
はじめに

本稿では、同性パートナーシップ証明に対するLGBT当事者の意向について、

当事者に対して実施した量的調査から検討する。

2015年11月東京都渋谷区と世田谷区において、同性カップルに対して、「パー

トナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓書」が発行された。近年諸外国

では、同性カップルの法的婚姻を認める、あるいは同性カップルのパートナー

シップを異性カップルの法的婚姻と同等に扱う法制度を制定するなど、同性

パートナーに対する法的保障の動きが目覚しい。一方、日本は、2011年に国連

人権委員会で採択されたLGBTの人々に対する差別撤廃に関する決議に賛同は

したものの、国としての動きが全くないために、2014年には勧告を受けるとい

う状況下にある。こうした日本の現状下において、2015年に渋谷区と世田区で

発行された同性カップルに対するパートナーシップの証明書や宣誓書は、法的

な保障や拘束力がない自治体における条例の一部、あるいは区長の要綱という

扱いではあるが、LGBTの人々への差別撤廃の第一歩としての意義は大きいと

いえる。

しかし、こうした証明書、宣誓書の発行を受けるには、役所での手続きが必

要であり、また、この証明書や宣誓書を使用するということは、見ず知らずの

他者へ自らのセクシュアリティを「カムアウト」することになる。LGBTの人々
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に対する差別や偏見が大きい日本においては（吉仲・風間・石田・河口・ 野、

2015）、LGBTの人々が自らのセクシュアリティをカミングアウトすることは、

非常なリスクを伴うものであり、躊躇される行動である（性意識調査グループ、

1998：81-122； 野、2008；砂川、2007；Valentine, Skelton, and Butler, 2003；ジャ

クソン、1999）。つまり、これらの証明書、宣誓書は同性カップルの不利益を

解消してくれる可能性をもつものではあるが、法的義務が伴わないため、その

効力も不確実である上、カミングアウトによる偏見を蒙るというリスクも伴う

ものである。つまり、当事者にとっては、こうした証明書の授受も利用もかな

りの決断が必要になるのではないかと推察される。

そこで、本稿では、2015年 4月にLGBT当事者に実施した量的調査に基づき、

LGBTの人々は同性パートナーシップ証明書、宣誓書の利用とその意義につい

てどのような認識を持っているのかを検討してみたい。

1 ．同性パートナーシップ証明書・宣誓書の位置づけ

既に述べたように、渋谷区と世田谷区の同性パートナーシップ証明書と宣誓

書は、諸外国で制定されているパートナーシップ制度とは全く異なるものであ

る。そもそも、諸外国のそれは、同性カップルに異性カップルと同じ法律婚を

認める、いわゆる「同性婚」の法的整備や、法律婚とは異なる制度ではあるが、

同性カップルを異性の法律婚と同等に位置づけ、その権利を法的に保護しよう

とするドメスティック・パートナー制度など、国が婚姻にかかわる法制度とし

て導入しているものである。前者としては、オランダ、ベルギー、ノルウェー、

スウェーデンなど北欧諸国のほか、ポルトガル、アイスランドなどでの取り組

みが代表的であり、後者の代表としては、ドイツのライフ・パートナー制度、

イギリスのシビル・パートナー制度などがある。また、フランスのPACS（民

事連帯契約）やスウェーデンのサンボ（同棲）法などは、異性、同性を問わず、

いわゆる法的婚姻外にある事実婚のカップルを、法的婚姻と同等な法的保障を

行うという制度もある（大山、2012）。

しかし、渋谷区と世田谷区の同性パートナーシップ証明書と宣誓書は、実施

主体は国ではなく自治体であり、それぞれ、条例、要綱の範囲にとどまるため、
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法的な保護や権利が発生するわけではない。渋谷区は「渋谷区男女平等及び多

様性を尊重する社会を推進する条例」（2015. 3. 31）に、世田谷区は「世田谷区

パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱」（2015. 8. 4）に位置づけら

れている。

渋谷区の同条例では、パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程

度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をいう」と

した上で、第 4条で性的少数者の人権の尊重について謳い、第10条で区が行う

パートナーシップ証明について明記している（渋谷区HP　https://www.city.

