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研究成果の概要（和文）：本研究では性同一性障害者特例法が法的性別取扱変更において課す要件を見直し、要
件を脱病態化した新たな性別取扱変更特例法のあり方を提案した。特に画一的な身体処分と病態性の獲得を要求
する２つの身体的要件と診断要件は法の持つ規範的作用に鑑みて妥当でないことから、身体的要件の撤廃を念頭
に法的家族関係の形成方法につき考察を行った他、性に関する用語を含む条文等を法分野横断的に検索・分類し
対応案を提示した。また現地の学者・実務家・活動家らに協力を仰ぎ、類似した要件を改正したオランダの法整
備を調査した他、欧州人権裁判所・ドイツ連邦憲法裁判所の判例と国内の議論を比較検討し、性別取扱変更の権
利的側面の考察も行った。

研究成果の概要（英文）：This research revises the current legal requirements imposed on the change 
of one's gender marker in public registration and proposes a new law to handle such change with 
de-pathologized conditions. Considering the normative effect of the law which could induce 
unnecessary physical interventions, this research, in particular, focuses on the requirements of 
sterilization and physical modifications and conducts a cross-disciplinary search of gender-related 
legal provisions to grasp problems which may arise after the abolishment of physical requirements, 
and presents possible countermeasures especially on the establishment of legal family relationships.
To examine the coordination of domestic laws and to grasp human rights aspect of the change of one's
 legal gender, this research also conducts comparative studies between Japanese Law and Dutch legal 
amendments, and between Japanese domestic discussions and judgments of European Court of Human 
Rights and German Federal Constitutional Court.

研究分野： 家族法、トランスジェンダー、民法

キーワード： 性同一性障害者特例法　トランスジェンダー　家族法　民法　ジェンダー　性別違和　性別不一致
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	

１．研究開始当初の背景	
	 現行の「性同一性障害者の性別の取扱いの
特例に関する法律（以下「特例法」とする）」	
はその立法時の情勢とも相まって、戸籍の性
別取扱の変更ができる者を医師により「性同
一性障害」と診断された者で、かつ所定の手
術を受けた者に限っているが、性別取扱変更
を要する万人が性別違和の緩和に当たってこ
の所定の手術を必要とする訳ではない。一方、
特例法施行後十数年を経て「性同一性障害者」
像が独り歩きし、当事者の間でも特例法要件
の充足の有無が自己の性別違和の真性を示す
基準として取り上げられるなど、要件は当事
者にその充足を動機付ける規範的機能を持っ
てきた。病態性の獲得や、ホルモン療法・手術
を含む身体的介入による生殖能力喪失・外観
の変更が、法的性別取扱変更に動機付けられ
て行われ得る状況は望ましいものとは言えず、
特に特例法要件が、本来本人の生活状態の向
上には不必要であった手術や断種を動機付け
てきた可能性があることは強く問題視されね
ばならない。	
	 現状身体的要件が、申立人に対して侵襲性
が高く不可逆的であり、かつ社会的・経済的
リスクも高い身体処分を課していることから
申立の対象は成年以上に限られているが、特
に就業可能年齢が 15 歳からであること等に
鑑みても、未成年者であっても性別の取扱変
更を行うことが妥当である事例が考えられる。
また法は手術のみならず、婚姻の解消や子を
持たないといった身分関係の整理をも申立当
事者に委ね、性別取扱変更とこれらを二者択
一の状況に置くことで性別取扱変更を望む者
に厳しい選択を迫っている。その影響の深刻
さから、現行の各特例法要件が保護する法益
を精査せずにこれを課すことはもはや妥当で
はなく、他法に内在する性差や性別取扱変更
の他者への影響などを分析し、改めて適切な
要件を模索する必要がある。	
	
２．研究の目的	
	 本研究は、特に特例法に内在する性別不一
致への病態的な認識及びこれに基づく要件が
規範化し、性別取扱変更を要する者に身体処
分や病態性の獲得を含む性別不一致に対する
画一的な対応を半ば強制し得ることを問題視
し、画一的かつ重大な身体処分と生殖能力喪
失を要求する２つの身体的要件につき、その
撤廃を行う具体的方法を模索し、加えてこれ
と関連する子なし要件、及び成年要件と、さ
らに非婚要件と診断要件にも一通り考察を加
えた上で、性別取扱変更に妥当な要件を新た
に提案し、脱病態的な特例法改正案の提示を
試みることで、性自認のあり方の多様性の肯
定に寄与することを目的とする。	
	
