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企業に「職場のSOGI ハラ」「アウ
ティング」に関する防止義務が課
されることになった経緯等Ⅰ

１．�性の多様性�
～「SOGI」とは，LGBTとの違い等～

⑴　性の多様性について～性的指向・性自認とは～

　過去，「性」（性別）が問題とされるケースにおいて
は，男性，女性という男女二分論が当然の前提とされ
てきた面があり，そこでいう男性か女性かは，出生の
ときの身体的特徴により判断されていました。
　しかし，近時は，「性」は必ずしも男性，女性とい
う２つに分類できるものではなく，性（性のあり方）
には多様性があると認識されています。
　たとえば，男女二分論でいう男性とは，①「身体的
特徴が男性」，②「恋愛対象は異性である女性」（性的
指向），③「自分の性別を男性と認識」（性自認）して
いることが前提とされていましたが１，①「身体的特
徴が男性」であっても，②「恋愛対象が同性である男
性」（性的指向）である人（ゲイ）もいれば，③「自
分の性別を女性と認識」（性自認）している人（トラ
ンスジェンダー・MTF）もいるなど，性のあり方は
多様です。
　この，「性的指向」「性自認」という言葉はあまりな
じみがないかもしれませんが，「性的指向」とは，自
身がどの性の人に恋愛感情を抱くかという，恋愛感情

の方向性のことをいい，「性自認」とは，自身がどの
性に属しているかという認識のことをいうとされてい
ます。

⑵�　LGBTとは～日本の LGBT層の割合，職場の
LGBTへの配慮の問題点～

　⑴で，ゲイや，トランスジェンダーという言葉が出
てきました。近時，LGBTという言葉がマスメディ
ア等で使用されることが多くなっていますが，LGBT
とは，レズビアン，ゲイ，バイセクシュアル，トラン
スジェンダー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」とも称されます）を表
す総称とされており，人（個人）そのものを表す言葉
です。
　なお，LGBTとは，あくまでもセクシュアルマイ
ノリティの総称にすぎず，セクシュアルマイノリティ
はLGBTに限定されているわけではありません。ク
エスチョニング（Ｑ）という自分の性自認や性的指向
を決められない・決まっていない人も含めて，
「LGBTQ」と称されることもありますし，さらにい
えば，LGBTQ以外にもさまざまな性のあり方がある
ことから，「LGBTs」と称されることもあります。
　このLGBTという言葉自体は浸透してきています
が，職場のLGBTに関する話題となると，自分には
あまり関係しないと考えている人も多いと感じます。
　しかし，電通ダイバーシティラボが実施した
「LGBT調査2018」において，日本におけるLGBT層
に該当する人は8.9％（推計）であるとの調査結果も
発表されています（LGBTという言葉の浸透率は
68.5％）。
　これは，日本で血液型がAB型の人の数に匹敵する
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１�　女性の場合は，①「身体的な特徴が女性」，②「恋愛対象は異
性である男性」，③「自分の性別を女性と認識」となる。
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う表現を用いることがスタンダードになってきている
ことは，知っておく必要があります２。

２．�「SOGI ハラ」「アウティング」とは�
～規制された経緯～

　「SOGI ハラ」「アウティング」という言葉は，
「LGBT」という言葉に比して，比較的最近目にする
ことが多くなってきた言葉だと思われます。
　大企業には，2020年６月１日から施行されている改
正労働施策総合推進法（以下，パワハラ防止法）にお
いて３，事業主に対してパワハラ防止に関する措置義
務が課されましたが，その措置義務の具体的内容が示
されている「事業主が職場における優越的な関係を背
景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず
べき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示
５号）」（以下，パワハラ防止指針）において，「SOGI
ハラ」および「アウティング」４に関する事項が明記
されたことより，企業に対する啓発活動という面から
も，SOGI ハラについてマスメディアでも取り上げら
れる機会が増えたものと解されます。
　なお，SOGI ハラについては，セクシュアルハラス
メント（以下，セクハラともいう）やパワーハラスメ
ント（以下，パワハラともいう）のように法律上の定
義はありませんが，抽象的な定義としては，職場にお
ける性的指向および性自認（Sexual�Orientation�and�
Gender�Identity）についてのハラスメントと解され
ます５。
　SOGI ハラの典型例として，身体的な性別が男性で
あるものの，女性的なしぐさをすることがある社員に
対して，「おまえのしぐさホモっぽいんだよ」などと

数字です。いま，この記事を読まれている人のなかで，
これまでにAB型の人に会ったことがなければ話した
こともない，という人はまずいないと思います。しか
し，これが，セクシュアルマイノリティの人と直接会
話したことがない人ということになると，その割合は
かなり高くなると思います。
　この矛盾が，まさにこれから解説する「職場の
SOGI ハラ」（以下，SOGI ハラともいう）の問題の根
本とも関係しているといえます。
　すなわち，SOGI ハラに限らず，職場のLGBTへの
配慮に関する問題については，「見えていないだけ
（見ようとしていない，理解しようとしていないだ
け）」ということが根本的な問題として存在します。
しかし，上記調査結果も踏まえれば，見えていないだ
けで，どの職場にもLGBT当事者が勤務している可
能性はあります。
　したがって，SOGI ハラ防止への対応について，自
分の会社では無関係と判断して何も対策を取らないで
いると，ハラスメントが存在する職場一般に生じう
る，さまざまなリスクを抱えることになりかねませ
ん。そこで，性には多様性があり，見えていないだけ
で，どの職場にもLGBT当事者は存在するという前
提で，SOGI ハラ防止のための対応を考えていく必要
があります。

⑶　SOGI とは～LGBTとの違い～

　最近，セクシュアルマイノリティに関する報道等に
おいて，LGBTという言葉ではなく，「SOGI」という
言葉を目にする機会も増えてきました。
　この，「SOGI」とは Sexual�Orientation（性的指
向）と，Gender�Identity（性自認）の頭文字を取っ
た，人の属性の略語とされており，これは異性愛の人
なども含めたすべての人が持っている属性を指します。
　SOGI は，性的指向・性自認はすべての人が持って
いるものであり，人ごとに違っていて当たり前という
ニュアンスが含まれているため，人権等への配慮の観
点から，国際社会においては，だれがLGBTなのか
を端的に示すLGBTという表現ではなく，SOGI とい

２�　もっとも，日本では一般にセクシュアルマイノリティの総称
として LGBTという表現が用いられているため，本解説におい
ては LGBTという表現も使用している。

３�　中小企業は，2022年３月31日までは努力義務である。
４�　アウティングが SOGI ハラに含まれるのかについては，論者に
よって若干ニュアンスが異なるように思われるが，パワハラ防
止指針において，ハラスメントのうちの１つであるパワハラの
一類型としてアウティングが明示されたことも踏まえて，本稿
では，特に区別しない限り，基本的には SOGI ハラにアウティン
グが含まれるという前提で解説する。
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３�．パワハラ防止法制定以前の職場での性的指向・
性自認に関連する言動への規制等

⑴　はじめに

　上記のような経緯で，近時，SOGI ハラが取り上げ
られることが増えてきましたが，SOGI ハラをどう定
義するかという問題はおいておくとすれば，パワハラ
防止法が制定されるまでに，職場における性的指向・
性自認に関連する言動に関する規制がいっさいなかっ
たのかというと，必ずしもそうではありません。