shibuya.tokyo.jp/kusei）。世田谷区では、先の要綱は、その趣旨において「同性カッ

プルがその自由な意志により行うパートナーシップの宣誓の取り扱いについて

重要な事項を定めるものとします」とした上で、同性カップルを「互いをその

人生のパートナーとして、生活を共にしている、または共にすることを約した

性を同じくする 2人の者をいいます」と定義し、「パートナーシップ宣誓」とは、

「同性カップルであることを区長に対して宣誓することを言います」としてい

る。そして、「パートナーシップ宣誓書を提出した同性カップルに対し、区が

収受印を表示した宣誓書の写しと受領書を交付するものとします」と定めてい

る（世田谷区HP　https://www.setagaya.lg.jp/kurashi）。

従って、これらの証明書、宣誓書によって保障される権利義務は、法的婚姻

には到底及ばない。家族・親族に限られるとされてきた場面において（例えば、

入院の手続きや手術の同意、住まいを借りるなど）、「配偶者である」「親族で

ある」という証明として使用できるが、実際にその申し出を受け入れるかどう

かは事業主の判断に委ねられている。そして、渋谷区に関しては、「条例」と

しての義務（義務を遂行した場合は表彰、違反したときは、事業所名の公表）

があるため、世田谷区よりは配慮される可能性は高いが、世田谷区はあくまで

も区長裁量の要綱であり、違反事業所に対する罰則規定は一切ないという点で、

どこまで効力をもつものであるかは、不明である。

そして、さらにこれらの証明書、宣誓書が発行されるようになった経緯に関

して、諸外国と大きく異なる点が存在する。諸外国における同性パートナーに

かかわる法整備については、多くの場合、LGBT当事者からの異議申し立て、
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権利獲得運動が大きな影響を与えている（佐藤、2008）。それに対して、渋谷区、

世田谷区の証明書・宣誓書に関しては、その決定プロセスにおいては当事者も

かかわっているが、LGBTの人々の権利に理解のある区議などを中心として審

議、導入されたものであり、当事者の異議申し立ての運動の結果として実施に

至ったわけではない（エスムラルダ・KIRA、2015）。

佐藤は、同性カップルの婚姻、パートナーシップの権利が社会的に理解され、

受け入れられるためには、当事者の異議申立て運動や、機運の高まり、そして、

法整備のプロセスが、きちんとした段階を踏んで進められることが重要である

としている（佐藤、2008）。

このような視点から、渋谷区と世田谷区の同性パートナーシップ証明書と宣

誓書を検討した場合、佐藤の指摘するような段階を踏んで進められてきたとは

言えず、従って、十分な社会的理解を得られにくいことが考えられる。そのこ

とが、「カミングアウトのリスク」につながる可能性を孕んでいる。

2 ．LGBTの人々にとってのカミングアウト

LGBTの人々にとっての、「カミングアウト（comming out）」1）は非常に重要

な問題である。

Valentine, Skelton, and Butlerは、ベックの個人化論に基づき、近年レズビア

ンやゲイの若者は自らのライフスタイルを自由に選択する機会が与えられるよ

うになっている、特にイギリスや北アメリカ、ヨーロッパでは、ゲイやレズビ

アンのパートナーシップの権利が拡大され、社会的にもサポートが得られやす

い状況になっているため、過去に比べてレズビアンやゲイが理解されやすく

なっていると指摘している。しかし、そうした状況にあっても、「カムアウト

（come out）」の決断は、多くの若者にとって非常に困難を伴うとしている

（Valentine, Skelton, and Butler, 2003）。ゲイやレズビアンの人々は、当事者同士

の「コミュニティ」で生活し、「自分の生まれた家族（families of origin）」や「自

分で選択した家族（families of choice）」すなわち、自らが生み出した家族的関

係を持つ人々の中に「埋め込まれた」生活を送ることが多い（ジャクソン、

1999: 151; Valentine, Skelton, and Butler, 2003）。しかし、ベックの指摘する「リ
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スク社会」の不確実性の側面からすると、ゲイやレズビアンの人々にとっての