３．研究の方法	
	 本研究は、1.国内法調査、2.性別違和の脱
病態傾向調査、3.比較対象とする国外制度の
利用実態調査、4.新たな特例法の構想の 4 層

からなる。1.により性別取扱変更要件を変更
した場合の他法への影響を法分野横断的に調
査し、特に生殖能力喪失要件を撤廃した後に
性別取扱変更者が自己の生殖能力を用いて子
をもうけた場合の法的家族関係の調整方法を
考察した上で、2.により特例法の担保すべき
病態性の程度を確定し、3.により比較法的手
法を用いて法改正に示唆を得るほか、性別取
扱変更の権利的側面を考察する。これらを反
映し、最後に 4.にて新たな特例法の構想を練
る。	
	 研究手段としては、まず(1)文献・資料調査
によって国内法に内在する性差を調査し、性
別取扱変更による影響を明らかにした。性別
取扱変更の影響を受ける法制度を包括的に把
握するため、性に関する用語を含む条文等を
総務省の法令データ検索システム(e-Gov)を
用いて法分野横断的に検索し、これを分類し
て問題となり得る点につき対応案を提示した。
また医療文献、性同一性障害の治療指針（「ガ
イドライン」）を参照し、「性同一性障害」「性
別違和」の扱いの変遷を調査し、法の脱病態
化と医療の住み分けを模索したほか、特に要
件改正と同時に考慮すべき親族法、身分登録
法の調整についてはオランダ法を参照し、ま
た性別取扱変更の権利的側面に言及するに当
たってはドイツ連邦憲法裁判所判例と欧州人
権裁判所判例を参照し、国内の権利論と欧州
における自己決定の文脈での性別取扱変更の
解釈との親和性を考察した。また研究に当た
って性別不一致を自認する者のニーズや実務
上の感触との乖離を防ぐため、(2)国内外の当
事者や当事者支援団体、性別違和を扱った経
験のある医師や実務家らと接触を持ち、聞き
取りを行った。比較法的考察に用いる外国法
制度の調査においては、(3)現地に赴いて資料
収集を行ったほか、現地の学者・実務家・活動
家らに協力を仰ぎ、現地における法改正の経
緯や、性別取扱変更と性に関連する条項を含
む他法との調整の考察につき情報提供・指導
を受けたほか、現地の法制度運用や当事者ニ
ーズの聞き取りを行い、また現地における実
際の出生登録証明書や身分証明書等を参照し、
これを研究に反映した。研究成果は論文等で
公表したほか、国内の研究会及び国外の学会
で報告した。	
	
４．研究成果	
	 本研究では、特に生殖能力喪失・外観具備
の２つの身体的要件の撤廃を念頭に置き考察
を行った。	
	
(1)	身体的要件の撤廃と他法への影響	
①	親族法	

	 まず、生殖能力喪失要件を撤廃すれば法的
女性が他者を懐胎させることや、法的男性が
妊娠・出産することが可能となることから、
法的家族関係の形成方法につき重点的に考察
した。生殖能力喪失要件を撤廃した後に出現
し得る実親子関係は以下のようになる。	
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身体的要件を撤廃した場合に出現し得る実親子関係	
	