⑵　男女雇用機会均等法，セクハラ防止指針等

　実は，男女雇用機会均等法に基づく「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」（平成18年厚生労働
省告示615号。以下，セクハラ防止指針）において，
一定程度，職場における性的指向・性自認に関する言
動の規制はなされていました。
　まず，2013年12月20日に開催された第139回労働政
策審議会雇用均等分科会において，委員から「私ども
は今回の指針改正案によって，性的マイノリティへの
差別的な言動や行動に対しても，指針に該当する範囲
で一定の改善効果をもたらすものと認識をしておりま
す。そこでお尋ねをしたいのですが，指針のセクシュ
アルハラスメント，すなわち『職場において行われる
性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
当該労働者がその労働条件につき不利益を受け，又は
当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され
ることのないよう』事業主が雇用管理上講ずべき措置

嘲笑することなどがあげられます。
　また，アウティングの典型例としては，ゲイである
とのカミングアウトを受けた労働者が，カミングアウ
トをした労働者（Ａ）の了承を得ていないにもかかわ
らず，会議等の場で，「Ａって実はゲイなんだって
さー」などと，特定の労働者の性的指向（性自認）を
暴露することをいいます。
　ここ数年来，LGBTに関する困難性がメディアで
取り上げられることが多くなったことに呼応して，こ
のような，SOGI ハラやアウティングに関する問題が
取り上げられる機会も多くなっていました。また，実
際にSOGI ハラやアウティングの問題に関する訴訟も
提起されて，そのことが大きく報道されるなど，社会
問題としても関心を集めるようになってきていまし
た。このような社会的な動向も，今回，パワハラ防止
指針で，事業主が防止措置を講じる必要のある事項と
してSOGI ハラ（アウティング）が明記されたことに
つながったと考えられます。
　なお，パワハラ防止指針においてSOGI ハラについ
て明記された具体的な経緯ですが，実は，厚生労働省
の労働政策審議会が，2018年12月14日にパワハラ防
止法について建議した，「女性の職業生活における活
躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方
について」においては，SOGI ハラ（アウティング）
に関する記載は見られなかったのです。しかし，パワ
ハラ防止法に関する国会での審議を経て，両議院にお
いてSOGI ハラ（アウティング）に関する附帯決議が
なされたことが，大きな契機となっていると思われる
ことは指摘しておきます６。

５�　東京弁護士会のホームページの性の平等に関する委員会のペー
ジにおいて，「『SOGI ハ ラ』は Sexual�orientation�and�gender�
identity（性的指向及び性自認）についてのハラスメントのこと
で，『ソジハラ』または『ソギハラ』と読みます」「性的指向や
性自認について嫌がらせを行うことを『SOGI ハラ』と言いま
す」と定義されている。

６�　衆議院と参議院の附帯決議は若干異なるが，衆議院よりも少
し表現が詳細な参議院の附帯決議では，「九，パワーハラスメン
ト防止対策に係る指針の策定にあたり，包括的に行為類型を明
記する等，職場におけるあらゆるハラスメントに対応できるよ
う検討するとともに，次の事項を明記すること」の第３項で，「３
　職場におけるあらゆる差別をなくすため，性的指向・性自認
に関するハラスメント及び性的指向・性自認の望まぬ暴露であ
るいわゆるアウティングも雇用管理上の措置の対象になり得る
こと，そのためアウティングを念頭においたプライバシー保護
を講ずること」とされた。
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「職場の SOGI ハラ」「アウティング」 
防止に関する措置義務の留意点

わが党の基本的な考え方」（以下，「わが党の基本的な
考え方」）を公表し，そのなかで，以下の提言を行い
ました。

　「職場における性的指向や性自認に関するいじ
め・嫌がらせ等に関し，男女雇用機会均等法第11条
及び同条に基づく『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』において，性的指向・性自認に関
するいじめ・嫌がらせ等であっても同条および同指
針におけるセクシュアルハラスメントに該当すると
いう解釈をすみやかに通達等の手段により明確化す
ること。同指針については，必要な手続きを経た上
で，遅滞なく上記趣旨が明示的に記載されるよう改
正を行うこと」

　そして，厚生労働省はセクハラ防止指針について，
労働政策審議会雇用均等分科会において改正案をまと
め，2017年１月１日施行の改正セクハラ防止指針（平
成28年厚生労働省告示第314号）には以下のように明
記され，職場における性的指向・性自認に関する性的
な言動がセクハラに該当する可能性があることが示さ
れるに至りました。

　「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」

　なお，上記のように，初めて「性的指向」「性自認」
という言葉が用いられたセクハラ防止指針を改正した
趣旨について，2016年５月25日に開催された第172回
労働政策審議会雇用均等分科会において，当時の厚生
労働省の雇用均等政策課長より，以下のように説明さ
れています。

には，性的マイノリティに対するものも含まれると理
解をしておりますが，事務局の御見解を伺いたいと思
います」との質問がなされ，当時の雇用均等政策課長
が，以下のとおり回答していました。

　「性的マイノリティの方に対する言動や行動で
あっても，均等法11条やセクハラ指針に該当するも
のであれば，職場におけるセクシュアルハラスメン
トになると考えております」

　そして，平成25年厚生労働省告示383号により，セ
クハラ防止指針が改正され，以下のように，同性に対
する言動もセクハラに該当することが明記されるに至
りました。

　「職場におけるセクシュアルハラスメントには，
同性に対するものも含まれるものである」

　もっとも，上記のセクハラ防止指針では，性的指
向・性自認という用語が明記されていなかったことも
あり，当時の雇用均等政策課長の答弁の内容を正確に
認識し，対策を講じている事業主は少数にとどまって
いたと思われます。
　そうした事情の下で，2015年３月31日に，東京都
渋谷区議会にて「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」（以下，渋谷区パートナー
シップ条例）が可決・成立し（施行は同年４月１日），
同年11月５日から同性同士のカップルに対する
「パートナーシップ証明書」を発行することを発表し
たことがマスコミ等に大々的に報じられ，LGBTに
対する社会的認知度が高まりました。それに呼応し
て，LGBTの当事者が職場においてもさまざまな困
難性を抱えていることが取り上げられるようになり，
そのなかで，職場における性的指向・性自認に関する
言動の問題についても，取り上げられるようになりま
した。
　このようなマスメディアや世論の動向を受けて，
「自由民主党　政務調査会　性的指向・性自認に関す
る特命委員会」は，2016年５月24日に「性的指向・
性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すための

　「職場におけるセクシュアルハラスメントについ
ては，被害者の性的指向や性自認は問わないもので
すが，それが周知徹底されていないという声が近年
多くなっていまして，これを踏まえて，対応してい

解
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　以上のとおり，SOGI ハラをどのように定義するか
にもかかわる部分はあるものの，パワハラ防止法が制
定される以前から，職場における性的指向・性自認に
関する言動について法的根拠を持った規制が存在して
いたということはいえると思います。

⑶　行政等における啓発活動

　前述の，自民党が2016年５月24日に公表した「わ
が党の基本的な考え方」に，別紙として「性的指向・
性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すための
政府への要望」が添付されており，その「雇用・労働
環境」の項目のなかで，「性的指向・性自認に関する
事柄を背景としたパワーハラスメントを防止するた
め，『パワーハラスメント対策導入マニュアル』等に
関連する記述を追加すること」とされていました。
　この要望を受けてか，2016年７月７日に厚生労働省
が公表した「パワーハラスメント対策導入マニュアル
（第２版）」７（以下，パワハラ対策マニュアル）に，「性
的指向や性自認についての不理解を背景として，『人
間関係からの切り離し』などのパワーハラスメントに
つながることがあります。このようなことを引き起こ
さないためにも，職場で働く方が，性的指向や性自認
について理解を増進することが重要です」と記載され
るに至っていました。
　このパワハラ対策マニュアルの上記記載は，法令上
の根拠を伴う規制とはいえないと思われますが，パワ
ハラ防止法（パワハラ防止指針）制定以前から，行政
等によるSOGI ハラ防止に関する一定の対策が取られ
ていたことはうかがえます。

