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1.性の多様性とは
　LGBTとは何かということを理解するため
に、まずは「性の多様性」について理解する
必要がある。
　われわれが社会生活を営む過程において、例
えば、公的機関などに書面を提出しなければ
ならないことがある。そのような書類には性別
の記載欄があり、「男性」か「女性」のどちら
かを選ぶという形式となっていることが多い。
　そうした場合、多くの人は、当然のことと
して、戸籍上の性別や身体上の性別を基準に
性別を選択していると思われる。
　こうした点について、日本の法制度は、基本
的に、男性と女性という二つの性別を前提とし
ており（戸籍にも「長男」「長女」などと記載
される）、数年前までは性の多様性ということ
についてマスコミなどで報道されることが少な
く、教育の現場で取り上げられることもほとん

どなかったことから、致し方ない面もあった。
　しかし、現実問題として、例えば、身体上
の性別が女性（男性）であり、自分は女性（男
性）だと認識しているが、恋愛対象が女性（男
性）であるという人もいるし、女性（男性）
の両方が恋愛対象という人もおり、さらに身
体上の性別は女性（男性）であるが、自分の
ことを男性（女性）であると認識している人
などがいるなど、「性」の在り方はさまざまで
ある。このように、いわゆるストレートの男
性、ストレートの女性という男女二分法に当
てはまらないさまざまなセクシュアリティが
現実には存在しており、このことを「性の多
様性」という。

2.LGBTとは
　LGBTとは、レズビアン（L

4

esbian）、ゲイ
（G

4

ay）、バイセクシュアル（B
4

isexual）、トラン

Q 1 LGBTとは何か

A LGBTとは、セクシュアルマイノリティの総称として 
使用されている表現である

図表  �三つの側面から見る性の多様な組み合わせとセクシャリティの関係（LGBTを例に）

●①身体上の性別 ●②性自認 ●③性的指向 セ ク シ ャ リ テ ィ

男 性 男 性 女 性
ストレート

女 性 女 性 男 性

女 性 女 性 女 性 レズビアン（Lesbian）
女性同性愛者

男 性 男 性 男 性 ゲイ（Gay）
男性同性愛者

男 性 男 性
男性と女性の両方 バイセクシュアル（Bisexual）

両性愛者女 性 女 性

男 性 女 性 男 性 トランスジェンダー（Transgender）※

心と体の性が一致しない人女 性 男 性 女 性

資料出所：�SOMPOリスケアマネジメント『損保ジャパン日本興亜RMレポート 156』（2017年）
※�トランスジェンダーの中には、本表の整理にならうと、①女性、②男性、③男性で「FTM（Female�to�
Male）ゲイ」とされる方もいることから、LGBTに限った整理のみでは不十分な部分もあり得る。
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スジェンダー（T
4

ransgender）の頭文字を取っ
たもので、セクシュアルマイノリティ（「性的
少数者」とも言われる）の総称として使用さ
れている表現である［図表］。なお、「LGBTQ」
（「Q」は「Questioning：自身のジェンダー
〔社会的性別〕や性自認、性的指向を探してい
る、迷い、揺れ動いている状態のこと」を指
す）といった表現がなされることもあるが、近

時、マスメディア等においても「LGBT」と
表記されることが一般的になってきている。
　もっとも、ここで重要なことはセクシュア
ルマイノリティをどう表記するかということ
ではなく、性には多様性があり、現実には、
LGBTのほかにも、さまざまなセクシュアリ
ティが存在しているという事実を認識してお
くことである。

1.�性的指向・性自認に関する事項を就業規則
等に盛り込む必要があるか

　日本において、人口比でLGBTの当事者が
占める割合がどの程度であるのか、という点
については、7.6％という調査結果や（電通
ダイバーシティ・ラボ「LGBT調査2015」）、
8 ％という調査結果もある（日本労働組合総
連合会〔連合〕 「LGBTに関する職場の意識
調査」〔2016年〕および博報堂DYグループの
LGBT総合研究所が実施した「LGBTに関す
る意識調査」〔2016年〕）。
　上記調査結果はあくまでも推計であるが、
さまざまな調査結果から一般的に左利きの人
の割合が10％と言われていることからしても、
複数の調査結果において、 8 ％前後という数
字が示された意味は大きい。
　したがって、使用者は、職場には、見えて
いないだけで、LGBT当事者がいるという前
提で、対応を考えておく必要がある。
　特に検討しておくべき事項として、「事業
主が職場における性的な言動に起因する問題
に関して雇用管理上講ずべき措置についての
指針」（平18.10.11　厚労告615。以下、セク
ハラ指針）が改正され（平28. 8. 2　厚労告
314、平29. 1. 1施行）、改正後のセクハラ指

針では、「被害を受けた者（中略）の性的指向
又は性自認にかかわらず、当該者に対する職
場におけるセクシュアルハラスメントも、本
指針の対象となるものである」ということが
明記されたところから、性的指向・性自認に
関する性的言動についてのセクシュアルハラ
スメントの禁止を就業規則に規定化する必要
がある。

2.規程案
　具体的な規程案である、まずはセクシュア
ルハラスメントの禁止のみに対応するという
ことであれば、既存の条項に下線の記載を付
記することで対応可能と考えられる。
（セクシュアルハラスメントの禁止）
第○条
1.�職務上の地位・関係を利用するなどして、
他の従業員に対し性的な言動（「性的指向・
性自認に関する性的な言動」も含む。本条
では以下同様） により不快な思いをさせ、
あるいは交際等を強要するなどの行為をし
てはならない。