カミングアウトは、多くの人々が自分たちをサポートしてくれる「重要な他者」

となる可能性をもつと同時に、危険も孕んでいるという（Valentine, Skelton,  

and Butler, 2003）。

このように、LGBTへの理解が進み、法的なサポートが整っている欧米の国々

であっても、カミングアウトがLGBTの人々にとって危険を孕むものであると

するならば、LGBTへの理解も進んでおらず、法的サポートもない、それどこ

ろかホモホビア（同性愛嫌悪）が存在している日本においては（大山、2012；

吉仲・風間・石田・河口・ 野、2015）、LGBTの人々にとって、カミングア

ウトがいかに困難なものであるかは想像に難くない。実際、多くの手記や過去

に行われた調査では、そのプロセスの困難さや、カミングアウトによって、い

かに生活が困難に陥ったかということが語られている（性意識調査グループ、

1998；砂川、2007； 南、2015など）。

こうした点を考慮した場合、同性パートナーシップ証明書・宣誓書の発行と

利用は、LGBT当事者にとって、その発行手続きを行なう際には、役所で、そ

して、それを住まいの近辺で使用する場合には、地域の人々に、自分たちが

LGBTであることが知られてしまう、すなわち、カミングアウトにつながるか

もしれないリスクをもつ。それ以前に十分な権利獲得につながる可能性が保障

されているわけではないという状況においては、これら証明書・宣誓書の意義

は、果たして何に求められるのだろうか。

3 ．「社会的承認」としてのパートナーシップ証明書・宣誓書

既に述べたように、1980年代以降ヨーロッパ、北欧、北アメリカを中心に、

同性カップルの権利保障をめぐる法制度化が進展している背景には、同性カッ

プル当事者の権利獲得運動があることが指摘される（佐藤、2008）。しかし、

同性パートナーシップの法制化のプロセスにおいては、同性の法的婚姻を認め

るか、あるいは別の形で異性の婚姻と同等とみなされるパートナーシップ法を

作るかという違いがあっても、多くの国々において、激しい反対（バックラッ

シュ）が生じているという。そして、その激しい反対の対象となっているのは、
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同性カップルに対して法的な権利を与えることそのものではなく、同性カップ

ルに「婚姻」という象徴的な価値を与えることにあるという（佐藤、2008）。

つまり、パートナーシップの法制度化は同性カップルの権利保障が第一義的

な目的ではあるが、それと同時に同性カップルのパートナーシップを異性カッ

プルのそれ、すなわち「婚姻」と同等に位置づけることを意味し、その意味付

けが人々にとって重要なのである。

既にみたように、渋谷区、世田谷区両区の証明書・宣誓書も、日常生活にお

ける同性カップルの不便や困難を改善することが一義的目的とされているもの

の、それぞれ、「パートナーシップ」を「男女の婚姻関係と異ならない程度の

実質を備える」（渋谷区）、「互いをその人生のパートナーとして、生活を共に

している」（世田谷区）と位置づけ、正に、異性間の法的婚姻と同等に位置づ

けられている。つまり、法的に承認されるわけではないが、「同性のパートナー

である」という証明が自治体という公的機関から発行されるという意味では、

これらの証明書、宣誓書により、同性のパートナーが、いわゆる結婚に相当す

るものであることが「社会的に承認される」とみなすことができる。

すなわち、当事者にとっては、こうしたパートナーとしての「社会的承認」

を得ることが、日常生活の不便や困難の解消が必ずしも担保されなくとも、ま

た不特定他者への「カミングアウト」のリスクを犯しても重要であるとみなさ

れる可能性が推察される。

4 ．分析の視点

交換理論の立場から個人の社会的行為を分析したホーマンズは、人間の行動

を「ペイオフの関数である」（ホーマンズ、1978=1961: 17）とし、行為の結果

が報酬（reward）となるか罰（punishment）、もしくは費用（cost）となるのか

によって行為が選択されるとする（ホーマンズ、1978=1961: 37: 45）。ここで、

報酬は、個人にとっての正の価値であり、罰や費用は負の価値である。交換理

論は、二者間（dyad）の関係に着目することが多い。しかし、ホーマンズは、

小集団内での個人の行為も視野に入れ、費用・罰―報酬の関係を必ずしも経済

的な観点からだけで捉えるのではなく、集団内での「是認」や「好意」「信頼」
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といった情緒的なものも含んで考察している。