⑷　企業の安全配慮義務

　事業主は，労働者に対して安全配慮義務８を負って
います（労働契約法５条，川義事件・最高裁第三小法
廷昭59.4.10判決，労働判例429号12頁）。
　したがって，これまでも，職場においてSOGI ハラ

　なお，最新のセクハラ防止指針（最終改正：2020年
１月15日）では，以下のとおりの文言となっています。

　「なお，職場におけるセクシュアルハラスメント
には，同性に対するものも含まれるものである。ま
た，被害を受けた者（以下「被害者」という。）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」

くというものです。この『被害者の性的指向や性自
認を問わないものであるけれども』という所です
が，これは前回のセクハラ指針の改正をしたとき
に，同性に対するものも含まれるというような一文
を２の⑴に追加をしまして，その改正時のときの御
議論といいますか，御質問の中で，連合委員のほう
から，いわゆる性的マイノリティーの方に対するセ
クシュアルハラスメントも当然，対象になるのでは
ないかという御質問を受けて，当時の雇用均等政策
課長のほうで，性的マイノリティーの方に対する言
動や行動であっても，均等法の11条やセクハラ指針
に該当するものであれば，当然職場におけるセク
シュアルハラスメントに該当すると考えているとい
うことで，御解答をさせていただいたところでござ
いまして，そういうような中身の明確化をさせてい
ただくという内容です。
　ちなみに政府の動きとしては，参考資料の６の所
ですが，これは５月18日の一億総活躍国民会議の資
料で，『ニッポン一億総活躍プランの（案）』が示さ
れていますけれども，その中で線を引いています
が，性的指向・性自認に関する正しい理解を促進す
るとともに，社会全体が多様性を受け入れる環境づ
くりを進めるということで，こういうことが盛り込
まれていることもありまして，今申し上げましたよ
うに，被害を受ける方の性的指向・性自認にかかわ
らず，これらの方に対するハラスメントも，セクハ
ラ指針の対象となる旨を明確化するという改正を行
うこととするという，２つの改正の趣旨です」

７　現在は第４版が公表されている。
８　職場環境配慮義務といわれることもある。
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しょう。

パワハラ防止指針における職場の
SOGI ハラ（アウティング）の内
容と措置義務上の留意点Ⅱ

１�．パワハラ防止指針における職場のSOGI ハラ
の内容等について

⑴�　パワハラ防止指針で明示された「職場のパワハ
ラ」とは

　上記の経緯を経て，パワハラ防止指針にSOGI ハラ
に関する事項が盛り込まれるに至りました。事業主
が，職場のパワハラ防止に関する措置義務等を履行す
るためには，職場のパワハラの定義・内容を理解して
おく必要がありますので，まず，その前提としてパワ
ハラ防止指針において，職場のパワハラがどのように
定義，内容づけられたのかについて，簡単に解説しま
す。
　職場のパワハラの定義については，改正労働施策総
合推進法30条の２第１項に「職場において行われる
優越的な関係を背景とした言動であって，業務上必要
かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働
者の就業環境が害されること」と規定され，パワハラ
防止法の措置義務等の対象となる職場のパワハラの内
容については，パワハラ防止指針において，以下の職
場11において行われる①から③までの要素をすべて満
たすものとされました。

に関する事例が発生した際に，行為者だけではなく，
事業主自身も，安全配慮義務違反で損害賠償債務を負
担する可能性はあったのです９。
　この点，安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の
事案ではありませんが，DVDやCDのレンタルおよ
び書籍の販売等を業とするＡ社にて勤務していたＸ10

が，Ａ社の取締役事業部長であったＹから，「ホモ」
と呼ばれるなど，継続的なパワーハラスメントを受け
たと主張して，Ｙに損害賠償を請求した事案におい
て，Ｘの請求を認めた裁判例があります（Ａ社事件・
東京地裁平28.5.9判決）。
　裁判所は，まず，Ｙの言動について，「Ｙは，Ａ社
内において，Ｘに『ホモ』とあだ名をつけてＸが同性
愛者であるかのような話題で他の従業員とともにＸを
からかい，Ｘの似顔絵を用いてＸを動物に見立てたり
Ｘが同性愛者であるような記載をしたＸを揶揄するイ
ラストを複数作成し，これを他の従業員らに示した」
と認定したうえで，結論として，「Ｙとしては，Ｘが
これに調子を合わせて周囲の者を笑わせるなどしてい
たことから安易にその言動を継続していたことが窺わ
れるものの，…（略）…Ａ社におけるＹの立場やこれ
ら言動の頻度・内容に鑑みれば，Ｘが内心ではこれに
苦痛を感じていたと認めるのが相当であり，Ｙにおい
ても，Ｘが苦痛を感じながらＹに同調せざるを得ない
と考えていたことを推察することが十分に可能であっ
た」と判示し，Ｙに対する損害賠償請求を一部認容し
ました。
　パワハラ防止指針において，SOGI ハラ（アウティ
ング）がパワハラに該当する場合があるとされ，企業
にはこれを防止する措置義務が課されることになりま
したので，職場においてSOGI ハラがなされた場合，
被害を受けた者は安全配慮義務違反を理由に事業主に
対して損害賠償請求をしやすくなったともいえます。
事業主としては，このようなリスクを回避するために
も，SOGI ハラ防止に真摯に取り組む必要があるで

９　使用者責任（民法715条）を負う可能性もあった。
10　判決文からは，Ｘがゲイだったのか否かは判然としない。

11�　厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室）「職場にお
けるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました！」
２頁において，「職場とは」，「事業主が雇用する労働者が業務を
遂行する場所を指し，労働者が通常就業している場所以外の場
所であっても，労働者が業務を遂行する場所であれば『職場』
に含まれます。勤務時間外の『懇親の場』，社員寮や通勤中など
であっても，実質上職務の延長と考えられるものは『職場』に
該当しますが，その判断に当たっては，職務との関連性，参加者，
参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行
う必要があります」とされ，「職場の例」として「出張先」「業
務で使用する車中」「取引先との打ち合わせの場所（接待の席も
含む）等」とされている。

解
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号）との解釈通達において，「『相手の性的指向・性自
認に関する侮辱的な言動を行うこと』については，相
手の性的指向・性自認の如何は問わないものであるこ
と。また，一見，特定の相手に対する言動ではないよ
うに見えても，実際には特定の相手に対して行われて
いると客観的に認められる言動については，これに含
まれるものであること」とされていることからも明ら
かなとおり，LGBT当事者に対して直接侮辱的な言
動を行った場合に限定されているわけではないので，
留意が必要です。

ウ．個の侵害（アウティング）

　次に，⑥の個の侵害の類型で，職場のパワハラに該
当するケース，該当しないケースとして以下の事例が
記載されたうえで，「この点，プライバシー保護の観
点から，…（略）…（※性的指向・性自認等に関す
る）機微な個人情報を暴露することのないよう，労働
者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要であ
る」（※以下は筆者にて加筆）とされました。

【該当すると考えられる例】
　「労働者の性的指向・性自認や病歴，不妊治療等
の機微な個人情報について，当該労働者の了解を得
ずに他の労働者に暴露すること」

【該当しないと考えられる例】
　「労働者の了解を得て，当該労働者の性的指向・
性自認や病歴，不妊治療等の機微な個人情報につい
て，必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し，
配慮を促すこと」

　この点，②の精神的な攻撃については，SOGI ハラ
の典型例ですが，⑥個の侵害はアウティングとも呼ば
れる問題です。
　ただ，②については，典型例ではあるものの，
SOGI ハラはこのような精神的な攻撃の類型に限られ
るものではないと思われますし，⑥のアウティングの
問題は，近時訴訟も提起されるなどしていることか
ら，以下において各々解説していきます。

①　優越的な関係を背景とした言動
②　業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③　労働者の就業環境が害されるもの