	 ここで問題となるのは、1)法的親子関係の
成立の基準と、2)親子関係を成立させたとし
て、成立した親子関係を父子関係とするか、
母子関係とするかである。日本における現行
の実親子関係の成立基準を参照すれば、子を
懐胎・出産した者は母とされ、当該母と婚姻
関係にあった者、あるいはその子を認知した
者が子の父となるとされる。現行民法では、
分娩者は母であり、父は不明確であるという
前提から、親子関係の成立規定や、親子関係
の存在確認にかかる判例法理において父子関
係・母子関係で異なる扱いがなされる。これ
らに大きな改変を強いることなく本問題を解
決するべく、1)に関しては、現行の母子関係・
父子関係の成立基準を、親となる者の性別を
問わずにそのまま当てはめることを試みた。
2)に関し、現行民法の実親子関係の成立基準
を性別中立的に上記の図の類型に当てはめた
場合、FtM（Female	to	Male の略。本研究では
「法的性別取扱」女性から男性へ変更した者
／変更望む者を指す）に嫡出推定が及ぶ場合
(A)、もしくは FtM が認知する場合(B)は父子
関係が成立するが、FtM が自ら出産した場合
(C)は母子関係が成立する。また MtF（Male	to	
Female の略。本研究では「法的性別取扱」男
性から女性へ変更した者／変更望む者を指す）
に嫡出推定が及ぶ場合(D)、及び MtF が同意の
上で自己の配偶子を用いてもうけた子の認知
を行う場合は(E)、父子関係が成立する。現行
民法は親子関係の成立の時点においては子と
親の血縁関係の有無を問わないことに留意さ
れたい。また父・母の身分の公的承認が本人
のアイデンティティ及び社会生活に与える影
響を考えた場合に、母／父の身分の変更を認
める等して、子を出産した FtM に父、MtF に母
の身分を付与することも考慮する必要がある。	
		
②	親族法以外	
	 親族法以外の領域においても、登録された
法的性別と生殖能力や外観の関連を前提に立
法がなされていることから、身体的要件の撤
廃に伴って問題が生じる分野が予測される。
本研究においては、性に関連する文言を用い
た法令その他を検索・分類してこれを検討し
た。検索された条項は、1)生殖能力喪失要件
を撤廃した場合と2)外観具備要件を撤廃した
場合に影響を受ける規定に分類し、生殖能力
に関連する規定に関しては、さらに(a)妊娠・

出産の事実が既にある場合に適用されるもの、
(b)妊娠・出産が確定していないがその生殖能
力に配慮する必要がある状況に適用されるも
の、(c)他者を懐胎させることを男性の生殖能
力として把握しているものに分類した。	

性に関する語を含む規定の分類	

	

	 1)(a)において、規定が単に妊娠や出産を述
べるものであれば FtM の妊娠・出産時にも適
用可能である。文言に齟齬がある場合でも妊
娠・出産という事実が現に存在するのであれ
ば、生まれてくる子を保護する観点から、出
産者が男性の場合にも類推適用することが妥
当である。1)(b)においては、生殖能力の保護
等の目的で実施される施策で本人の申請を要
すものは生殖能力を保持する性別取扱変更者
も自らの申請をもってこれを利用できるが、
本人の申請の有無を問わない施策等に関して
は法的性別と生殖能力の齟齬という事態が予
測困難であることから事業主等に配慮の責を
問うことが難しく、また当該生殖能力を予め
暴露することを本人に強いることも妥当でな
いため、性別取扱変更者が当該保護を受けた
い場合には、本人が当該保護に関する情報を
十分に得た上で自ら申告する必要が生じる。
一方特に公共性が高く、出生する子の保護を
その目的に含む母性保護施策においては、FtM
が妊娠を秘匿したような場合に当該母子が施
策の埒外に置かれることが危惧される。刑事
施設等の施設処遇に関しても、特に男子を収
容する施設は、子を出産する可能性のある被
収容者を適切に把握する必要がある。こうし
た公共性の高い施策等の遂行においては、そ
の目的の遂行に資する限度において、性別取
扱変更にかかる情報が取得される必要が生じ
る。ここで公的領域と私的領域における性別
情報取得の基準が区別して考えられるべきこ
とが明らかになる。1)(c)に関しては、元来認
知の条文が母による認知を認めていることか
ら、認知を男性のみが行うものと明記する規
定は見つからなかった。	
	 2)に関しては施設処遇規定がこの分類に当
たるが、施設処遇が困難となるのはむしろ外
観の移行が済んでいるのに現行特例法のため
に性別取扱変更が未完である場合であり、新
たな特例法において身体的要件を廃し実生活
要件を課すとすれば、社会規範に基づく性別
の予見性を特例法に担保させることができ、
自己の自認する性に従って取扱われることに