こうしたホーマンズの理論に従うならば、「同性パートナー証明書・宣誓書」

の発行・利用が、当事者カップルにとって、地域社会や職場という小集団にお

いて罰や費用の部分よりも報酬である部分のほうが大きいと受け止められるの

であれば、これを申請するという行為が選択されるであろうが、報酬よりも罰

や費用であるほうが上回ると捉えられるならば、申請するという行為は選択さ

れないと考えられる。ここで、報酬と捉えられる場合は、「配偶者である」「親

族である」という証明として、地域や職場での様々な場面で利用できるであろ

うということ、あるいは、「パートナーであること」を地域の自治体から「承

認される」ということに価値をおく場合であると考えられる。一方、罰・費用

と捉えられるのは、不特定他者への「カミングアウト」となってしまうことに

より、偏見や差別を被る可能性を恐れる場合である。

そこで、以下では、当事者の「証明書・宣誓書」の利用への意向と、これら

にどのような意義を見い出しているのかを量的データを用いて検証してみたい。

5 ．使用するデータと分析方針、及び変数設定

（ 1）使用するデータと変数

本稿で使用するデータは、2015年 4月25日、26日に代々木公園イベント広場

（東京都渋谷区）で開催された「東京レインボープライド2015」（特定非営利法

人東京レインボープライド主催）2）への来場者・参加者を対象として実施した

「東京レインボープライド2015来場者アンケート」（調査主体：駒澤大学文学部

社会学科松信ひろみ研究室）によって収集されたものである。この調査は、会

場でのイベント等に関する意見や感想を尋ねることを主要な目的として実施し

たものであるが、加えてLGBTの人々の日ごろの生活や意識などについても尋

ねており、本稿では、それらの質問項目を用いて分析を行う 3）。

調査は、両日とも会場受付において、来場者へアンケートへの協力を呼びか

けたほか、各ブースにも配布し、回答してもらうという自計式の集合調査に近

い形式をとった。調査票は両日あわせて1096票配布し、回収できたのは310票（回

収率29%）、うち有効回答は300票（96%）であった。
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代々木公園でのLGBTによるプライドパレードは、名称を変えながら2000年

