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Ⅰ 調査概要 

 

１） 調査目的 

 「一橋大学内における性暴力及びセクシュアル／SOGIE1ハラスメント実態調査（以下本調査）」

は、一橋大学における性暴力及びセクシュアルハラスメント・SOGIE ハラスメントの状態を明らかに

するための基礎資料を得ることを目的とし、2020 年 11 月２日から 2021 年１月１日の期間で行っ

た。調査の範囲は一橋大学に所属している全学生及び一橋大学に出入りしている他大学の学生

であり、回答は Google Form を使用し回収した。 

 2017 年に一橋大学社会学研究科によって実施された「2017 年度一橋大学キャンパス内差別実

態調査報告書」では学内のサークルや部活といったインフォーマルな課外活動環境のみならず、

授業やゼミといったフォーマルな環境において差別・ハラスメントが横行している実態が報告され

た。また、同調査によって、一橋大学における性暴力被害の存在も明らかになった。本調査は先の

一橋大学キャンパス内差別実態調査によって明らかになった実態をさらに具体的に追求するため

のものである。 

 調査実施団体は一橋大学学生サークル LGBTQ+ Bridge Network、一橋大学学生サークル

Bridge for All の２団体である。LGBTQ+ Bridge Network は学内の LGBTQ 学生のサポートや学

内におけるキャンペーンを実施している団体である。また、Bridge for All は学内における性暴力

廃絶を旗印として活動する学生サークルである。本調査は両団体協働で行われた。 

 本報告書では本調査で得た回答をもとに、一橋大学で横行する性暴力及びハラスメントの実態

を報告する。 

 

２） セクシュアルハラスメントの定義と類型 

 本調査及び報告書内で多用し、また、重要な概念となるセクシュアルハラスメントの概念、及び類

型を確認しておきたい。まず、改正男女雇用機会均等法第１１条１項におけるセクシュアルハラスメ

ントの定義は「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」とされている。本報告書では概ねこの定義に準じた上で、主に学生間でのトラブル

を扱うため、「労働者」を「学生」、「就業環境」を「就学環境」などと置き替えた「性的な言動に対す

る学生の反応により当該学生が不利益を受け、又は当該性的な言動により学生の就学環境が害さ

れること」として用いることとする。 

 次に、本報告書におけるセクシュアルハラスメントの類型は厚生労働省が定める「対価型ハラスメ

ント」、「環境型ハラスメント」の２類型を採用する。厚生労働省の発表している対策マニュアルによ

 
1 SOGIE（Sexual Orientation and Gender Identity/Expression）は、どの性に対して性的欲求や恋愛感情を抱くか、あるいは抱かな

いかに関する事柄（性的指向）、自らがなんの性であると認識するか、あるいはしないかに関する事柄（性自認）、どの性の表現を

するか、あるいはしないかに関する事柄（性表現）のそれぞれの英語の頭文字をとったもの。 
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ると、セクシュアルハラスメントには大きく２つの類型「対価型」と「環境型」が存在する2。厚生労働省

によるセクシュアルハラスメントの定義における「労働者」を「学生」、「就業環境」を「就学環境」など

と置き替えた場合、図表１のようになる。2017 年の一橋大学社会学研究科による「2017 年度一橋

大学キャンパス内差別実態調査報告書」によって、セクシュアルハラスメントが学内において課外

活動や SNS 等のインフォーマルな環境だけでなく、授業やゼミといったフォーマルな環境でも行

われていることが確認された。とりわけ、教官と学生間で発生するセクシュアルハラスメントは図表１

の類型でいう対価型ハラスメントに該当する場合がある。 

 

図表１ セクシュアルハラスメントの２類型 

出典）厚生労働省より作成 

 

 また、先の対策マニュアルでは、労働者の意に反する性的な言動や就業環境を害する行為の判

断に当たっては、労働者の主観が重視されつつも、同時に一定の客観性が必要であるとの立場が

とられている。これは、当該行為の認定が事業主の防止のための措置義務の対象となることが考

慮されているからである。しかしそのような手法は、具体的な被害が発生しなければ措置義務の対

象とならなくなってしまうという問題を抱えている。そこで本報告書におけるハラスメント認定の判断

基準においては、先の定義に一橋大学ハラスメント防止ガイドラインにおける定義を追加し、不足

を補う。 

 このような立場は、一橋大学ハラスメント防止ガイドラインによるセクシュアルハラスメントの定義に

も共通するものである。同ガイドラインは、性的な言動または固定的な性別役割の押しつけなどに

 
2 厚生労働省（2020）「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！～～セクシュアルハラスメント対策や

妊娠･出産･育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします～～」 

対価型セクシュアルハラスメント 

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解

雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的にみて不利益な

配置転換などの不利益を受けること。 

→学生の意に反する性的な言動に対する学生の対応（拒否や抵抗）により、その学生が単位取

得、卒業等の対象からの除外、コミュニティからの疎外など不当な不利益を受けること。 

 