2.�性的な言動により他の従業員の業務に支障
を与えたり、職場環境を悪化させるような
行為をしてはならない。

Q 2 性的指向・性自認に関する事項を 
就業規則に規定する際の留意点

A 性的指向・性自認に関するセクハラ禁止について 
規定する必要がある
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1.採用段階における企業の調査の自由
　企業は、労働法関係において使用者が有す
る契約の自由の一内容として、法律の特別の
制限がない限り（例えば、男女雇用機会均等
法 5 条による「性別を理由とする募集・採用
差別の禁止」）、広く採用の自由が認められて
おり、原則として、いかなる人物をどのよう
な基準で採用するかを自由に決定できる（労
働者選択の自由）。
　そして、労働者選択の自由から派生するも
のとして、応募者に対する調査の自由を有し
ている。
　裁判例においても、「企業者は、かような経
済活動の一環としてする契約締結の自由を有
し、自己の営業のために労働者を雇傭するに
あたり、いかなる者を雇い入れるか、いかな
る条件でこれを雇うかについて、法律その他
による特別の制限がない限り、原則として自
由にこれを決定することができる」（三菱樹脂
事件　最高裁大法廷　昭48.12.12判決　労判
189号16ページ）とされている。

2.�ゲイ（レズビアン）の応募者に対しHIVの�
検査結果の提出を求めることの可否

　前述のとおり、企業は応募者に対する調査
の自由があるが、この調査の自由も無制約で

はなく、応募者のプライバシー等の観点から
一定の制約がある。
　この点について、行政解釈においては、「職
場におけるエイズ問題に関するガイドライン
について」（平 7. 2.20　基発75・職発97）の

（HIV検査）の⑷において、「事業者は、労働
者の採用選考を行うに当たって、HIV検査を
行わないこと」とされている。
　また、裁判例においても、本人の同意を得
ずにHIV検査を実施した事案において、「警察
学校が原告に対し 2 回にわたって実施した本
件HIV抗体検査は、本人の同意なしに行われ
たというにとどまらず、その合理的必要性も
認められないのであって、原告のプライバシー
を侵害する違法な行為といわざるを得ない」
とし、同意を得ずにHIV検査を実施したこと
はもとより、そもそもHIV検査を行う合理的
な理由がないとも判示されている（東京都［警
察学校・警察病院HIV検査］事件　東京地裁　
平15. 5.28判決　労判852号11ページ）。
　以上より、そもそもHIVに感染しているか
否かは基本的には業務遂行能力とは無関係で
あること、また、HIVに感染しているか否か
はプライバシー情報であることなども考慮す
れば、ゲイ（レズビアン）の応募者に対して
HIVの検査結果の提出を求めることは違法と

Q 3 ゲイ（レズビアン）である採用予定者に対し、 
HIV検査の結果を提出するよう求めることの可否

A 人格権等の侵害の可能性があり、避けるべき

　もっとも、性的指向・性自認に関する言動
はパワーハラスメントなど他のハラスメント
についても問題となり得ることから、万全を
期するためには、厚生労働省の「モデル就業
規則」（平成30年 1 月版）に記載されている右
記のような規定を、既存の規定に加えて新た
に設けるという対応を取ることが望ましい。

（その他あらゆるハラスメントの禁止）
第�○条　第○条から前条までに規定するもの
のほか、性的指向・性自認に関する言動に
よるものなど職場におけるあらゆるハラス
メントにより、他の労働者の就業環境を害
するようなことをしてはならない。

� （※筆者により一部修正）
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1.独身寮（社宅）への入寮の強制
　企業によっては、会社への帰属意識を高め、
社員間でのコミュニケーションの円滑化を図
るなどの観点から、例えば、独身の新入社員
に対して独身寮（社宅）への入寮を強制して
いるケースがある（なお、本設問においては、
独身寮が労働基準法〔以下、労基法〕94条以
下の寄宿舎には該当しないことを前提とす
る）。
　そこで、まず、この独身寮（社宅）への入
寮の強制が可能であるかが問題となる。
　この点、冒頭に述べたような入寮の目的自
体は、現在においても相応の合理性があると
考えられる。したがって、採用条件で入寮が
義務づけられることが明示されており、それ
を前提に入社を決断した場合で、就業規則等
においても入寮が義務づけられており、安全
面にも相応の配慮がなされ、かつ、上記入寮
の目的との関係で入寮期間に限定が設けられ
ているのであれば、独身寮への入寮を強制す
ることも可能であると解される。

2.�トランスジェンダーの社員の独身寮への�
入寮拒否と企業に求められる配慮

　トランスジェンダーの社員が独身寮への入
寮を拒否するといったトラブルが生じるケー
スは、入寮する前は、トランスジェンダーで
あることをカミングアウトしていなかったが、

独身寮への入寮の話が具体的に進んでいく過
程において、カミングアウトして入寮を拒否
したり、入寮するとしても何らかの配慮を求
めたりというケースが予想される。
　このようなケースにおいて、例えば、独身
寮とはいえ、一般のマンションやアパートと
同様に、個室でプライバシーが守られている
ような場合であれば、原則としてトランスジェ
ンダーの社員に対してのみ特段の配慮は不要
であると考えられる。
　しかし、独身寮の風呂・トイレなどが共用
であるケースでは、別途の考慮を要する。
　すなわち、トランスジェンダーは、身体上の
性と心の性が一致しない状態であり、風呂・
トイレについて心の性に応じた利用をしたいと
いう希望を持っていることが多いと思われる。
　そして、トランスジェンダーの社員から、
独身寮への入寮の際に、上記のような要望が
なされた場合、本人の人格的利益とも関係し
ている問題であることから、使用者側に一定
の配慮が要請されると解される。
　そのようなケースにおける使用者の対応と
しては、まずは当該社員との間で、代替案を
含めて協議を行うことが必要であり、また、
具体的な事情にはよるものの、代替案が見い
だし難いようなケースにおいては、例外的に
独身寮への入寮を免除するといった対応も検
討する必要がある。