からほぼ毎年実施されているが、来場者に対するアンケートを実施したのは、

今回が初めてである。そのため、調査対象者はLGBTの人々のみであると想定

して調査票を作成したが、この来場者アンケートの回答者のうち、LGBTの人々

は79%（203名）であり、残りの21%はヘテロセクシュアルで性別違和感を感

じていないセクシュアル・マジョリティの人々であった。そこで、本稿では、

LGBTの人々の回答のみを用いることにする。なお、LGBTの人々のセクシュ

アリティの詳細に関しては、本調査では、便宜的に「ゲイ」「レズビアン」「バ

イセクシュアル」「その他」に区分して回答してもらったが、「その他」が約半

数を占めていたため 4）、ここでは、「セクシュアリティ」での区別は行なわず、

「LGBTの人々」というカテゴリーを採用する。

従属変数として用いる項目は、「同性パートナーシップ証明書の利用につい

ての意向」であり、独立変数としては、「カミングアウトの有無」「パートナー

の同居の有無」「パートナーシップ証明書を利用する理由」「日常生活の困難」「求

める社会的保障」等を用いる。そして、LGBTの人々は「同性パートナーシッ

プ証明書・宣誓書」を利用したいと思っているのか否か、そして、利用したく

ない場合は、他者へのカミングアウトを恐れてなのか、利用したい場合は、生

活上の困難を解消するためなのか、パートナーとしての承認を得たいためなの

か、といった点について検討していく。

（ 2）データの概要

まず、分析に用いる変数の傾向について確認しておきたい。

対象者の年齢は、20歳代が最も多くて43.3%、次いで30歳代20.7%、40歳代

15.3%、10歳代8.9%、50歳代5.4%、60歳代4.9%であり、20歳代、30歳代が最も

多かった。

カミングアウトをしているか否かということに関しては、「一部の人にして

いる」割合が最も高く、70.0%であった。次いで、「全ての人にしている」が

13.9%、「だれにもしていない」が10.2%であった。具体的に誰にカミングアウ

トしているかということに関しては、複数回答で回答してもらった。最も割合
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が高いのは、「学校の友人」で54.7%、次いで「母親」と「パートナー」が同

じ割合で39.6%、「兄弟姉妹」が33.8%、「職場の同僚」29.0%、「幼なじみ」

25.2%、「父親」23.7%、「職場の上司」29.0%、「学校の先生」10.1%、「親戚」8.6%、

「近所の人」2.9%であった。

同居者については、これも複数回答で、「パートナーと同居している」は

27.2%、「一人暮らし」は25.5%、「母親と同居している」は34.8%、「父親と同

居している」は26.1%であった。

LGBTであるために、日常生活で不自由を感じているかということに関して

は、「社会保障制度」については、「あまりない」が30.9%、「時々ある」が

30.3%、「よくある」が24.7%、「ほとんどない」が14.0%であった。「人間関係」

については、「よくある」が38.5%、「時々ある」が37.8%、「あまりない」が

15.4%、「ほとんどない」が8.2%であった。「生活環境」に関しては、「時々ある」

が32.6%、「あまりない」が28.7%、「よくある」が28.2%であった。これらから、

LGBTの人々は、「人間関係」や「社会保障制度」に不自由を感じていること

が多いことがわかる。

同性カップルの保障形態に関しては、「法的婚姻」については「必要である」

が65.3%、「まあ必要である」が26.3%、「あまり必要でない」が6.8%、「必要ない」

が1.6%であった。「法的保障」に関しては、「必要である」が83.1%、「まあ必

要である」が14.3%、「あまり必要でない」が2.1%、「必要ない」が0.5%であった。

今回の渋谷区のような形での「パートナーシップ証明書」に関しては、「必要

である」が61.1%、「まあ必要である」が28.1%、「あまり必要でない」が9.2%、「必

要でない」が1.6%であった。これらから、LGBTの人々は、同性カップルにつ

いては「婚姻」という形態にかかわらず、何らかの法的保障が必要だと考えて

いることが確認された。

続いて、「パートナーシップ証明書の利用」（質問項目としては、「あなたの

お住まいの自治体で渋谷区のような証明書が発行されることになったら、あな

たは利用しますか。」という形で聞いている）については、「絶対ではないが、

たぶん利用する」という回答の割合が最も高くて53.2%、次いで「絶対ではな

いがたぶん利用しない」が21.2%、「必ず利用する」18.7%、「利用しない」が6.9%
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であった。つまり、約70%の人々が利用すると回答していた。

さらに、「パートナーシップ証明書」を「利用する理由」と「利用しない理由」

を複数回答で尋ねたところ、「利用しない理由」として「役所の手続き時に自

分がLGBTであることが他人に知られてしまうから」は11.5%、「証明書を使用

するときに自分がLGBTであることが他人に知られてしまうから」は7.7%と非

表 1　記述統計
平均値 標準 偏差

年齢 31.32 11.025
カミングアウトの有無 2.04 .490
同居者（父親） .26 .440
同居者（母親） .35 .478
同居者（パートナー） .27 .446
同居者（一人暮らし） .26 .437
LGBTの不自由さ（社会保障制度） 2.66 1.003
LGBTの不自由さ（人間関係） 3.07 .932
LGBTの不自由さ（生活環境） 2.78 .974
LGBTの保障（法的婚姻） 3.55 .694
LGBTの保障（法的保障） 3.80 .486
LGBTの保障（パートナー証明書） 3.49 .731
パートナーシップ証明利用 .72 .450
証明書を利用しない理由（手続き時にLGBTであることがわかってしまう） .12 .323
証明書を利用しない理由（利用時にLGBTであることがわかってしまう） .08 .269
証明書を利用する理由（パートナーや子どもの病院関連で困ったこと
がある）