環境型セクシュアルハラスメント 

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能⼒の発

揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる

こと。 

→学生の意に反する性的な言動により就学環境が不快なものとなったため、能⼒の発揮に重大

な悪影響が生じるなどその学生が就学する上で看過できない程度の支障が生じること。 
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よって他の者に肉体的、精神的な苦痛や困惑、不快感を与えることとしてセクシュアルハラスメント

を定義している（同性や、他の者の性的指向または性自認に対するものもハラスメントとして定めら

れている）。そのうえで同ガイドラインは、セクシュアルハラスメントかどうかは、ハラスメントのつもり

ではなかったといった行為者の認識によるものではないとし、「被害者の主観性」を尊重している。 

 以上の議論より、本報告書におけるセクシュアルハラスメントの分析においては、大別の類型とし

て「対価型」「環境型」の２類型を採用し、またハラスメントの認定においては被害者の主観性を尊

重するという立場をとる。各類型に該当しうる学生間または教官・学生間トラブルの事例は「Ⅱ 調査

結果」の「２） 一橋大学ハラスメント困難リスト」、及び各事例に対して言及した「Ⅲ 一橋大学にお

けるセクシュアル／SOGIE ハラスメント」で詳しくみていく。 

 

Ⅱ 調査結果 

 
１） 回答者の様相 

 本調査の総回答者数は 112人であった。また、本調査ではセクシュアリティに関する調査を含ん

でいたため、性別の回答欄は設けなかった。そのため、回答者の様相としては、唯一設けた所属

学部・研究科の回答項目に関して報告する。回答学生の所属する学部研究科の分布は図表２の

通りである。 

 

図表２ 回答者の様相（n=112） 

社会学部
31%

社会学研究科
16%法学部

13%

商学部
11%

経済学部
10%

⾔語社会学研究科
7%

法科⼤学院
2%

法学研究科
3%

国際・公共政策⼤
学院
3%

経済学研究科
2%

経営管理研究科
2%

質問項目： 

a）学部・研究科（必須回答項目） 
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 調査対象者の所属をみると、学部では社会学部がもっとも多く（31%）、次いで法学部（13%）、商

学部（11%）とつづいた。大学院では、社会学研究科（16%）、言語社会研究科（７%）、法科大学院

（２%）となっている。このことからわかるように、本調査の回答者は半数近くが社会学部・社会学研

究科の学生である。この結果は 2017 年に一橋大学社会学研究科によって実施された「2017 年度

一橋大学キャンパス内差別実態調査報告書」の回答者の様相と酷似している。やはり同調査でも

社会学部と社会学研究科の学生が回答者の半数を占めていた。任意のアンケート調査という形態

をとる場合、社会問題に関する学習機会が多い社会学部及び社会学研究科の学生にその回答が

偏る。また推測の域を出るものではないが、社会学部や社会学研究科に偏る原因としては、学習

を通じて得たハラスメントに関する知識や、「周りで起こるハラスメントをハラスメントとして認定できる

力」が備わっていることなどが可能性として挙げられる。 

 

２） 一橋大学ハラスメント困難リスト 

 
 本調査では、学内におけるハラスメント被害経験と SOGIE に関わる困難の２点について、それぞ

れ自由記述回答の項目を用意した。その回答は印象に基づいたものや、パラグラフひとつだけの

文章、セクシュアルハラスメントの問題系全体について詳しく述べられたものまで多岐に渡り、本調

査が目的としていた一橋大学における性暴力及びセクシュアル／SOGIE ハラスメントの状態を明

らかにするための基礎資料の作成において示唆の富むものであった3。 

 図表３では回答の中でも公表許諾の得られた回答のみを掲載した。アンケートには報告書での

掲載の意図を示しながらも、単純に困難報告（公表不可）として回答した学生もいた。図表３におい

ては大分類、事例 No、困難事例、回答者所属学部／学科を列とし、個別の回答を掲載している。

また回答内容が複数のテーマに渡っているものは内容別に分類した。大分類においては概ねハラ

スメントが発生した場所である「授業・ゼミ」「サークル」「寮」という場所（ハラスメントの発生場所）の

カテゴリーに加え、「その他」「恋愛」というカテゴリーを設けている。「恋愛」には、とりわけ回答が多

かった恋愛に関するテーマ（、かつ発生場所が明記されていない回答）を分類した。 

 

 
3 ⾃らが受けた⾟い経験を思い出しながらも回答してくれた回答者には報告書のこの場を借りて感謝申し上げたい。 

質問項目： 

b）学内におけるハラスメント経験 

「学内で自分や周囲の人が差別やハラスメントと思われる経験をしたことはありますか？」という

質問に対して自由記述させる項目 

d）SOGIEに関わる困難 

「セクシュアリティに関することで、学内で辛かったことや嫌だったこと、違和感を感じた経験は

ありますか？」という質問に対して自由記述させる項目 
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図表３ 一橋大学ハラスメント困難リスト 

 
 

 

 

 

 