Q 4 独身寮への入寮を拒否するトランスジェンダーの社員に対し、
免除する等の配慮をすべきか

A 風呂・トイレなどが共用の場合は一定の配慮が要請される

判断される可能性が相当程度あると言わざる
を得ない。
　なお、HIV検査結果の提出を求める特段の
事情があれば、例外的に提出を求めることが
可能なケースも考え得るが、そのような場合

であっても、本設問のようにゲイ（レズビア
ン）である応募者に対してのみ提出を求める
ことを正当化する理由は見いだし難いと思わ
れる。
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1.企業における異動について
　労働契約の内容はさまざまであるが、特に、
長期雇用を前提とした正社員については、使
用者に、人事権の一内容として労働者の職務
内容や勤務地を決定する広汎な権限が帰属す
ることが予定されていることが多く、これら
は配転命令権などと称される。
　もっとも、この配転命令権も労働者の職業
上・生活上の利益との関係で無制約ではなく、
その有効性については、①業務上の必要性、
②不当な動機・目的の有無、③労働者の不利
益の程度で判断される（東亜ペイント事件　
最高裁二小　昭61. 7.14判決　労判477号 6
ページ）。

2.�LGBTである社員の配転に関する基本的な
考え方

　性的指向・性自認に関する偏見がなくなっ
ていない現状では、顧客を含む第三者等に接
する可能性がある営業職・窓口担当のLGBT
である社員を当該特定の職種から外すことを
検討することもあると思われる。
　このようなケースにおける配転命令の有効
性も基本的には上記の 3 要素で判断されるこ
とになるが、どのような点に留意すべきかに
ついては、以下に記載する厚生労働省の「障
害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・
合理的配慮に関するQ＆A（第二版）」の
「A 3 - 3 - 1 」が参考になる。
・�労働能力等に基づかず、単に障害者だから
という理由で、特定の仕事を割り当てるこ
と。（合理的配慮として、障害者本人の障害
特性や労働能力、適性等を考慮して特定の
仕事を割り当てる場合を除く。）

・�営業職への配置に当たって、障害者に対し
てのみ資格取得を条件とすること。

・�営業職への配置の基準を満たす労働者が障
害者を含めて複数いる場合に、労働能力等
に基づかず、障害者でない者から順番に営
業職に配置すること。

　すなわち、単にLGBTであるからという理
由（性的指向・性自認のみを理由）で営業職
等の特定の職種から外すこと、LGBTの社員
に対してのみ営業職等への配置について不合
理な要件を課すこと、また、営業職の配置の
基準を満たす労働者が複数いる場合に、LGBT
の社員ではない労働者を優先して営業職に配
置することについては、当該配置転換（以下、
配転）が無効とされる要素の一つとなるので
留意が必要になる。
　したがって、使用者としては、配転の必要
性とそれに伴う人選の合理性については、慎
重な検討が要請される。

3.�性的指向等に関連した配転が許容される
ケースについて

　既に述べたとおり、性的指向・性自認のみ
を理由として、営業職から他の職種に配転す
るようなケースでは、当該配転の有効性が否
定される可能性が少なくない。
　しかし、性的指向等に関する差別等がなく
なっていない現状に鑑みれば、顧客等の第三
者とトラブルになるなど現実に問題が生じて
おり（生じる蓋

がい

然
ぜん

性があり）、本人との間で問
題を解決するために協議をしたが解決策が見
いだせないようなケースでは、性的指向等に
関連した配転であっても有効と判断される
ケースもある。

Q 5 LGBT社員を営業や窓口担当といった特定の職種から 
除外してはならないか

A 配転の必要性とそれに伴う人選の合理性の判断は 
慎重に行う必要がある
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1.海外における同性愛に関する法律
　日本の法制度においては、同性愛者に対し
て不利益を課す法律は存在しないが、同性愛
者の権利を直接的に擁護するための法律も存
在せず、そもそも同性愛を前提とした法律が
制定されているとはいえない。
　この点、海外では、同性愛を前提とした法
律が存在しており、ヨーロッパを中心として、
同性婚を認める法律が制定されている国も存
在する。
　しかし、同性愛を前提とした法律には、同
性愛者の権利保護のための法律だけではなく、
中東やアフリカの一部の国と地域などでは、
同性愛行為を禁止し、違反者には刑罰を科す
という法律も存在している。
　なお、世界の法律のLGBTに対する容認の
度合いについては、ILGA（インターナショナ
ル・レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・
トランスジェンダー・インターセックス連盟）
のホームページに詳細が掲載されている。
・�「SEXUAL�ORIENTATION�LAWS�IN�THE�
WORLD�-�OVERVIEW」（2017年 5 月）

　�http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_
WorldMap_ENGLISH_Overview_2017.pdf

　なお、日本語訳が付されているものとして
は、アムネスティ・インターナショナル日本
が一部翻訳している「LGBTに関する世界の
法律」（2016年 6 月）が参考になる。
http://www.amnesty.or.jp/lp/lbg/about/
now.html

2.�同性愛行為等に罰則がある地への海外赴任
等の有効性

［ 1］労働者に対する安全配慮義務
　使用者と労働者との間では労働契約が締結
されているところ、労働契約において使用者
が負う中心的義務は労働の対価としての賃金
の支払い義務である。
　しかし、労働契約から派生する義務として、
使用者は、労働者の生命・身体等を危険から
保護するよう配慮すべき義務としていわゆる
安全配慮義務を負っている（川義事件　最高
裁三小　昭59. 4.10判決　労判429号12ページ
および労働契約法 5条）。
［ 2］�同性愛行為が禁止されている国に海外�

