概念ですが、世の中には例えば「恋愛指向は存在するが性

的指向は存在しない」のようにこれらが一致しない人もいます。 

 

 これらはすべて独立した概念です。 

 性自認は性的・恋愛指向や性表現、法的な/生物学的な性別に

かかわらず人によって様々です。 

 性表現や性的指向、恋愛指向も同様に法的な/生物学的な性別

や性自認などにかかわらず人によって様々です。 

 例えば「男性として産まれてきたが、心は女性で、服装は男性

的なものを好み、恋愛対象は女性、性的感情は抱かない。」とい

うような人もいます。 

 性的感情を抱くか否かや、その程度も人によって様々です。 

 

性的指向と性自認の二つを合わせて SOGI（Sexual 

Orientation & Gender Identity）と呼ぶこともあります。 

 

セクシャルマイノリティに関する用語 by TOPIA 



 

 

2. 性自認 

トランスジェンダーをはじめとする人たちは嫌悪されたり、同

性愛者と混同されたりして周囲の理解を得られないこともありま

す。また、トイレや服装の問題、医療サポートに関わる問題、外

見による差別、手術の有無による差別、性別変更における法的差

別などに直面しています。 

 

トランスジェンダー/TG（Transgender）  

 誕生時に割り当てられた性別と性自認とが一致しない人々。 

[歴史的文脈] 

→GID・TS（後述）を含めないこともあります（狭義のトランスジェンダー）。 

→異性装者を含む概念として「広義のトランスジェンダー」が使われたこともあ

ります。 

 

性同一性障害/GID（Gender Identity Disorder） 

 生物学的性別と「反対」の性自認への持続的な確信を持ち、性

自認に一致する性別を求める人々。現在日本では、性別適合手術

や戸籍における性別の変更も条件が合えば求められる。疾患名。

Gender Identity とは性自認の意味。 

→2019/5/25 に WHO の「国際疾患分類（ICD-11）」が改訂され、性同一性障害

は「精神障害」のカテゴリから外され、「性別不合」 （Gender Incongruence）

と名前を変えて「性の健康に関連する状態」に分類されました（後述）。 

 

性別不合（Gender Incongruence） 

 出生時に割り当てられた性別と本人の体感する性別間の恒久的

な不一致により特徴づけられる状態。 

→WHO の国際疾病分類（ICD-11）で性同一性障害に代わって非精神疾患のカテ

ゴリーとして登録されました。 

 

性別違和（Gender Dysphoria） 

 出生時に割り当てられた性別と経験するジェンダーとの間の不

一致により生じる苦痛のこと。 

→アメリカ精神医学会の診断リスト DSM-5 で性同一性障害に代わって登録された

診断名です。 

トランスセクシャル/TS（Transsexual） 

 自分の性別に関する身体的特徴に違和感・不快感を覚える

人々。 

 

トランス女性/MTF（Male to Female） 

 出生時に男に割り当てられ、性自認が女である、もしくは女へ

移行しようとしている、または移行した人々。 

 →オカマと呼ばれることもありますが、これは差別語です。 

 

トランス男性/FTM（Female to Male） 

 出生時に女に割り当てられ、性自認が男である、もしくは男へ

移行しようとしている、または移行した人々。 

 →オナベと呼ばれることもありますが、これは差別語です。 

 

シスジェンダー 

 性自認と法的な/生物学的な性別が同じである人々。 

 

X ジェンダー 

 性自認が「男」「女」以外の人々。 

・両性（Bigender どちらでもある） 

・中性（Gender Neutral 男女の中間） 

・不定（Gender Fluid 性自認が時と場合により変化する） 

・無性（Agender 男女による性別観には合致しない/性別観

をもたない） 

など書ききれないほど多様な在り方があります。「X ジェンダ

ー」という言葉は英語圏では使われず、似たものとして

Nonbinary や Genderqueer などが使われます。 

 

3. 性表現 

トランスヴェスタイト/TV（Transvestite） 

クロスドレッサー（Crossdresser） 

 異性装をする人々。 

→たとえばコスプレとして異性装をする人がトランスジェンダーであるとは限ら

ないように、性表現と性自認は異なる概念です。 

  



 

 

4. 性的指向 

同性愛者をはじめとする人たちは嫌悪されたり、同性婚が認め

られていなかったりといった、社会的・制度的な差別に直面して

います。また、トランスジェンダーとの混同、過度に性的な存在

としてみなされることによる差別、恋愛や性交渉を強要する人で

あるかのように思われるなど、さまざまな誤解を受けることもあ

ります。 

 

4.1 性的指向の対象 

レズビアン（Lesbian） 

 性自認が女性で、性的指向が女性である人々。女性同性愛者。 

 →レズと呼ばれることもありますが、これは差別語です。 

 

ゲイ（Gay） 

 性自認が男性で、性的指向が男性である人々。男性同性愛者。 

 →ホモと呼ばれることもありますが、これは差別語です。 

 

バイセクシャル（Bisexual） 

 性的指向が男性・女性に向かう人々。両性愛者。 

 

パンセクシャル（Pansexual） 

 性的指向が全ての人に向かい、性別は関係ないとする人々。 

 

ヘテロセクシャル（Heterosexual） 

 性的指向が性自認に対する異性に向かう人々。異性愛者。 

 