.53 .501

証明書を利用する理由（パートナーと住まいを探すときに困ったこと
がある）

.49 .502

証明書を利用する理由（職場での福利厚生を受けたい） .40 .493
証明書を利用する理由（パートナーであることを公的に証明してもら
うことがうれしい）

.58 .496

カミングアウトしている人（父親） .24 .427
カミングアウトしている人（母親） .40 .491
カミングアウトしている人（兄弟姉妹） .34 .475
カミングアウトしている人（親戚） .09 .282
カミングアウトしている人（幼なじみ） .25 .436
カミングアウトしている人（学校の友人） .55 .500
カミングアウトしている人（職場の同僚） .29 .455
カミングアウトしている人（職場の上司） .15 .359
カミングアウトしている人（学校の先生） .10 .302
カミングアウトしている人（近所の人） .03 .168
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常に低い割合であった。「パートナーシップ証明書」を「利用しない理由」と

して多かったのは、「これまでに困ったことがないから」が45%、「利用する機

会がないから」が28%であった。それに対して、「利用する理由」としては、「パー

トナーであることを公的機関から証明してもらうことがうれしい」という回答

の割合が最も高くて57.9%、続いて「パートナーや子どもの入院・手術関連の

ことでこれまで困ったことがあったから」は52.8%、「パートナーと住まいを

探すときに困ったことがあったから」が49.2%、「職場で配偶者関連の福利厚

生を受けたいから」が40.5%であった。

以上の結果から、「パートナーシップ証明書を利用したい」という意向は高く、

その理由としては、「パートナーとして公的機関から認められる」「パートナー

や子どもの入院・手術」「パートナーとの住まい探し」「職場の福利厚生」といっ

た理由が高く、「LGBTであることがわかってしまう（カミングアウトにつな

がる）」から利用したくないという意向はあまりみられないことがわかった。

なお、以上の変数の記述統計は、表 1の通りである。

（ 3）分析結果

以上の検討から、パートナーシップ証明書を利用しないという人々の割合は

低く、また利用しない理由として、「他者へLGBTであることが知られてしま

うから」という回答も少ないことがわかった。そこで、以下では、「パートナー

シップ証明書の利用」を従属変数として、どのような独立変数が「パートナー

シップ証明書」の利用に影響を与えているのかを重回帰分析によって検討する。

日常生活での不自由の存在や必要であると考える保障制度に関する意識や、同

居するパートナーの有無なども影響すると思われるため、独立変数として採用

している。独立変数と、従属変数の設定は以下の通りである。

（a）独立変数

①年齢：実数のまま

②パートナーとの同居：「パートナーと同居している」＝ 1、「パートナーと

同居していない」＝ 0とした。

③LGBTであるために日常生活で不自由を感じること：「社会保障制度」「人
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間関係」「生活環境」のそれぞれについて、「ほとんどない」＝ 1、「あま