 3 

よる性別取扱変更者本人の利益と、その周囲
で本人に関わる者の利益の調整が可能となる。	
	 その他、身体的要件の撤廃においては以下
の点に注意すべきことが明らかとなった。	
	 1.生殖能力と登録上の性に齟齬がある者の
場合、登録上の性が同性同士の者との間で第
三者の介入なしに子をもうけることが可能で
ある。子の立場から親としての責任を果たす
べき２名がこの同性カップル２名で完結して
いることに鑑みれば、配偶者を対象に含む制
度で特に育児など子に関するものは、当該制
度が内縁保護法理を用いているような場合は
当該制度における配偶者としての扱いに当該
同性パートナーも含む必要がある。	
	 2.FtM が中絶を希望する場合は、出産した
FtM を母とするのであれば、妊娠した者を単
に母と表記する母体保護法の適用を受けられ
るが、これと連動する刑法の堕胎罪が対象を
「女子」としていることから、特例法改正に
あたっては、堕胎罪の適用につき変更の審判
前に女子であった者を含むと書き添える必要
がある。	
	 	
(2)オランダ法における解決	
	 以上のように身体的要件の撤廃にかかる他
法への影響へ対処した場合であっても、FtMに
女性配偶者がいた場合に当該配偶者は子と母
子関係を形成できず、また MtF が子と実母子
関係を形成する機会がないという問題が残る。
これらは分娩の事実によらない母子関係が認
められ、かつ２名の母を持つことが認められ
た場合に解消する。このような法改正を行っ
た例としてオランダ法が挙げられる。オラン
ダにおいては 2014 年に特例法と類似した身
体的要件が撤廃されたが、これに先んじて親
族関係規定が大きく改正され、分娩者＝母ル
ールを維持したまま、出産による母の他に推
定・認知によっても母子関係が成立すること
となり、子が２人の母（共同母）を持つことが
認められた。性別取扱変更後に子の出生があ
った場合、オランダ民法は、子を出産した FtM
については母子関係を成立させ、他方	MtF が
自身の配偶子を用いてもうけた子との間に養
子縁組を望む場合は、女性同士のペアにおけ
る養子縁組を定める規定が適用されるとして
いる。当該規定が養子縁組に関して改めて言
及した点から、その他の親子関係の成立を定
める規定に関して MtF は特に例外的な扱いを
受けないものと解される。一般的な共同母の
枠組みにおいては、出産していない者が、出
産した者の配偶者／登録パートナーであるこ
とを理由として推定により子と母子関係を形
成する場合は、精子の提供が匿名ドナーによ
るものであることが要される。従って MtF が
自己の配偶子を用いて子をもうけた場合は当
該推定を受けることができず、認知もしくは
養子縁組によって子と母子関係を形成するこ
ととなる。また共同母の枠組みにおいては国
際私法上の観点から２名の母が国外で認めら
れない可能性を考慮し、共同母関係を基盤と

して出産によらない母と子の養子縁組が選択
できるようになっている。性別取扱変更の文
脈で当該共同母制度を読み直すと、MtF はお
およそ自分と子の間に血縁関係がない場合に
のみ母性推定が受けられるという不可解な構
造にはなっているものの、MtF は認知もしく
は養子縁組によって子と「母子関係」を形成
することができ、また FtM が出産する形で女
性配偶者／女性登録パートナーとの間に子を
もうけた場合であっても、当該配偶者／登録
パートナーは子と母子関係を形成できること
となる。	
	