　そして，パワハラは，以下の６類型に分類されまし
た。

①　身体的な攻撃
②　精神的な攻撃
③　人間関係からの切り離し
④　過大な要求
⑤　過小な要求
⑥　個の侵害

⑵�　パワハラ防止指針における「職場のSOGIハラ」
の内容

ア．はじめに

　パワハラ防止指針において，職場のパワハラの内
容・類型は上記のように整理されましたが，SOGI ハ
ラ（アウティング）については，以下のように整理さ
れました。

イ．精神的な攻撃（狭義でのSOGI ハラ）

　まず，②の精神的な攻撃の類型で，職場のパワハラ
に該当すると考えられる例として，以下の事例が記載
されました。

　「人格を否定するような言動を行うこと。相手の
性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと
を含む」

　なお，「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行う」の意味について，LGBT当事者に対し
て直接侮辱的な発言を行った場合に限る，と誤解して
いる人がいます。
　しかし，「労働施策の総合的な推進並びに労働者の
雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第８章
の規定等の運用について」（令2.2.10雇均発0210第１
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⑶�　どのような言動が「職場のSOGI ハラ」に該当
するのか

ア．はじめに

　SOGI ハラについては，パワハラ防止指針に明記さ
れているものに限定されるものではなく，個別の言動
が上記の６類型に明確に分類できるわけでもありませ
ん。加えて，SOGI ハラは，性的指向・性自認という
「性」に関係する言動であるため，性的な言動が含ま
れていることも多くあり，パワハラとセクハラの区別
をする必然性すらないケースもあるように思われま
す12。
　もっとも，できるだけパワハラ防止指針との整合性
を図るとの観点から，同指針の類型ごとに，SOGI ハ
ラとして問題となる可能性がある言動について，以下
において解説します。
　なお，SOGI ハラ防止の観点からは，以下の問題と
される言動がなされる背景事情として，性の多様性
（SOGI 等）への無理解，LGBTへの偏見，差別的・
侮蔑的意識があることは認識しておく必要があります。

イ�．パワハラの類型ごとのSOGI ハラとして問題とされ
うる言動

　整理すると，表１のとおりです。

ウ．パワハラと位置づけた場合のSOGI ハラの特徴

　このように，SOGI ハラに該当する可能性がある言
動について解説をしましたが，職場のパワハラの一内
容であるSOGI ハラには，以下に述べるような１つの
傾向があるということが指摘できます。
　業務指導が，これを受ける労働者に一定の精神的負

12�　厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室）「職場にお
けるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました！」
６頁において，「『ホモ』『オカマ』『レズ』などを含む言動は，
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの背景にもな
り得ます。また，性的性質を有する言動はセクシュアルハラス
メントに該当します」と記載されているのも，同様の趣旨であ
ると解される。

荷を与えるにもかかわらず正当化されるのは，問題行
動等がある労働者に対し，その問題行動の程度に比し
て相当な範囲で指導・教育を行うことは，企業秩序維
持および企業の生産性向上等の観点から必要とされる
からです。
　そして，通常のパワハラのケースでは，指導されて
いる労働者にも問題がある，すなわち業務指導の必要
性自体は肯定できるが，指導の態様として行き過ぎで
あったとされるケース（12頁の職場のパワハラの内
容である②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたも
の」に該当する，「業務上必要」ではあるが「相当な
範囲を超えた」というケース）が多いといえます。
　しかし，上記SOGIハラについては，状況次第では，
④や⑤などにおいては一見すると過大（過小）と思わ
れるような要求をする必要性が肯定できる場合も考え
られますが，その他の多くの言動については，そもそ
も業務指導の必要性すら肯定できないケースが多いよ
うに思います。
　この点については，2019年５月23日に開催された
参議院の第11回厚生労働委員会において，政府参考人
が，「まず，性的指向，性自認の関係でございますが，
性的指向，性自認に関する言動というのは業務上必要
のないものでございますので，そうしたことを理由に
仕事から排除することですとか，性的指向，性自認に
関して侮辱的な発言を行うようなことによって精神的
な苦痛を与えたような場合，これはパワハラに該当し
得るというふうに考えております」と答弁しているこ
とからも，うかがえます。
　また，裁判例において，経産省に勤務するトランス
ジェンダーの職員であるＸが，上司Ｂとの面談の際
に，Ｂが「なかなか手術を受けないんだったら，もう
男に戻ってはどうか」と発言したことについて，当該
発言はトランスジェンダーであるＸの人格の根幹を否
定するもので違法であるなどとして，国家賠償法に基
づき損害賠償等を請求した事案があります（国・人事
院〈経産省職員〉事件・東京地裁令元.12.12判決，労
働判例1223号52頁）。
　裁判所は，「このようなＢの発言は，その言葉の客

解
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表１　パワハラの類型ごとのSOGI ハラとして問題とされうる言動

①　身体的な攻撃
・MTF（Male to Female。男性から女性へ性別移行を望む人）のトランスジェンダーであ

り，女性への性適合手術を行った部下の社員の胸を触るといった身体的接触行為
　→セクハラでもあるが，上司という地位を利用したという面でパワハラの要素もある。

②　精神的な攻撃

・「ホモ」「レズ」「おかま」「両刀使い」
　→ LGBT当事者への差別・侮蔑的表現を含む言動である。
・「これだからゲイ（レズビアン）には大事な仕事は任せられない」
　→�個人の性的指向・性自認と業務遂行能力は無関係であるにもかかわらず，性的指向等と

能力を結び付けて非難しており，精神的攻撃にあたりうる。
・「（カミングアウトしているゲイに対して）おまえの好きでやってることなんだから俺に迷

惑をかけるな」
　→�性的指向・性自認は，本人が任意に選択するという性質ではないことを理解できておら

ず，無用な精神的負荷を与える行為である。
・「この職場にゲイ（レズビアン）はいないよな」
　→ �LGBTの存在を否定するような発言である。なお，職場にゲイ（レズビアン）の社員

がいることを知りながら発言しているのであれば③の類型にも該当しうる。

③ 　人間関係からの切
り離し

・「Ａさんってバイセクシュアルだから，みんなねらわれちゃうから気をつけて」
・「（男性であるが，女性っぽいしぐさをすることがあるＡについて）Ａに襲われるから早く

あいつを違う部署に異動させてほしい」
　→�上司がバイセクシュアル等に偏見を持っている場合であれば，Ａがバイセクシュアルか

否かにかかわらず，この言動には職場にいづらくしようとする意図が読み取れる。

④　過大な要求

・FTM（Female to Male。身体的性別は女性であるが自身のことを男性と認識している人）
であるとカミングアウトしたところ，「男だったらこれくらいやれるだろ」などと言われ，
男性でもきついと感じる肉体労働を行う部署に異動させられた
　→�カミングアウトをしたタイミングであることも考えれば，労働者を辞めさせようとする

などの意図の下でこのような仕事を担当させたと推認される。

⑤　過小な要求

・トランスジェンダーだとカミングアウトして間もなく，何の説明もなしに簡単な事務作業
のみを担当させられた

・ゲイの社員が，顧客とトラブルが生じているといった事情がないにもかかわらず，ゲイで
あるという理由のみで上司から「お客さんの前に出せないからおまえは営業職には向いて
いない」と言われた
　→�カミングアウトした以外にそのような業務を担当させる合理的な理由を説明できないの