りない」＝ 2、「時々ある」＝ 3、「よくある」＝ 4とした

④LGBTに必要な保障形態：「法的婚姻」「法的保障」「パートナー証明書」

のそれぞれについて、「必要ではない」＝ 1、「あまり必要ではない」＝ 2、

「まあ必要」＝ 3、「必要」＝ 4とした

⑤パートナーシップ証明書を利用する理由：「パートナーや子どもの入院・

手術などで困ったことがあった」「パートナーと住まいを探すときに困っ

たことがあった」「職場で配偶者関連の福利厚生を受けたい」「パートナー

であることを公的機関から証明してもらうことがうれしい」のそれぞれに

ついて、「そうである」＝ 1、「そうではない」＝ 0とした

（b）従属変数

「パートナーシップ証明書の利用」（自分の住んでいる自治体で渋谷区のよう

な証明書が発行されることになったら、という前提で）：「利用しない」＝ 1、

「絶対ではないがたぶん利用しない」＝ 2、「絶対ではないが、たぶん利用す

る」＝ 3、「必ず利用する」＝ 4とした

以下の表 2は、重回帰分析の結果である。共線性の診断により、独立変数の

うち、「年齢」「LGBTであるために日常生活で不自由を感じること」のうち「生

活環境」、そして、「LGBTに必要な保障形態」のうち「法的保障」が除去され、

それ以外の独立変数は全て投入された。R2は.272であり、モデルとしてのあて

はまりはまあまあよいといえるだろう。

この分析結果によれば、「パートナーとの同居」と「パートナーであること

を公的に証明してもらうことがうれしい」という二つの変数が、「パートナー

シップ証明書の利用」に影響を及ぼしていることがわかる。すなわち、「一緒

に暮らしているパートナーがいる人」ほど、そしてパートナーシップ証明書に

対して「パートナーであることを公的機関から証明してもらうことがうれしい」

と感じている人ほど、「パートナーシップ証明書」を利用するつもりであると

思っている。つまり、「パートナーシップ証明書」を利用する理由としては 4

つの理由がほぼ同じ割合で回答されていたが、そのうち、「パートナーである
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ことを証明してもらう」ということに価値を見出している人、実際に同居して

いるパートナーがいることが、「パートナーシップ証明書」利用の意向に一番

影響を及ぼしているのである。

ここで、これらの変数間の相関関係を考察してみると、「パートナーとの同居」

と「LGBTであるために日常生活で不自由を感じること」のうち「社会保障制度」

との相関関係がみられた（相関係数.268 p<.000）。この点からは、実際にパー

トナーと暮らすことによって、特に社会保障制度の面に困難を感じ、それがパー

トナーシップ証明書を利用したいという意識にもつながると考えられる。

6 ．考察とまとめ

本稿では、LGBTの人々のパートナーシップ証明書の利用について、「利用

したい」と思われているのか否か、その理由は何かという点について検討して

きた。パートナーシップ証明書を取得・利用することは、LGBTの人々にとっ

表 2　パートナーシップ証明書の利用を規定する要因（重回帰分析）
標準化係数

T値β
同居者（パートナー） .320*** 3.450
LGBTの保障（法的保障） -.090 -.838
LGBTの保障（パートナー証明書） .073 .640
LGBTであることの日常の不自由さ（社会保障制度） .074 .713
LGBTであることの日常の不自由さ（人間関係） .148 1.482
同性パートナーシップ証明書を利用する理由（パートナー
や子どもの病院関連で困ったことがある）

-.114 -1.128

同性パートナーシップ証明書を利用する理由（パートナー
と住まいを探すときに困ったことがある）

.128 1.238

同性パートナーシップ証明書を利用する理由（職場で配
偶者関連の福利厚生を受けたい）

.013 .142

同性パートナーシップ証明書を利用する理由（パートナー
であることを公的に証明してもらうことがうれしい）

.287** 2.862

R2 .272
調整済みR2 .201

F値 3.787***

N 203
*** p<.000　　** p<.001
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て不利益をもたらすカミングアウトというリスク（コスト）を伴う可能性があ