赴任等を命じないことの有効性
　このように、使用者は、労働者に対して安
全配慮義務を負っていることから、雇用する
労働者を海外赴任・海外出張させる場合にも、
海外赴任・海外出張を命じた労働者の生命・
身体等を危険から保護すべき措置を講じる義
務を負っているものと解される。
　したがって、同性愛行為について罰則が存
在するような国への海外赴任・海外出張を命
じないことは、まさに使用者としての労働者
に対する安全配慮義務の履行であり、法的に
も許容されると解される。
　さらに言えば、労働者に対する安全配慮義
務の観点からすると、LGBTの当事者である労
働者に対して、同性愛行為について罰則が存
在するような国に海外赴任・海外出張を命じる
こと自体が問題であるともいえるため、使用者
としては、海外赴任先における同性愛行為に
関する罰則の有無等についても、外務省への
照会等の調査を行っておくことが肝要である。

Q 6 ゲイ（レズビアン）の社員を同性愛を禁じている海外への赴任
または出張をさせないことは問題か

A 安全配慮義務の観点からは 
むしろ赴任等を控えるべき
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1.労働条件の差異に関する考え方
　現行法下において、性的指向・性自認に関

係する労働者の労働条件の差異等の差別禁止

について直接規律する法律は存在しない。

　したがって、職場における性的指向・性自

認に関係した労働条件等の差異等の問題につ

いては、あくまでも、労働基準法や民法の一

般条項などの枠内で判断されることになる。

　この点、まず、LGBTであることのみを理

由に労働条件に差異を設けることは、通常、

その合理的な理由を見いだすことが困難であ

ることから、公序良俗違反等を理由に原則と

して違法・無効と判断される可能性が高い。

　しかし、LGBTの労働者とそうではない労

働者との間に労働条件の差異がある場合で

あっても、その差異が、法律上同性婚が認め

られていないことなどの相応の理由に基づく

ケースもある。そのようなケースにおいては、

当該労働条件の差異が違法・無効とまでは判

断されないこともあると解される。

2.�結婚休暇・扶養手当等に関する差異について
［ 1］�法律上の婚姻関係にあることが前提と�

されていないケース

　例えば、結婚休暇の取得要件に、法律上の

婚姻関係にある配偶者が存することが前提と

されていないケースであるが、実際の事案に

おいては、個別の就業規則の条項を検討する

必要はあるものの、このようなケースで休暇

の取得を認めなかった場合、LGBTである

（同性カップルである）が故と解されるため、

結婚休暇を取得させない合理的な理由が見い

だし難く、違法・無効と判断される可能性が

ある。

［ 2］�法律上の婚姻関係にあることが前提と�

されているケース

　これに対し、例えば、家族手当等の支給要

件が、法律上の婚姻関係にある配偶者が存す

ることが前提とされているケースでは、①「配

偶者」とは、法律上の婚姻関係にある相手方

を意味すると解されていること、②現在の日

本の婚姻制度においては、同性婚は認められ

ていないこと、③また、扶養義務のある同性

婚のパートナーがいる労働者に対して福利厚

生（結婚休暇、家族手当等）を付与すること

が一般的ともいえないことからすると、福利

厚生の付与に当たり法律上の婚姻関係にある

ことを前提とする規程・取り扱いが公序良俗

に反するとまではいえないと解される。

　もっとも、事実婚状態にある配偶者に対し

て家族手当を支給しているケースでは、同性

カップルに対してのみ手当を支給しない合理

的理由が見いだし難いため、このようなケー

スにおいては手当の不支給が違法・無効と判

断される可能性がある点には留意が必要であ

る。

Q 7
同性のパートナーと同居している社員が 
結婚休暇の申請や家族手当の支給を申し出た場合、 
認める必要があるか

A 内縁関係の場合にも取得を認め、支給しているようなケースでは 
同様の取り扱いをすべき場合もある
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1.職場における服装
　職場での服装について、就業規則等で詳細