であれば，過小な要求と判断される可能性がある。

⑥　個の侵害

・執拗に結婚しない理由を尋ね，結婚していないことに否定的な発言をすること
　→�日本では異性婚しか認められておらず，パートナーと法律的な婚姻関係を築けない人が

いることへの配慮がなく，また，結婚していないことを理由に当該労働者の業務遂行能
力を否定的に評価しようとしていることが，うかがわれる。

・「Ａさんってゲイなんじゃないの？だから結婚しないんじゃない？」
　→�１回限りの発言で直ちにパワハラとなるかは別として，職場においてこのような特定の

人の性的指向・性自認に関する噂話をすることもパワハラに該当する可能性がある。

観的な内容に照らして，Ｘの性自認を正面から否定す
るものであるといわざるを得ない」と認定したうえ
で，「性別によって異なる様式の衣服を着用するとい

う社会的文化が長年にわたり続いている我が国の実情
に照らしても，この性別に即した衣服を着用するとい
うこと自体が，性自認に即した社会生活を送る上で基
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本的な事柄であり，性自認と密接不可分なものである
ことは明らかであり，Ｂの発言がたとえＸの服装に関
するものであったとしても，客観的にＸの性自認を否
定する内容のものであったというべきであって，…
（略）…，個人がその自認する性別に即した社会生活
を送ることができることの法的利益としての重要性に
鑑みれば，Ｂの当該発言は，Ｘとの関係で法的に許容
される限度を超えたものというべきである（なお，国
は，Ｂがそのような発言に至った事情として，Ｃ室
（筆者注：Ｘ所属部署）においてＸが性別適合手術を
受けていないことを疑問視する声が上がっていたこと
や，当時のＸの勤務態度が芳しいものではなかったこ
となどを主張しているが，これらの事情を客観的に裏
付ける的確な証拠はないし，仮にそのような事情が
あったとしても，上記の法的な評価を左右するに足り
るものではないというべきである。）」と判示してお
り，そもそも問題とされる言動をする必要性がなかっ
たと判示されているとも解されます。
　したがって，SOGI ハラ防止の観点からは，業務指
導を行う際に，基本的には指導を受ける者の性的指
向・性自認と結び付けて指導する必要はない，という
ことを理解しておく必要があります。

エ．SOGI ハラ防止の留意点

　SOGI ハラ防止という観点からすれば，性の多様性
について理解したうえで，職場において，旧来の男女
二分論を前提とした言動，性的指向・性自認に関する
不必要な言動を行わない，という配慮が必要になりま
す13。この点に留意すれば，多くの SOGI ハラは防げ
るのではないかと思います14。

⑷　�アウティングとは何か�
～アウティング防止ための留意点～

ア．「アウティング」とは

　パワハラ防止指針において，個の侵害としてパワハ
ラに該当すると考えられる例として「労働者の性的指
向・性自認…（略）…等の機微な個人情報について，
当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露するこ
と」とされ，アウティングがパワハラに該当しうるこ
とが明示されました。
　典型例としては，部下Ａから，自分はレズビアンで
あり同性パートナーがいるが，法律上の結婚はできな
い，といったカミングアウトを受けた上司が，Ａの了
承なしに他の社員に，「Ａさんが結婚していない理由
はレズビアンだからなんだって」と伝えてしまうこと
などがあげられます。
　このアウティングについて，法律上の定義はありま
せんが，「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・性自認などを正当な理由なく第
三者に開示すること，および開示を強制すること」と
定義することができます15。
　なお，「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画
を推進する条例」では，「何人も，性的指向，性自認
等の公表に関して，いかなる場合も，強制し，若しく
は禁止し，又は本人の意に反して公にしてはならな
い」（同条例８条２項）と，アウティングの禁止に関
する規定を設けています。

イ．アウティングの問題点（無断開示と開示の強制）

　個人の性的指向・性自認に関する情報は，機微情報
であり，プライバシーで保護される情報と解されます。
　そこで，パワハラ防止指針では，個人が性的指向・
性自認に関する情報をオープンにしていない場合に，

13�　そもそも，職場において業務を遂行するえで，このような言
動を行う必要性はほとんどないと思われる。
14�　業務を遂行するうえでセクハラ的行為を行う必要性はないが，
パワハラ的行為については，企業秩序維持等の観点から業務指
導として必要とされることがあるということがセクハラとパワ
ハラの異なる点としてあげられる。SOGI ハラは，パワハラに位
置づけられているものの，業務を遂行するうえで，基本的には
性的指向・性自認に関する言動を行う必要がないという点では，
ハラスメントとしての性質上，セクハラに類似するものともい
える。

15�　パワハラ防止指針との違いは，性的指向・性自認の開示の強
制についてもアウティングとして明示するか否かという点であ
る。
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ら転落し，搬送先の病院で死亡が確認された件につい
て，学生の両親（Ｘら）がばく露した同級生と大学を
相手として損害賠償を求めて提起した訴訟において，
大学の責任自体は否定された裁判例があります（国立
大学法人Ｙ大学事件・東京地裁平31.2.27判決）。
　この裁判例において，アウティングが不法行為等に
該当し民事法上違法となるか否かについて，明確には
判示していませんが（争点も多岐にわたります），Ｘ
らが「Ｙが，本件ロースクールの学生に対し，性的指
向が人権として尊重されること及びセクシュアル・マ
イノリティをからかうことがセクハラに当たることを
講義又はガイダンスなどで具体的に教授する義務に違
反したことにより，本件アウティングが発生した」と
主張していた点について，裁判所は「本件学生は，本
件アウティングをする以前から，性的指向が人権とし
て尊重されること及びセクシュアル・マイノリティを
からかうことがセクハラに当たることを認識していた
と認められ，Ｙにおいて，Ｘらが…（略）…主張する
内容を講義又はガイダンスなどで教授していれば，本
件学生による本件アウティングが発生しなかったと
いった事情を認めるに足りる証拠はない」と判示して
いることからすれば，アウティング自体は民事法上も
違法となる可能性があることが前提とされているとも
解されます。

ウ�．アウティングの例外～予期せずカミングアウトを受
けた人等の事情を考慮する必要は～

　アウティングがパワハラに該当したり，プライバ
シーの侵害等に該当する可能性があるとして，カミン
グアウトを受けた者の側の立場からすると，カミング
アウトは予期しないものであることも多いと思われま
すが，部下や会社の同僚などからカミングアウトを受
けた場合には，本人の了承がない限り，そのことは
いっさい第三者に開示することは許されないのでしょ
うか。
　この点，Ｙ１社の従業員であったＫが自殺をしたの
は，Ｋの先輩従業員であったＹ２が，Ｋを退職させな
ければ自分が退職するなどと述べて違法にＹ１社にＫ

本人の了承を得ずに当該情報を第三者にばく露するこ
と（無断開示）を，個の侵害としてパワハラに該当し
うるとしました16。
　また，アウティングの行為者は，人格権やプライバ
シー権侵害を理由に，不法行為等により民事上も損害
賠償義務を負う可能性があります。
　この点，アウティングにはプライバシー権侵害の側
面もあることから，アウティングを行った行為者にカ
ミングアウトした本人への害意がなかったとしても，
違法となる可能性があります。
　さらに，オープンにしていない個人の性的指向・性
自認を開示するか否か，開示するとしてもどの範囲で
開示するかは，原則として本人の判断によるものであ
るため，開示を強制すること（開示の強制）もパワハ
ラに該当する可能性があり，民事上も人格権侵害等に
より損害賠償請求の対象となる可能性があります17。
この開示の強制についてはパワハラ防止指針において
明示されていませんが，留意が必要です18。
　この点，アウティングに関しては，国立大学法人Ｙ
大学の法科大学院の学生が，法科大学院の同級生でつ
くるLINEのグループで同性愛者であることをばく露
された結果，心身の不調に悩まされ，その後，校舎か

16�　パワハラ防止措置を講じる必要があるのは，「職場」でのパワ
ハラであり，アウティングもパワハラであることから，措置義
務を課されるものは「職場」で行われたものに限定される。こ
の「職場」については，業務の延長にある場合も含まれるが，
アウティングについては，間接的に行われるケースなどさまざ
まな態様が考えられるため，実務上，いままで以上に「職場」
の範囲が問題となることが想定される。