り、それを恐れるならば、パートナーシップ証明書を利用しようとは考えない

であろう。一方、そうしたコストよりも、パートナーであることを証明でき、

それによって得られる保障や権利に価値を置くならば、利用の意向は強いであ

ろうという交換理論の視点から、実証データの検証を行った。

その結果、そもそも、パートナーシップ証明書を利用しないという割合は

30%であり、利用したいという意識が圧倒的に高い傾向が見られた。利用しな

いという人に尋ねた理由のうち「証明書の申請時にLGBTであることがわかっ

てしまうから」「証明書の利用時にLGBTであることがわかってしまうから」

利用しないという回答も、それぞれ12%と 8 %にとどまり、そうした意味で、「申

請時」「利用時」はカミングアウトのおそれがあるとは認識されていないこと

がわかった。ここで、パートナーシップ証明書に関して、カミングアウトとい

う費用（cost）が上回るという仮説は棄却された。

では、利用に関しては、どのような報酬（reward）が認知されているのだろ

うか。重回帰分析の結果、「パートナーであることを公的機関から証明される」

ことが、パートナーシップ証明書の価値として最も認知されていることがわ

かった。「職場の福利厚生を受ける」「パートナーの入院・手術時に家族として

の証明に使う」「パートナーとのすまい探しのときに家族としての証明に使う」

という実利的な報酬よりも、むしろ「社会的承認」という部分に価値が見出さ

れているということである。

「結婚」の形態を考えたとき、法的にみれば、「法的婚姻」「法律婚」以外は「結

婚」とみなれないであろうが、社会学的にみれば、「法律婚」以外の形も「結婚」

としてみなすことができる。例えば、「事実婚」は、婚姻届は出していないが、

カップル間に「結婚している」という認識があり、周囲の人々からも「結婚し

ている」と認めているカップルであり、当事者間に結婚しているという認識が

存在し、社会的承認が存在するため、「事実婚」は「結婚」とみなすことがで

きる（大山、2012）。

こうした観点から検討するならば、既に確認したように、渋谷区でも世田谷

区でも「同性パートナー」を「婚姻と異ならない」と定義している時点で、す
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でに「結婚である」と認めているわけであり、LGBTの人々が、その点に価値

を見出すことは最もなことである。

以上から、同性パートナーシップ証明書は、LGBT当事者のカップルからは

好意的に受けとめられており、特に「結婚としての社会的承認」に価値が見出

されていることが明らかとなった。異性カップルの事実婚は、いわゆる書面で

の証明書はないが、「結婚としての社会的承認」は比較的得やすい。婚姻届を

出しているかどうかよりも、カップルで生活しており、「私たちは結婚している」

と公言すれば、「カップルである」「結婚している」とみなしてもらうことがで

きる。しかし、同性カップルの場合は、そうした承認は得がたく、「公的な証

明書」がいわば「社会的承認」となり、それが切望されるということだろう。

既に述べたことだが、同性カップルのみならず、異性カップルも様々な結婚

の形が選択できるようになってきているのが、世界的な動きである。様々な結

婚の形が選択できるとは、どのような形（法律婚、事実婚など）を選択しても

差別がない状態のことを指す。日本では、異性間の「事実婚」にも「法律婚」

と比べて差別が存在する状況であり、同性カップルのみならず異性カップルで

さえも多様な結婚の形を自由に選択できるようになっているとは言い難い。し

かし、そうした状況において、この度の渋谷区や世田谷区のような自治体の動

きが各地に広まっていくことによって、自治体内での「社会的承認」にとどま

らない、「法的承認」としての同性カップルの法的婚姻も多様な結婚の一つの

選択肢となることを期待している。

註）

1） 「カミングアウト（coming out）」とは、もともとはゲイやレズビアンが、仲間が集ま

るバーに初めて行くようになるなど、何らかの形で「コミュニティ」に参加するよう

になることを意味する言葉であったという（砂川、2007: 195）。現在では、自らの性

的指向を他者（主として異性愛者）に伝えることを意味する。

2） 東京レインボープライドの詳細については、以下のURLを参照のこと。

http://www.tokyorainbowpride.com/

3） このようなデータ収集の方法により、対象者には偏りがあることは否めない。そもそ
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も、都内のパレードに参加できる、参加しようとする人々は、LGBTとしての自らの

セクシュアリティを隠すのではなく、それを認識して仲間を見つけよう、そして年に

一度のLGBTのお祭りを楽しもうとする、積極的な人々が集まっている可能性が高い。

しかし、LGBTの人々を対象とした量的調査はあまり行われておらず、そうした意味

では意義のあるデータであると思われる。

4） セクシュアリティに関しては、Xジェンダー、クウェスチョニング、パンセクシュアル、

アセクシュアルといった多様な形が指摘されており、その微妙な差異を強調する当事

者も少なくない。
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