に定めているケースは少数であると思われる

が、そうであるからといってまったく自由で

あるということではなく、各企業において、

明文化されてはいないものの、それぞれの企

業風土等に鑑みて一定の基準があるのが通常

と思われる。

　そして、ふさわしい服装着用による職場秩

序維持、顧客等に不快感を与えることの予防、

職務への心構えの醸成といった目的との関係

から、その目的達成のために必要な範囲で、

労働者に対して服装に制限を設けることは可

能と解される。

　裁判例においても、「労働者の髪の色・型、

容姿、服装などといった人の人格や自由に関

する事柄について、企業が企業秩序の維持を

名目に労働者の自由を制限しようとする場合、

その制限行為は無制限に許されるものではな

く、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範

囲内にとどまるものというべく、具体的な制

限行為の内容は、制限の必要性、合理性、手

段方法としての相当性を欠くことのないよう

特段の配慮が要請されるものと解するのが相

当である」（株式会社東谷山家事件　福岡地裁

小倉支部　平 9.12.25決定　労判732号53ペー

ジ）とされている。

2.LGBT社員の服装に関する制約
　職場での服装が問題となるのは、トランス

ジェンダーが多いと思われるところ、トラン

スジェンダーがその自認する性別に応じた服

装をすることは、その人格的利益と密接な関

連があるが、他方で、企業としても、企業秩

序維持等の観点から、トランスジェンダーの

社員が自認する性別に応じた服装に変更をす

ることによる社内外への影響については考慮

せざるを得ない。

　そこで、LGBTに関する十分な理解が得られ

ていない現状に鑑みれば、職場での混乱等を

避けるために、職場でのLGBTへの理解がある

程度得られるまでの一定期間は、本人に対し

て職場での服装の変更を延期するよう要請・

指導することなどは許容されると解される。

　なお、女性の容姿での就労を求めたが承認

されなかった性同一性障害の社員が、突然女

性の容姿をして出社してきたため、会社が当

面の混乱を避けるために女性の容姿をして就

労しないよう求めた裁判例において、「一般

に、労働者が使用者に対し、従前と異なる性

の容姿をすることを認めてほしいと申し出る

ことが極めて稀であること、本件申出が、専

ら債権者（筆者注：X）側の事情に基づくも

のである上、債務者（筆者注：Y社）及びそ

の社員に配慮を求めるものであることを考え

ると、債務者が、債権者の行動による社内外

への影響を憂慮し、当面の混乱を避けるため

に、債権者に対して女性の容姿をして就労し

ないよう求めること自体は、一応理由がある

といえる」（S社［性同一性障害者解雇］事件 　

東京地裁　平14. 6.20決定　労判830号13ペー

ジ）と判示され、企業がトランスジェンダー

の社員に対して一定の配慮を要請することが

認められている。

Q 8 LGBT社員の服装に対し、 
何らかの制限をするといった指導をしてはならないか

A 企業秩序維持等の観点から指導が許容されるが、 
性自認等に対して一定の配慮も必要
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1.�LGBT社員に対する解雇等の人事上の措置
の有効性が問題となるケース

　LGBT社員に対する解雇といった人事上の

措置の有効性が問題となる場合、①LGBTであ

ることのみを理由として行うケース、②LGBT

であることとは無関係の理由で行うケース、

③LGBTであることが間接的に影響している

が、それ以外にも理由があるケース（例えば、

トランスジェンダーの社員が突然身体上の性

別と異なる服装で出社するといったLGBTに

関係することがトラブルの原因・端緒になっ

ているケース。以下、間接影響ケース）の三

つのケースが考えられる。

　この点、①のケースは、このような解雇を

正当化する合理的な理由は見いだし難いこと

から無効と解され、また、②のケースは、性

的指向等については特段問題とならず、通常

の解雇のケースと同様に判断されることにな

る。

　判断が難しいのは③のケースであるが、現

実問題として、単純に①か③のケースである

と割り切れる事案は少なく、何らかの要因で、

LGBTであることがトラブルの原因となって

いることが多いと解される。

　そこで、③の間接影響ケースにおける解雇

の有効性をどのように判断するかが重要とな

る。

2.�間接影響ケースにおける解雇（人事上の�
措置）の有効性の判断要素

　間接影響ケースにおける人事上の措置の有

効性の判断においては、まずは当該人事上の

措置を行う必要性・相当性の有無・程度が当

該措置の有効性に大きく影響する。

　もっとも、間接影響ケースにおいては、個別

の事案ごとに企業側・LGBT社員側の双方に

一定の理解・配慮と相互の調整が必要となる

と解される。具体的には、解雇の客観的な理

由の存否、社会的相当性の判断の中で、①企

業側に要請されるLGBT社員の人格的利益等

への理解と配慮の内容・程度（企業規模、職

種、事案等により異なり得る）、②LGBT社員

に要請される職場の秩序維持等への配慮の内

容・程度、③双方の要請が対立した場合に、そ

の問題を解決するために行った協議の経緯・

内容等が考慮されることになる。

　この点、女性の容姿で就労することを求め

たが承認されなかった性同一性障害の社員

（以下、X）が、突然女性の容姿をして出勤し

てきたため、会社（以下、Y社）が当面の混

乱を避けるために女性の容姿をして就労しな

いよう命じたがこれに応じなかったことなど

を理由としてXを懲戒解雇した裁判例におい

て（前記Q 8のS社［性同一性障害者解雇］事

件）、裁判所は、懲戒解雇を無効とする理由の

中で、Y社がXに対して女性の容姿で就労し

ないことを要請することに一定の理解を示し

つつも、「債務者（筆者注：Y社）社員が債権

者（筆者注：X）に抱いた違和感及び嫌悪感

は、（中略）債権者における上記事情を認識し、

理解するよう図ることにより、時間の経過も

相まって緩和する余地が十分ある」と判示し

ており、解雇の有効性判断の中で企業側にも

配慮を求めている点には留意が必要である。

Q 9 問題を起こしたLGBT社員を解雇することは可能か

A 事案により解雇は可能であるが、 
企業側にも一定の配慮等が求められる可能性がある
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1.職場での通称（戸籍と異なる氏名）の使用
　職場において旧姓などの通称の使用を認め