(3)性別取扱変更の権利論的側面	
	 オランダ法における共同母枠組の成立は日
本法においても今後参照すべきものだが、身
体的要件の撤廃の危急性から大規模な親族法
改正を待つことは妥当でない。オランダの親
族法改定自体は性別取扱変更を念頭に置いて
行われたものとは言い難く、性別取扱変更規
定の改正においては人権的側面からの議論、
国際的圧力、及び近隣諸国の判例による影響
が強くあったことが観察される。欧州におい
ては性別取扱変更を自己決定権の文脈で捉え
る傾向があり、これを日本国内において参照
するにあたっては、特に性自認を差別禁止の
一要素に据えようとする国内の動きと、性自
認を自己決定の文脈で捉えることの親和性に
ついて考察を加える必要がある。オランダ法
改正に影響を与えたドイツにおける判例を見
れば、ドイツのトランスセクシュアル法の特
例法類似の身体的要件は連邦憲法裁判所によ
り違憲とされ、立法府の改正を待たずに適用
不可とされている。裁判所は、個人の人格の
自由な発展の権利を定める基本法 2 条 1 項は
性の自己決定権を保障しているとし、身体的
要件に関しては、同 2 条 1 項に基づく性的自
己決定権と、同条 2 項に基づく身体を害され
ない権利を侵害することから違憲と判断した。
このようにドイツ判例においては性的「自己
決定権」が中核的な役割をなしたが、日本国
内において「性同一性障害」は本人による選
択の余地のない病であるとして市民権を得た
側面があり、特に性自認を差別禁止の文脈で
扱う場合に、その差別禁止の対象たる性自認
に一定程度の選択不可能性が要請されること
から、性自認の恣意性が強調されることは避
けねばならない。ドイツ判例において性的自
己決定権は、恣意的な行動選択を含む自己決
定の自由に対する国家からの制限に正当性を
要求する一般行為の自由の範疇というよりは、
より私的で内的な領域の確保を目的とする、
個別の保護領域を持った一般的人格権の領域
で扱われる。また欧州人権裁判所においても、
性自認の公的承認を認めた Goodwin 対イギリ
ス判決において、欧州人権条約第 8 条の保護
は「個の人間としてのアイデンティティの詳
細を確立する権利を含んだ個々人の私的領域
に及ぶ」とされる。以降性的アイデンティテ
ィを扱った事例において、裁判所は性的自己
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決定に関し、公権力により妨害することを避
ける締約国の消極的義務を認めながら、その
ような性的自己決定の実現に対しする締約国
の積極的義務の存在にも言及しており、個人
の当該自己決定に対する制限が保護する一般
の利益と、個人が実現しようとする利益との
間に公正なバランスが敷かれているか否かを
当該義務の有無の判断基準に据え検討してい
る。積極的義務において締約国は一定の裁量
の余地（margin	of	appreciation）を有し、
締約国間に一定の共通した態度が見られれば
その余地は狭く、そのような態度がなければ
当該余地は広く解される。従って性的自己決
定権は締約国間のコンセンサス及び一般の利
益と個人の利益の比較考量という制限を受け
つつ、その実現に締約国の積極的な介入を求
め得るものと位置付けられている。日本国内
での自己決定権の射程は明確でないが、それ
が個人の自由な行動を広く保障するものと解
した場合にも、性的自己決定は、恣意的な決
定を含めて公権力の理由なき介入を防ぐとす
る一般的自由の領域よりは、特に人格的生存
に不可欠なものとして自己決定の核心的な領
域に位置付けて扱われるべきものと解される。	
	
(4)	具体的な法改正へ向けての提案		
	 身体的要件が撤廃されれば、子なし要件は
意義をなさず、また身体的改変という不可逆
的な決定と性別取扱変更が切り離されること
で年齢要件の引き下げも視野に入る。また「性
同一性障害」を取り巻く医療においては、性
自認と本人に指定された性との不一致それ自
体ではなく、その不一致に起因する違和感や
苦痛、生活上の機能障害を治療の対象とする
ことから、性別取扱変更を要する者の射程と、
医療の対象として診断を受けるべき者の射程
が異なることに照らして、医療上の疾病の診
断を要件とすることにも見直しの余地がある。	
以上の検討を踏まえ、本研究では最終的に以
下のように特例法の改正を提案した。	
１.	 生殖能力喪失要件と、外観具備要件は撤
廃した上で、堕胎罪に関しては従前の性で扱
うとする特則を挿入する。性別取扱変更後に
自己の生殖能力を用いて子をもうけた場合、
性別取扱変更後に男性となった者が子を出産
した際は、その者は当該子の母となるものと
する。また性別取扱変更後に女性となった者
に関しては、ドナーとしての精子提供であっ
た場合を除いて、自己の配偶子を用いて子を
もうけることに本人が同意していた場合は、
当該子を認知し父となることができ、また当
該子の父である旨の認知請求の対象となるも
のとする。尚この認知にかかる規定は、当該
女性となった者が養子縁組により当該子と母
子関係を形成することを妨げるものではない。	
2.	 年齢要件に関しては、名の変更、遺言、就
労等、15 歳を境に未成年者本人が決定を行う
機会が増すことに鑑みて、15歳に引き下げる。
年齢要件は今後も段階的な引き下げ・撤廃の
議論の対象とする。また今後より若年の者に