ホモセクシャル（Homosexual） 

 性的指向が性自認と同じ性別に向かう人々。同姓愛者。レズビ

アンやゲイはこれに分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 性的指向のかたち 

アセクシャル/エイセクシャル（日本語圏での用法） 

  性的感情と恋愛感情を抱かない人々。 

→本来は性的感情を抱かない性的指向のこと。（Asexual）  

→日本語圏でのアセクシャルを英語圏では asexual 

aromantic といいます。 

 

ノンセクシャル（日本語圏での用法） 

  恋愛感情は抱き、性的感情は抱かない人々。 

→日本語圏でのノンセクシャルを英語圏では asexual (allo-)romantic といいま

す。 

 

クワセクシャル（Quoisexual） 

 他者に抱く「魅力」が性的な魅力であるのか、そうでなく別の

意味での魅力（例えば友人としての魅力や恋愛としての魅力）で

あるのかが区別できない人々。Quoi とはフランス語で、What に

相当する言葉。 

 

デミセクシャル（Demisexual） 

 性的指向が強い情緒的つながりのある人にだけ向かう人々。 

 

セクシャルフルイッド（Sexual Fluid） 

 性的指向が時とともに変化する不定である人々。 

  



 

 

5. 恋愛指向 

恋愛感情を抱くか否かや、その程度は人によってそれぞれで

す。また、恋愛感情を抱く相手が性的感情を抱く相手と一致して

いるとも限りません。 

 

アロマンティック/エイロマンティック（Aromantic） 

 恋愛感情を持たない人々。 

 

バイロマンティック/パンロマンティック/ヘテロロマン

ティック/デミロマンティック/……  

 前項性的指向を参照。恋愛の対象が、男女/すべての人/異性/

強い情緒的つながりのある人/……である人々。 

 

6. 交際関係 

交際関係をどのように結ぶかは人によって様々です。あいまい

に交際関係を持つ人も契約のようにきっちり決める人もいます。

交際関係を結びうる人数という観点で分類すると以下のようにな

ります。一対一の交際関係以外を見下す差別や、複数人によるパ

ートナーシップを法的に認めない社会的・制度的な差別に直面し

ています。 

 

ポリアモリー（Polyamory） 

 一人に限定しない人々とすべての当事者の”同意のもと”交際関

係を結ぶ人々。 

→同意を得ずに交際関係を結ぶ浮気や不倫とは異なります。 

 

モノアモリー（Monoamory） 

 一人に限定した人々と交際関係を結ぶ人々。 

 

ノナモリー（Nonamory） 

 交際関係を求めない人々。 

 

7. その他、総称など 

クエスチョニング（Questioning） 

 性自認や性的指向、恋愛指向がはっきりと決まらない/わから

ない/“まだ”決まらない/決めない人々。思春期などに一時的にわ

からなくなる人々もいれば、ずっと決めない/決まらない人々も

います。 

 

セクシャルマイノリティの総称は時代とともに、様々なものがあ

ります。 

 

性的少数者/セクシャルマイノリティ（Sexual 

Minority）  

 「一般的」とされる性のあり方と異なる人々。 

→ここでいう「一般的」はシスジェンダー・ヘテロセクシャル・ヘテロロマンテ

ィック・モノアモリーを指します。 

 

LGBT 

 レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシャル

（Bisexual）、トランスジェンダー（Transgender）の頭文字を

とって作られた用語で、以上の四者だけを意味することが多いで

す。明るいイメージがあるものの、その他のセクシャルマイノリ

ティを排除するという批判もあります。 

 

LGBTs/LGBTQ…etc. 

 LGBT を複数形にしたり、後に様々な属性の頭文字を付け足し

て表したりすることもあります。 

→「LGBTQ」の「Q」は、クエスチョニングや、クィア（後述）の頭文字をとっ

たものです。 

 

クィア（Queer） 

 性規範によって排除されうる人々が用いた自称です。“queer”

は元々「変態」などの意味を表す同性愛者に対する侮辱語でした

が、「変態で何が悪い」と開き直る目的で当事者によってわざと

用いられるようになりました。また、クィア理論、クィア・リー

ディングなど学術的な用語としてよく用いられます。 

 

GSRM（Gender, Sexuality and Romantic Minority）  

 ジェンダー（社会的性別）、セクシャリティ（性と欲望のあり

方）、ロマンティシズム（恋愛のあり方）に関して少数である

人々。 

 

アライ（Ally） 

 ジェンダー平等とセクシャルマイノリティの権利保障を支持す

る非当事者。 



 

 

まとめ 

ここに挙げることができたのはあくまで一部の性のあり方で

す。性のあり方は人それぞれであり、全貌を把握することは困難

です。「性のあり方は多様である」と理解することは可能である

と同時に、とても重要なことです。そして、他者や自己の性のあ

り方を決めつけることなく、想像さえしなかった性のあり方を否

定しないことが大切です。 

 一方で、自分は何者であるかという問いは重要です。自らの性

のあり方を表す言葉を知ることは様々なメリットがあります。そ

れは、自分が一人ではない 「おかしい」わけではないと気が付

く、仲間を見つけやすくなる、自己を把握しやすくなり安心する

などです。 

コラム DSD（Differences in Sex  
Development）と医療 

DSD とは身体の性別における非典型的な在り方を示す人々。

様々な疾患の総称として性分化疾患（DSD/ Disorders of Sex 

Development）という医学用語があります。しかし、生物学的性

別と性的指向や性自認との対応関係は基本的にないため、「一般

的」な性のあり方を持つ場合が多いです。主に直面する問題は当

事者の了承を得ずに行われる手術など、医療に関わる問題です。 

 

 