ている企業は存在するが、そうであるからと

いって、直ちに職場において通称の使用を認

めなければならないということにはならない。

　使用者には、企業秩序維持のために必要な

事項を定め、労働者に対して命じることが可

能とされているところ、労働保険・社会保険

といった公的制度の手続きにおいて、本人と

の同一性の確認に支障を来す可能性や、給与

の支払口座名義等の齟
そ

齬
ご

等を確認する必要が

生じるなど、事務手続き等が煩雑化し、過誤

が生じる可能性は高まるといえる。

　したがって、一般論としては、労働者に対

して職場での通称の使用を認める義務までは

ないと解される。

　旧姓の使用に関する裁判例については、

「個人の識別特定機能は、社会的な機能であ

るところ、戸籍上の氏は戸籍制度という公証

制度に支えられているものであり、その点

で、婚姻前の使用実績という事実関係を基礎

とする婚姻前の氏に比して、より高い個人の

識別特定機能を有しているというべきである」

「本件のように職場という集団が関わる場面

において職員を識別し、特定するものとして

戸籍上の氏の使用を求めることには合理性、

必要性が認められるということができる」と

し、職場での戸籍上の氏名の使用についてそ

の合理性・必要性を判示したものがある（学

校法人日本大学第三学園事件　東京地裁　平

28.10.11判決　労判1150号 5 ページ）。

2.心の性に応じた通称の使用
　それでは、例えば、トランスジェンダーの

社員が、戸籍上の氏名とは異なる心の性に応

じた通称の使用を求めてきた場合、これを認

めなければならないのであろうか。

　この点、トランスジェンダーの場合、心の

性に応じた通称の使用が、人格的利益と関連

しているといえることから、通称を使用する

必要性は、旧姓の使用の場合よりも高いとも

考えられる（旧姓使用については、婚姻とい

う自らの行為によるものともいえるのに対し、

心の性に応じた通称の使用については、自ら

の意思では如
い か ん

何ともし難い事由であるとの違

いも指摘し得る）。

　特に、医師より性同一性障害であると診断

がなされているケースにおいては、より心の

性に応じた通称を使用する必要性が高まると

いえる。

　そこで、手続き上の負担や過誤のリスク、

対外的な影響等を勘案した上で、性同一性障

害であると診断されているケースにおいては、

通称名の使用を認める方向で検討する必要が

あるため、両者の利益・不利益を考慮し、慎

重に判断しなければならない。

Q10 社内外で使用する通称や呼称について、 
本人が希望したものを認めなければならないか

A 一般論として認める必要があるとまではいえないが、 
個別ケースでは慎重な対応が必要
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1.�トランスジェンダーの更衣室やトイレの�
問題について

　現状、日本において、更衣室やトイレは、

男性用と女性用で分けられていることが多く、

また、この男性・女性の区分は、身体上の性

別（戸籍上の性別）で判断することが当然の

前提とされていると考えられる。

　しかし、トランスジェンダーの場合、身体

上の性別と心の性が一致していないため、心

の性に応じた更衣室やトイレの利用に関する

要望がなされることがあり、近時、このよう

な場合の対応をめぐり、トラブルになるケー

スが生じている。

2.�更衣室やトイレに関するトランスジェンダー
の社員からの要望への対応

　企業においても、更衣室やトイレについて

は、男性用・女性用の二つに区分されている

ことが多いと思われる。

　このような現状において、トランスジェン

ダーの社員から、更衣室やトイレに関する要

望がなされた場合に使用者としてどう対応す

るべきかという問題は、一律の解決基準が存

在しない難問といえる（当然であるが、戸籍

上の性別の変更を行っているトランスジェン

ダーは、変更後の戸籍上の性別に応じた更衣

室やトイレを利用することに問題はない）。

　トランスジェンダーの心の性に応じた更衣

室やトイレの利用は、その人格的利益に関連

するものであり、トイレの問題は排
はい

泄
せつ

障害な

どとも関連することから、使用者としても何

らかの対応が求められる事項といえる。

　しかし、他方で、戸籍上の性別とは異なる

更衣室やトイレを利用した場合、建造物侵入

罪（刑法130条）にも該当し得るところであ

り、また、職場の他の社員の理解が得られる

か、施設の構造上の問題、改修費用等のコス

トの問題などが生じる可能性があり、使用者

としての対応にも限界が存する。

　そこで、法令の根拠に基づく指針等も存し

ない現時点における対応としては、複数のト

イレのうちの一つでもジェンダーフリーのト

イレとする（更衣室は別室を用意する）こと

から始めることが現実的であると考えられる。

　もっとも、このような対応を取ったとして

も、予期せぬカミングアウトにつながるとい

う問題を抱えたままであるし、また、トラン

スジェンダーの心の性に応じた更衣室やトイ

レを利用したいとの根本的な問題は解決され

ていない。

　そこで、筆者の私見ではあるが、性適合手

術を行っておらず戸籍上の性別の変更までは

至っていない場合であっても、①医師により

性同一性障害であると診断されているか否か、

②本人のこれまでの職場での振る舞い等の状

況、③パス度（どのように見えるか）といっ

た事情を考慮した上で、職場が心の性に応じ

た更衣室やトイレの利用について一定程度の

理解を得られる状況にあれば、戸籍上の性別

とは異なる更衣室やトイレの利用を認めるこ

とが許容される場合もあり得ると考える。

Q11
更衣室やトイレの利用について、 
トランスジェンダーの社員から要望が出た場合、 
どういった対応をすべきか

A まずは当事者と協議し、 
ジェンダーフリーのトイレの設置などを検討する
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1.�職場での性的指向・性自認に関するカミング
アウト