性別取扱変更を認めるとする場合は、専門家
による丁寧な観察を必要とした上で、保護者
の理解を得た状態で性別取扱変更を行うこと
が妥当であると考えられる年齢では、保護者
の同意を要件とする。しかし特に保護者との
確執が強く、本人の利益のために性別取扱変
更が必要である場合は例外とする。	
3.	 （未成年の）子なし要件に関しては、身体
的要件の撤廃に伴って意味をなさなくなるた
め撤廃する。ただし、申立人が養育する子が
いる場合は、家庭裁判所は、当該性別取扱変
更がその子の利益を害さないことを確認すべ
く、子からの意見聴取の機会をもうける。	
4.	 非婚要件に関しては、これを撤廃すれば
同性間の関係へ婚姻を認めないことに説明が
つかないため、婚姻の平等化が実現するまで
は維持する。婚姻の継続と性自認の法的承認
が二者択一の状況に置かれる問題に鑑みて、
婚姻の平等化までは、婚姻中にある者が性別
取扱変更を申立てた場合は、婚姻関係を除い
て性別取扱変更に係る要件を満たしているこ
とを証明する暫定的な証明書を発行する。	
5.	 申立の対象は、登録された性とは異なる
性による継続的な生活実践経験があり、当該
性で永続的に生活することに強い蓋然性が認
められる者とする。専門家の監督下にあった
場合は一年間、その他の場合は三年間の、希
望する性での実生活経験を証明する。申立人
が自己の希望する性に基づいて永続的に生活
する蓋然性を示すものとして、性別不一致に
精通した２名の専門家の意見書を提出する。
当該専門家は、精神科医に限らない。	
6.	 戸籍の訂正に家庭裁判所の介入が必要で
あることとのバランスを考え、また申立人が
養育する未成年者の意見聴取の機会を確保す
るため、手続は家庭裁判所の審判により行う。	
	 また研究課題の申請段階においては、新法
を「性別違和特例法」と書いたが、前述の通り
「性別違和」を扱う医療の対象と性別取扱変
更について定める法の対象が異なることが明
らかとなったため、新法の名称は	「性別の取
扱の変更にかかる特例を定める法律（性別取
扱変更特例法）」などとするのが妥当である。	
	 上記の法改正に加えて、母性保護や子の出
産・養育などに関する制度利用等においては
性別を問わずその情報が提供されることが推
奨され、性別取扱変更者が配慮を受けたい旨、
また制度利用を希望する旨を自ら申告できる
ことを周知する必要がある。またこれらの制
度や社会保障制度の利用において、その制度
における配偶者の定義が内縁にあたる者を含
む場合は、子と自動的に親子関係が形成され
ない FtM の妻はもちろん、子の養育を行う同
性のカップルも、内縁としての取扱いに含ま
れるとされなければならない。	
	
(5)今後の課題		
	 男女 2 つしかない性の登録は、個人を識別
するにあたっては大して効率的な情報ではな
く、当該情報は特定の目的の達成に必要な場
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合にのみ、その目的の達成に必要な限度にお
いて、取得・利用されるべきである。登録上の
性の変更を本人の性自認に基づくとするので
あれば、男／女どちらでもない性を自認する
者の性の取扱等の問題を念頭に、性の登録制
度自体を見直す必要が生じる。戸籍や住民登
録等の身分登録制度を加味し、男女二元の性
別登録の是非や、各法分野においての登録さ
れた性別情報の取得・利用方法、また性別を
登録すること自体の必要性、及び妥当な登録
方法を検討していくことが今後の課題である。	
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