17�　ただ，違法となる開示の強制にあたるかは，慎重な判断が求
められる。パワハラに該当するのはあくまでも開示（公表）の
強制であり，たとえば，カミングアウトを受けた際に，職場全
体にもカミングアウトすることを考えているのかを確認する行
為自体などは何ら問題ない。

18�　報道によれば，戸籍上は男性であるが，性同一性障害の診断
を受けた後，女性名に変更した会社員が，保険証や年金手帳の
書替え手続きのため上司に改名を報告し，職場では男性名の使
用を希望したが，会社側は聞き入れず，掲示物の名前などを女
性名に書き替え，会社側はさらに男性従業員と別の更衣室を使
えるような配慮や男女双方が利用する来客用トイレの使用を認
める代わりに，性同一性障害の公表を要求し，社員は朝礼で全
従業員に性同一性障害であることを公表させられ，不眠や抑う
つ状態になったと主張し，損害賠償請求訴訟を提起したという
事案も発生している。



解説

労務事情　2020.9.1  №1410 17

「職場の SOGI ハラ」「アウティング」 
防止に関する措置義務の留意点

ウティング（パワハラ）に該当するとは思われず，相
談するに至った経緯などから，慎重に判断すべきと考
えられます。

エ．アウティング防止の留意点

　特定の個人の性的指向・性自認は個人の機微情報に
該当することから，特定の個人がオープンにしていな
い性的指向・性自認を，本人の了承なく第三者に開示
した場合は，アウティングとなる可能性があります。
また，何ら合理的な理由がないにもかかわらず，職場
において性的指向・性自認の開示を強要することも，
アウティングとなる可能性があります。
　そのような情報を第三者に開示する場合は，だれ
に，どのように開示するかということも含めて原則と
して本人の同意を得ること，および性的指向・性自認
を開示するか否かは，原則として本人の人格権等に基
づく判断に委ねられる性質のものであるということに
留意すれば，アウティングとして法的トラブルに発展
するリスクはかなりの程度，回避できると思います。

２�．パワハラ防止指針の措置義務との関係におけ
る職場のSOGI ハラ（アウティング）防止の留
意点

⑴　はじめに

　以下において，パワハラ防止指針の概要を示しなが
ら，指針の項目順に沿って，職場のSOGI ハラ防止と
の関係で，事業主が取るべき措置および事業主として
行うことが望ましい取組みの内容について，解説して
いきます。

⑵�　パワハラ防止指針における措置義務（「事業主が
職場における優越的な関係を背景とした言動に起因
する問題に関して雇用管理上講ずべき措置」）との
関係での留意点

　整理すると，表２のとおりです。

を退職させるよう迫り，これを受けて，Ｙ１社が違法，
不当にＫを解雇したからであるとして，Ｋの両親が
Ｙ２に対して，不法行為に基づく慰謝料等を請求した
裁判例があります（Ｕ社〈性同一性障害・解雇等〉事
件・広島高裁平23.6.23判決，労働判例1148号73頁）。
　この事案において，Ｙ２には，付きまとわれている
ように感じていた後輩の女性従業員である亡Ｋから，
突然，リストカットの事実に加え，性同一性障害者で
あって男性であると告げられたうえ，「初めて見たと
きから，あなたから光が出て見えたんです。精神的な
ものじゃなく本当の光が」「仕事として割り切るので
はなく，僕のことを好きになってほしい」という，恋
愛感情を吐露したとしか考えられない告白をされて，
大きな精神的衝撃を受けるとともに，亡Ｋに対し，強
い恐怖心や不安感を覚えるようになり，そのため，大
学卒業以来約８年間勤務したＹ１社を退職してでも，
亡Ｋとの接触を完全に断とうと思いつめ，上記経緯と
ともにその旨を上司であるＥ部長に告げたという事情
があり，結論としてはＹ２に対する請求は棄却されて
います。
　上記のとおり，Ｙ２はＥ部長に退職を申し出た際，
亡Ｋの性自認についても話していたと解されますが，
Ｙ２は亡Ｋに，Ｅ部長へ相談することの了承は得てい
なかったと思われます。
　アウティングが違法とされるか否かは，カミングア
ウトした者の人格権やプライバシーと，カミングアウ
トを受けた者が第三者に開示する必要性・緊急性，開
示の態様の比較衡量により判断されると解されます
が，上記事案の事実関係の下において，Ｙ２がＥ部長
に相談する際に，亡Ｋの了承を得なければ違法と考え
るのは行き過ぎであるといえるでしょう。
　あまり議論されていないところなので，当然異論は
ありうるところですが，カミングアウトされた者に一
方的に沈黙が強制されるものではないと解されること
からすれば，カミングアウトを受けたことで（特に職
場に関連して）何らかのトラブルが生じているような
ケースにおいて，カミングアウトを受けた者が人事部
の担当者にのみ相談しているような場合は，直ちにア
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表２　パワハラ防止指針における措置義務と職場のSOGI ハラ防止の留意点

⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
～SOGI ハラに関する事前の予防措置について～

イ 職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し，管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・事業主が行わなければならないことは，①就業規則「等」の文書において，職場におけるパワーハラスメ
ントを行ってはならない旨の方針を規定すること（方針等の明確化）と，②職場におけるパワーハラスメ
ントの内容およびその発生の原因や背景を労働者に周知・啓発すること（周知・啓発）である。
・就業規則にパワーハラスメントの禁止に関する規定等があれば，就業規則自体に直接的に「SOGI ハラ禁
止」との文言が記載されていなくても直ちに法違反とまでは言えないと解される。
・もっとも，就業規則に職場における SOGI ハラ禁止を明記しておくことが望ましく，その場合の規定例は
以下のとおりである（どのような規定とするかは各社の実情に合わせて修正等も含め検討を要する）。

規定例
■規定例①19

（あらゆるハラスメントの禁止）
第�●条　セクハラ，パワハラ，マタハラのほか，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，他人に不快な思いをさせたり，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。

■規定例②20

（性的指向・性自認に関するハラスメントの禁止）
第�●条　職場において，性的指向および性自認に関連する差別的な言動等により，他の労働者に不利益
や不快感を与えたり，就業環境を害するようなことをしてはならず，また正当な理由がない限り本人
の承諾なく他人の性的指向・性自認を公表をしてはならない。
２．前項に違反した社員に対しては，第●条の定めるところにより懲戒処分を行う。
３�．社員が第１項に関する相談を行ったこと，または当該相談への対応に協力した際に事実を述べたこ
と等を理由として，当該社員に対して解雇その他不利益な取扱いは行わない。

・就業規則に直接 SOGI ハラの禁止を明記しない場合であっても，職場におけるパワーハラスメントの内容
等を労働者に周知・啓蒙することは求められているため，パワーハラスメントに関する社内周知文書等
に，以下のような事項を追記し，SOGI ハラの内容および SOGI ハラの禁止について周知・啓蒙しておく
ことが必要である21。

19�　厚生労働省の「モデル就業規則（平成31年３月）」の15条を若干修正したものであり，代表的なハラスメント以外も含めてすべてのハラス
メントを禁止するものである。ハラスメントを網羅的に禁止できるという利点はあるものの，その網羅性があるがゆえにどのような行為が
禁止されるのかという予測可能性に欠ける面はある。
20�　パワハラ防止指針の「SOGI ハラ」禁止に特化した規定であり，アウティング禁止についても明記している。アウティングの部分に「正
当な理由なく」という限定をかけた理由は，前記でも解説したとおり，ある労働者の性的指向・性自認に関連したトラブルが生じているよ
うなケースにおいて，人事部の担当者等に必要な情報を説明するような場合はアウティングではないと解される余地もあるためである。
21　文例はかなり詳細に記載しているが，必ずしもここまで詳細に記載する必要まではない。
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SOGI ハラ防止のための社内周知文書の文例