　性的指向・性自認に関するカミングアウト

について、法的な定義はないが、オープンに

していない自らの性的指向・性自認などを他

人に打ち明けることと考えられる。

　日本では、LGBT当事者が、職場において

自らの性的指向・性自認をカミングアウトし

ているケースは少ないと思われる。

　それを裏付けるように、連合が実施した

「LGBTに関する職場の意識調査」（2016. 8.25

公表）によれば、「いわゆる『LGBT』当事者

からカミングアウトをされた（『LGBT』であ

ると明かされた）こと、または、当事者がカ

ミングアウトしていると聞いたことがあるか」

（回答者：1000人。複数回答）との質問に対し

て、「職場の上司・同僚・部下・後輩からカミ

ングアウトされた」は3.8％、「職場の上司・同

僚・部下・後輩がカミングアウトしていると

聞いた」は3.1％との結果が出ており、職場に

おけるカミングアウトが極めて少数であるこ

とを示す数字となっている。

2.�カミングアウトを受けた場合の対応を知っ
ておく必要性

　このように、現在、LGBT当事者が職場で

カミングアウトしているケースは少ないと考

えられるものの、今後職場において自らの性

的指向・性自認についてカミングアウトする

ケースも増加すると思われる。

　この点、LGBT当事者の性的指向・性自認

に関する情報は人格的利益と関連する情報で

あるため、本人の同意なく第三者に開示した

場合にアウティング（本人の了承を得ずに暴

露すること。後掲Q13の2.［ 1］参照）といっ

た問題を生じる可能性がある。

　そのため、カミングアウトを受けた場合に

どのように対応するのが適切かを知っておく

ことは、LGBT当事者に対する権利侵害等の

防止およびカミングアウトを受けた労働者に

よる意図しない加害行為の防止の双方の観点

から必要となる。

3.カミングアウトを受けた際の対応
　職場の同僚等からカミングアウトを受けた

場合、まずはとにかく落ち着いて話を聴くこ

とに徹することが肝要である。

　カミングアウトを受けた際に、積極的にア

ドバイスをするケースもあるが、無用な一言

によりかえってトラブルになってしまうケー

スもあるため注意が必要である。

　もっとも、本人から使用者に対して具体的

な要望がなされており、人事部等の管理部門

とも協議する必要があるケースにおいては、

誰に、どのように相談するか、ということも

当事者と協議した上で進めていく必要がある。

　また、カミングアウトする当事者の中には、

とにかく職場で信頼できる人に聞いてほしかっ

ただけというようなケースもあるため、第三

者への開示を望んでいない場合には、たとえ

職場の中であっても、緊急性があるような例

外的な場合を除き、本人の了解を得ずに本人

の性的指向等を開示しないといった配慮が必

要になる。

Q12
社員から自身の性的指向・性自認について 
職場で「カミングアウトしたい」と言われた場合、 
どう対応すべきか

A 積極的にアドバイスするというよりは、 
落ち着いて話を聴くことが肝要
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1.�カミングアウトするか否か等は基本的に
LGBT当事者の判断が尊重される

　性的マイノリティにとって、個人がいかな
る性的指向・性自認を有しているかという事
項は、特に人格的利益と関連した事項であり、
また、性的マイノリティに対して差別・偏見
等がなくなっていない現状においては、一般
論としてプライバシーに属する情報であると
いえる。
　そして、性的マイノリティが自身の性的指
向・性自認についてカミングアウトするか否
か、カミングアウトをするとして、どの範囲
でカミングアウトをするかということも基本
的には尊重される事項といえる。
　したがって、LGBT社員から個別にカミン
グアウトを受けている社員としては、上記の
事項を理解した上で対応する必要がある。

2.カミングアウトに関係する問題となる言動
［ 1］アウティング
　アウティングについては明確な定義はない
ものの、本人の同意なしに、本人がオープン
にしていないその性的指向・性自認などを第
三者に開示することと解される。
　本人が、特定の社員にしかカミングアウト
していないにもかかわらず、他の社員もいる
飲み会の席などで不用意に本人の性的指向等
について言及してしまうと、アウティングと
して法的な問題となる可能性が生じる。
　したがって、当事者から個別にカミングア
ウトを受けた社員としては、本人の了解なし
に第三者に対して本人の性的指向等について
開示しないという点に留意する必要がある。

［ 2］カミングアウトの強制
　今後、LGBT社員から、職場環境の改善等
に関する具体的な要望がなされることが増加
すると思われる。
　そのようなときに、当事者が直接人事部な
どの管理部門に要望を出すケースも考えられ
るが、よくあるのは、当該LGBT社員が職場
で一番信頼している上司などにまず相談する
ケースである。
　そういった相談を受けた場合に、カミング
アウトしないと何もできないかのようにアド
バイスをしてしまい、トラブルが生じること
がある。
　しかし、前述のとおり、カミングアウトす
るか否かは当事者の判断が基本的には尊重さ
れるべきであるため、カミングアウトの強制
につながる上記の対応には問題がある。LGBT
社員から要望がなされた場合は、その要望と
の関係で、まずは誰にどのように相談するか
を協議することが必要となる。
［ 3］その他の問題となる言動
　最後に、発言者に悪気はないものの、不適
切な言動の例として、「治療すれば治るんじゃ
ないの」「カミングアウトすると会社での立場
が悪くなるから言わないほうがいいよ」といっ
たものもある。前者はまさに性的指向等につ
いて理解不足の発言であり、後者については、
カミングアウトの強制の問題の裏返しで沈黙
の強制にもつながり、間接的に本人の性的指
向等を否定する発言ともとられかねず、トラ
ブルに発展する可能性もあるため留意が必要
である。

Q13 LGBT社員から、個別にカミングアウトを受けた社員が発した
不用意な言動が問題となることがあるか

A LGBTを否定するような言動や、 
カミングアウトの強制などの言動に留意が必要
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1.�職場においてLGBT社員への一定の配慮を
行う必要性

　前記Q12でも解説したとおり、日本では、職
場においてカミングアウトしているLGBT当
事者はまだ少数にとどまっていると思われる。
　しかし、それでは職場にLGBT社員がいな
いのかと言えば、これもQ 2で既述のとおり、
日本におけるLGBT層の割合は 8 ％前後との
調査結果もあることからすれば、どの職場で
あってもLGBT社員が存在している可能性は
否定できない。
　したがって、使用者としては、現に職場で
カミングアウトしている社員がいないからと
いって何らの対策も取らなくてよいというこ
とにはならず、いるはずであるという前提で
対応を検討していく必要がある。
　このような対応を怠っていた場合、LGBT
社員の生産性の低下、メンタルヘルス罹

り

患
かん

、
優秀な人材の取りこぼし・流出といったリス
クを抱えることになり、また、労災認定や安
全配慮義務違反による損害賠償請求といった
事案さえ発生する可能性がある。
　そこで、使用者としては、LGBT社員が働き
やすい職場環境をつくること、少なくともLGBT
社員に対する偏見等による差別等をなくしてい
く努力をすることが求められているといえる。

2.�職場でのLGBT社員への配慮・支援等の施策
の進め方

［ 1］経営トップのメッセージ
　LGBT社員への配慮等に関する施策を進め
ていく上で、具体的な施策等については管理
部門が行うことになるのが通常であるが、実
施に際しては他の社員にも協力を求める部分

が多くなる。
　そのような場合に、経営トップからの強い
メッセージがあると管理部門としても施策を
進めやすくなる。そこで、まずは、経営トッ
プが職場のLGBTに関する事項につき明確な
メッセージを発することが重要になる。
［ 2］社内研修の検討・実施
　LGBT施策を実施する際に、社内から不満等
が生じる原因としては、LGBTについてよく分
かっていないことが大きな要因になっている。
　そこで、LGBT施策を実施するに当たり、
まず社員に対して、① 性の多様性につい
て、②LGBTについて、③LGBTの割合等、
④LGBTの職場での困難性等について社内研
修を実施し、社員のLGBTに関する理解を深
める必要がある。
［ 3］具体的な施策の検討
　LGBT社員への配慮等については、企業ご
とに置かれている状況が異なるため、自社で
できることから対応していくほかない。まず
は、倫理規定等への性的指向・性自認による
差別禁止の明記、福利厚生（一部でも）を同
性パートナーにも認めるといったことから始
めることが考えられる。
［ 4］Ally（アライ）を増やす
　Allyとは、LGBTの理解者、支援者である
ことを明確にした人のことである。例えば、
職場にてAllyになってくれる人に対して、Ally
であることを示すステッカーをパソコンなど
に貼ってもらい、LGBT社員が相談等をしや
すくなる環境をつくっていくことが考えられ
る。職場でAllyが増えるだけでも当事者に安
心感を与えるし、コストもさほどかからない
ため、検討すべき取り組みといえる。

Q14 LGBTを公表していない社員を働きやすくする 
配慮・支援として、どのような施策があるか

A 経営トップのメッセージ、社内研修、具体的な施策の検討、 
Allyを増やす等がある
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1.�LGBTに関する事項は職場内だけに限らず
職場外でも問題となる

　ここ数年で、LGBTに関するトピックがマ

スメディア等で取り上げられることが増加し

たこともあってか、社員を対象に職場内の問

題に関するLGBTの研修を行う企業も少しず

つ増えてきている。

　この点、Q 2でも述べたように、日本にお

けるLGBT層の割合が 8 ％前後である可能性

を考えれば、職場外の取引先担当者、顧客が

LGBT当事者である可能性も存する。

　したがって、企業は、社内研修を行う場合、

特に、営業担当者、接客業従事者など、顧客

等の第三者と接する機会が多い業種の社員に

対しては、職場におけるLGBT当事者につい

てだけではなく、取引先担当者、顧客等の職

場外の第三者との関係でもLGBTに関連する

事項で留意しておく必要があることを盛り込

んでおくことが肝要である。

　なお、2020年に東京オリンピックが開催さ

れるところ、「東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達

コード 基本原則」（2016年 1 月。公益財団法

人東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会）では、「組織委員会は、人権の

尊重を重視する。そのため、サプライヤー及

びライセンシーに対し、製造・流通過程にお

いて、（中略）性的指向、（中略）等による差別

やハラスメントが排除され、また、不法な強

制立ち退き等の権利侵害の無い物品・サービ

ス等を提供することを求める」とされている

ことからも、今後一層の留意が必要となると

思われる。

2.接客等において留意すべき言動
　それでは、どのような言動に留意すべきか

というと、例えば、営業担当者が取引先等の

担当者との軽い雑談の中で、「昨日の番組で、

○○（LGBTのタレント名）が出ていたんで

すけど、なんか引きますよね」といったLGBT

を侮辱するような発言をした場合、取引先等

の担当者がLGBT当事者であったり、当該取

引先がオリンピックのスポンサー企業、また

はLGBTに関する先進的な取り組みを行って

いる企業だったりした際には、取引停止等の

リスクが考えられる。

　また、恋人や夫婦間でのプレゼントに利用

されるような商品を販売している企業の接客

担当者が、店舗を訪れた女性の顧客に対して

「彼氏（旦那様）へのプレゼントですか」と

いった発言をした場合、当該女性の恋人が異

性であることを前提としている点で、適切と

はいえず、また、仮に当該女性がレズビアン

であった場合には、商品を販売する機会を自

ら失ってしまう結果ともなりかねない（「パー

トナーの方へのプレゼントですか」等とする

とよい）。

　したがって、企業としては、社員研修の際

に、特に営業担当者や、顧客と直に接する機

会のある社員に対しては、顧客等に対し、

LGBTの人格を否定するような言動はもとよ

り、ストレートの男性・女性のみを想定した

発言には留意することも研修内容に盛り込ん

でおくことが肝要である。

Q15 接客を行う社員に対して 
LGBTに関する研修で盛り込むべき事項はあるか

A LGBTの存在を否定するような言動はもとより、ストレートの男性
（女性）のみを想定した言動にも留意することを盛り込むとよい
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