　職場において，性的指向および性自認に関連する差別的な言動をすることで，他の労働者に不利益や
不快感を与えたり，就業環境を害するようなことや，本人の承諾なく他人の性的指向・性自認を正当な
理由なく公表をすることは SOGI ハラといい，パワハラに該当しうるものとされています。
　ここでいう，「性的指向」とは，自身がどの性の人に恋愛感情を抱くかという，感情の方向性のこと
をいい，「性自認」とは，自身がどの性に属しているかという認識のことをいいます。
　従来，「性」（「性別」）というと，基本的には身体的な特徴により男性と女性という２つの性別に分類
し，かつ身体的な特徴により男性と判断した場合は，異性である女性に恋愛感情を持ち（性的指向），
自分自身を男性と認識している（性自認）ことを前提にしていたと思います。
　しかし，現実には，身体的な特徴が男性であっても，同性である男性に恋愛感情を持つ人（ゲイ）や，
自分自身を女性と認識している人（トランスジェンダー）など，性のあり方はさまざまであり，このこ
とを性の多様性といいます。このゲイやトランスジェンダーは，セクシュアルマイノリティ（「性的少
数者」とも称されます）と称されることもありますが，セクシュアルマイノリティの総称として，レズ
ビアン，ゲイ，バイセクシュアル，トランスジェンダーの頭文字を取ってLGBTと表されることもあり，
最近の調査（「LGBT調査2018」電通ダイバーシティラボ）では，日本で LGBT層に該当する人は8.9％
であるとされています。したがって，見えていないだけで，どの職場であっても LGBT当事者が勤務
している可能性があるということは理解しておく必要があります。
　また，性的指向や性自認については，自分で選択している，趣味の問題と誤解している人もいますが，
自分の意思ではいかんともし難いものと考えられています。
　このようなことからすれば，職場においては，まずは性の多様性を尊重することが必要であり，そし
て，性的指向・性自認に関する差別的な言動等により他人を傷つけたり，職場環境を悪化させることは
厳に慎む必要があります。
　パワハラ防止指針でも，以下の性的指向・性自認に関する言動を，職場のパワハラに該当する行為と
して明示しています。
　「人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと
を含む」（SOGI ハラ）
　「労働者の性的指向・性自認や病歴，不妊治療等の機微な個人情報について，当該労働者の了解を得
ずに他の労働者に暴露すること」（アウティング）
　SOGI ハラに該当しうる言動は上記に限られるわけではないので，SOGI ハラ防止の観点からは，性
の多様性を尊重することが何よりも重要であり，他人の性的指向・性自認に関する噂話をするといった
行為も厳に慎む必要があります。
　また，SOGI ハラの問題は職場内だけの問題にとどまるものではありません。
　あなたが，大切な商談を抱えており，その新規取引先候補の会社担当者といったキーパーソンがカミ
ングアウトはしていないが LGBT当事者であったケースを想定すれば，そのような担当者に対して，
意識的であれ，無意識的であれ，「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動」を行ってしまった
場合どのような結果となるかは想像に難くないと思います。
　このように，SOGI ハラの問題は，職場内だけの問題にとどまらず，取引関係にも影響を与える可能
性があり，ひいては企業価値にも影響を与える可能性があるため，上記の内容については十分ご理解い
ただき，業務を遂行してください。
　疑問点などについては，下記人事部○○課までご連絡ください。
　人事部○○課　連絡先：○○－○○○○－○○○○

ロ 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については，厳正に対処する旨の方針及び対処の内
容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し，管理監督者を含む労働者に周知・啓
発すること

解
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【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・事業主が行わなければならないことは，①就業規則等の文書において，職場におけるパワーハラスメント
にかかる言動を行った者については，厳正に対処する旨の方針および対処の内容を規定すること（処分方
針等の明確化）と，②そのことを労働者に周知・啓発すること（周知・啓発）である。
・基本的には，パワハラを行った者に対して厳正に対処すること等を就業規則等に明記したうえで，労働者
に周知すれば足りるところであり，就業規則自体に直接 SOGI ハラという文言を明記していなくても直ち
に法違反となるものではないと解される。もっとも，他の周知文書などとあいまって，SOGI ハラの行為
者にも厳正に対処することは明らかとなるようにする必要がある。
・もっとも，前記⑴のイで記載した「規定例②」のような，SOGI ハラ違反に対して処分を行うことと等が
一見して明らかな規定を設ければ，企業としての「SOGI ハラは許さない」という方針がより明確化され
るため，措置義務の履行の程度は高まるといえる。

⑵ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ，適切に対応するために必要な体制の整備
～職場の SOGI ハラ問題の自助的解決機能の実効性確保のための相談体制の整備について～

イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定め，労働者に周知すること

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・指針で求められていることは，パワハラに関する相談窓口を設置することである。
・この点，SOGI ハラについてもパワハラの一内容とされたことから，相談窓口において，SOGI ハラに関
する相談も受け付けるが可能な体制とすることが求められる。

ロ イの相談窓口の担当者が，相談に対し，その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また，相
談窓口においては，被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇するもあること等も踏まえ，相談者
の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら，職場におけるパワーハラ
スメントが現実に生じている場合だけでなく，その発生のおそれがある場合や，職場におけるパワーハラス
メントに該当するか否か微妙な場合であっても，広く相談に対応し，適切な対応を行うようにすること

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・指針では，相談窓口の担当者が適切に対応できるよう担当者に対する教育を行い，相談者が萎縮せずに職
場のパワハラか否か疑わしい事案も含めて相談できる体制の整備が求められている。
・過去には，労働者が事業主に対して性的指向・性自認に関する嫌がらせの相談をした際に，相談窓口の担
当者から，「そのような相談は受け付けていない」と対応することを拒否されたり，「それって何の話をし
ているのですか」などと，そもそも性の多様性等について認識していない発言をされるなど，相談窓口の
担当者による不適切な対応がなされる事例があった。
・そこで，事業主としては，相談窓口の担当者等に対して，以下のような事項について研修等を行い，教育
を実施しておくことが求められる。

①　性の多様性（LGBTの割合等）について
②　LGBTの当事者が職場で抱えている困難性について
③　職場のパワハラ（SOGI ハラの内容）について
④　カミングアウトを受けた場合の対応について
⑤　SOGI ハラについて相談を受けた際の調査の進め方等に関する申告者への意向確認の方法等
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「職場の SOGI ハラ」「アウティング」 
防止に関する措置義務の留意点

・パワハラ防止指針において，SOGI ハラの内容は一定程度示されたが，そもそも SOGI ハラについて法律
上の定義もなく，何が SOGI ハラに該当するのか不明確な面は残っている。また，現時点において，労働
者から事業主に対して SOGI ハラに関する相談がなされる件数自体も少ないと思われる。そのような状況
において，労働者は SOGI ハラに該当すると確信がある場合でなければ相談できないということになって
しまえば，相談自体を躊躇し，相談窓口が機能しないという事態となってしまうことも想定される。そこ
で，パワハラの相談窓口（連絡先）等が記載されている社内周知文書等に，以下のような文面を記載して
おき，SOGI ハラに該当するか確信が持てない場合でも相談窓口に相談することが可能であることを周知
しておくことが望まれる。

文面

　職場における性的指向・性自認に関する言動により他人に不快な思いをさせたり，職場環境を悪化さ
せること，および本人の承諾なく他人の性的指向・性自認を正当な理由なく公表することも職場のパワ
ハラ（職場の SOGI ハラ）に該当するものです。
　当社では，このような職場の SOGI ハラに該当する言動を行うことを禁止しており，そのような言動
を行ったと認定された行為者に対しては厳正な対処をします。
　したがって，職場の SOGI ハラに関する申告・相談があれば，相談に応じるだけでなく，必要に応じ
適正かつ迅速な調査を行います。なお，相談・申告については，言動を直接受けた社員だけでなく，そ
れを把握した周囲の社員からのものも受け付けています。
　また，申告する時点で職場の SOGI ハラに該当するとの確信がなく，ご自身で職場の SOGI ハラに該
当するか判断できかねる事案であってもご相談は受け付けておりますので，そのような疑問も含めて，
まずは相談窓口に相談していただければと思います。

⑶ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
～職場の SOGI ハラが発生した場合の事後対応（調査・被害者保護・行為者の処分・再発防止）について～

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・SOGI ハラに関する調査を行ったことがある事業主・担当者は少ないと思われることから，どのような調
査を行うか迷うこともあると思われるが，だからといって迅速かつ適切な調査を行わなくてもよい理由に
はならない。
・SOGI ハラの調査において，留意しなければならないのは，以下の２点である。

①　担当者の不用意なひと言により二次的な SOGI ハラを生じさせないこと（二次被害防止）
②�　いくら調査のために必要な行為であったとしても，申告者に相談もなく申告者の性的指向・性自認
を第三者に伝えてしまうといったアウティングを起こさないこと（アウティング防止）

・事業主としては，相談窓口の担当者だけではなく，調査を行う人事部の社員に対しても，前記の研修を実
施することなどにより，上記①，②のような事態を生じさせないよう努め，適宜弁護士等の専門家に相談
しながら事を進めていくことが必要となる。

ロ イにより，職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては，速やかに被害を受
けた労働者（以下「被害者」という。）に対する配慮のための措置を適正に行うこと

解
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【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・SOGI ハラがあった場合の被害者への配慮として何をすべきかということはあまり議論されていない。
・もっとも，行為者が SOGI ハラを行った職場に被害者がいたり，職場環境が悪化しているのであれば，被
害者保護・安全配慮義務の観点からは行為者を異動させるのが原則的な対応であることは留意しておくべ
きである。
・なお，アウティングの場合の被害者への配慮は一律な正解のない難しい問題であるため，被害者と十分に
協議をしたうえで配慮措置を講じることが肝要である。

ハ イにより，職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては，行為者に対する措
置を適正に行うこと

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・SOGI ハラという言葉自体は比較的最近使われるようになった表現であるところ，この種の事案において
行為者からなされる弁解としては，SOGI ハラ（パワハラ）に該当するとは知らなかったということが想
定される。
・しかし，特に管理職には，職場のパワハラ防止の一環として SOGI ハラについても知らないということは
許されない状況にあることから，上記のような安易な弁解を軽信して，行為者に対する処分を通常よりも
かなり軽くするといったことがないように留意すべきである22。

ニ 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずる
こと

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・再発防止措置として，パワハラ防止に関する研修が実施されるケースは多いが，SOGI ハラも含めた研修
を行うことはまれだと思われる。そこで，SOGI ハラに関する理解がまだまだ浸透していないことも考慮
し，SOGI ハラが発生した企業，職場においては，LGBT当事者の講師を招いての性の多様性や SOGI ハ
ラも含めたパワハラ防止の研修を実施することも検討に値する23。

⑷ ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置
～機微な個人情報に該当し，プライバシーとして保護を受ける性的指向・性自認に関する情報の取扱いの重要性
について～

イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに
属するものであることから，相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては，相
談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに，その旨を労働者に対して周
知すること。なお，相談者・行為者等のプライバシーには，性的指向・性自認や病歴，不妊治療等の機微な
個人情報も含まれるものであること。

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・個人の性的指向・性自認に関する情報は機微な個人情報であり，プライバシーで保護されるべきものと解
される。

22�　その前提として，特に管理職に対しては，SOGIハラのことも含めたパワハラ防止に関する研修を受講させることを必須とすべきであるし，
できれば定期的に研修を開催し，知識をアップデートさせていくことが望ましい。
23�　これは筆者の経験による私見であるが，SOGI ハラが生じる原因の１つの側面として，LGBTのことを知らない（理解していない）こと
による偏見があるように思われる。しかし，実際に LGBT当事者から性の多様性等に関する研修（体験談等）を受けることによって，この
ような偏見はかなりの確率でなくなる（減少する）ように思われるため，取り入れられるのであれば，積極的に検討することをお勧めする
次第である。
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「職場の SOGI ハラ」「アウティング」 
防止に関する措置義務の留意点

・そこで，SOGI ハラの調査においては，申告者（相談者）等の性的指向・性自認の保秘について常に留意
する必要があり，そもそも調査を行うのか，調査を行うとして，だれに対してどのような順序でどのよう
に行うのかということについても，十分協議しながら進めていく必要がある。
・なお，実務上非常に悩ましいケースとしては，申告者の性的指向・性自認の保秘を徹底しながら調査を行
おうとした場合に，実施できる調査が非常に限定されてしまうということがある。しかし，そのようなケー
スであっても，初めから何もできないと決めつけるのではなく，何かできないかという視点で申告者との
間で協議を行うことが求められるといえる。

ロ 法第30条の２第２項，第30条の５第２項及び第30条の６第２項の規定を踏まえ，労働者が職場におけるパ
ワーハラスメントに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協
力したこと，都道府県労働局に対して相談，紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調
停の出頭の求めに応じたこと（以下「パワーハラスメントの相談等」という。）を理由として，解雇その他
不利益な取扱いをされない旨を定め，労働者に周知・啓発すること

【職場の SOGI ハラ防止との関係で事業主が取るべき措置】
・SOGI ハラに関する申告を行ったことなどを理由として，申告者に対して解雇等の不利益な措置を行うこ
とも禁止される。
・なお，就業規則に，上記⑴のイで記載した「規定例②」のような規定を設ければ，SOGI ハラを申告した
こと等に対して解雇等の報復的な措置を行うことは禁止されていることが一見して明らかとなる。

⑶�　パワハラ防止指針において措置義務以外に「行う
ことが望ましい取組の内容」とされている事項

　パワハラ防止指針において，措置義務以外にも，行
うことが望ましい取組みとして，①「事業主が職場に
おける優越的な関係を背景とした言動に起因する問題
に関し行うことが望ましい取組の内容」，②「事業主
が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し
行うことが望ましい取組の内容」，③「事業主が他の
事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメント
や顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ま
しい取組の内容」が明示されています。
　前記のとおり，日本におけるLGBT層の割合は8.9％
であるとの調査結果もあることからすれば，SOGI ハ
ラに関する言動が，自社で雇用する労働者だけではな
く，派遣社員や業務委託先の社員等の者，ひいては取
引自体にも影響を与える可能性があること24（上記②
のケース）や，自社で雇用する労働者が，顧客等の第

三者からSOGI ハラを受ける可能性があること（上記
③のケース）は容易に想像できると思います。
　そこで，措置義務以外の「行うことが望ましい取組
の内容」は努力義務とは解されるものの，SOGI ハラ
に関する社内研修を実施する際には，SOSI ハラは，
必ずしも職場内（自社で勤務する労働者間）の問題に
とどまるものではなく，自社に出入りしている他社の
労働者に対する言動も問題となる可能性があることを
盛り込むとともに（上記②への対応），顧客等から
SOGI ハラを受けた場合の自社での相談受付体制につ
いても，検討しておくこと（上記③への対応）が望ま
しいといえます。

24�　自社の労働者が，他社が雇用する労働者等に対する SOGI ハラ
の加害者となるケースである。
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