分類 事例No 困難事例 回答者所属学部／研究科

a-1
語学の授業で「化粧を毎日するか」をその言語で教授（男性）に聞かれ、すると答えたところ「ナチュラル

メイクなんだね」と言われた。ハラスメントとするほどの事ではないかもしれないが違和感を覚えた。
社会学部

a-2

男性指導教員に進学の相談をしたところ「女性は結婚できるから最悪男性に養ってもらいながら続けた

らいい」という趣旨のことを言われた。その時は違和感を持っただけで何も言えなかったが後からそれは

女性蔑視であることに気づいた。いわゆるリベラルであり、尊敬し信頼している指導教員のためショック

も大きかった。

法学部

a-3

授業中に発言を求めた生徒が、正直に分からないと答えたのに対して、「あなたは本当に日本人です

か？」と先生が言っていた。

その生徒は外国にルーツのある学生だったらしく、配慮のない先生の発言に傷ついた。

法学研究科

a-4
学生の「美醜」についてジェンダーステレオタイプを介して語る教員がいる。セクシズムかつルッキズムと

感じる。
言語社会学研究科

a-5
研究科教員の男女比が著しく不均衡である。またそうした男女比には現れないよりクィアな視点も提供

科目には見られない。
言語社会学研究科

a-6
友人がゼミの教授からゼミの場で「結婚しなかったらゼミのOBOG会には入れさせないぞ」という趣旨のこ

とを言われた。
経済学研究科

a-7 フーコー に関する紹介をするときに、「エイズで亡くなった。同性愛者だから」と聞いたことがある。 社会学研究科

a-8 教授などの女子学生と男子学生に対する扱い方が違うなと思い、違和感を感じることはある。 言語社会学研究科

b-1
（少しずれてしまうが、）サークル内で男女の容姿により、整った容姿の女性はちやほやされ、容姿が

整っていない男性は下に見られるといったことがあった。
経済学部

b-2 話をうんうんって笑顔で聞いてくれる女の子がいいよね、とサークルのトレーナーから言われた。 社会学部

b-3 知り合いが〇〇の新歓zoomで裸を見せられた。 商学部

b-4
自分は、シス・ヘテロ男性なのですが、1年生の時、サークルの飲み会で、男だけの席になった時に、こ

のサークルの女性で誰となら性行為をしてもいいと思うかと聞かれて、とても嫌な気持ちになった。
社会学部

b-5
OG会においては「外国人のあなたは日本人の男性が好きですか？」と聞かれたときは気持ちは良くな

かった。
経営管理研究科

b-6
サークル勧誘の際に、「一女」として優遇されたことに違和感を覚えた。個人ではなく性別・年齢によって

評価されている感覚が不快だったのだと思う。
社会学部

b-7 サークルの呼び込み文やチラシにそのような違和感を覚えたことはあると思う。 法学研究科

b-8

私はクィア（デミ男性、ロマンティックにパンセクシュアル、性的にゲイ）です。日常レベルでたくさんある。

たとえば、サークルの合宿で、「男子はそとでシャワー浴びて、女子は中でシャワー浴びてね」「男子は

一緒の布団で寝ればよくない？」など。自分はデミ男性なので、男／女という二分法に基づいて性規範

を押し付けられると、いつも排除されているような気分になる。

社会学研究科

寮 c-1
学生寮で、同じフロアの人から、セクシャリティに関することを聞かれて、不快だった経験がある。無視し

たけれど、アウティングになりかねないことだったなと思う。
社会学研究科

d-1 のぞまない食事やデートに誘われた。 社会学部

d-2 恋人がいないことへのからかいを受けた。 社会学部

d-3
男性の友達といった二度目の食事で、ホテルを示唆するとされる行動をされた。（ひざを同意なく触るこ

とを繰り返された）
社会学部

d-4 同級生が女性の容姿に関して、「絶対恋愛対象となり得ない容姿だね」と発言したのを聞いた。 社会学研究科

d-5
「女性は皆恋愛がしたい」とでも思ってるのか恋人がいないとわかるとすぐ合コンをしようと言ってくること

が不快だった。
社会学部

d-6

男子に「彼女いるの？・どんな女子が好き？」、女子に「彼氏いるの？・どんな男子が好き？」という会話

が頻繁になされるが、異性愛を前提に話を進める様子に配慮すべきなのではないかと感じることが多々

ある。

社会学部

d-7 飲み会でコイバナを振られ、過去の恋愛経歴を伝えなくてはいけない風潮がつらい。 社会学部

d-8

社会学部のゼミナールで男性(セックス)の先輩1人に同じ男性(セックス)の同期全員が誘われて国立市の

ある場所で食事をする機会があった。食事中にその先輩がゼミナールの中で仮に付き合うとしたらどの

女性(セックス)と付き合いたいか全員に聞いた。私以外の人は全員答え、私も回答するように圧力をか

けてきた。答えないとノリが悪いというような雰囲気ができていた。異性愛も当たり前というような前提だっ

た。

社会学部

d-9

飲み会とかで、恋愛話が始まり、自分に話が振られるたび、相手を女性に変えて話さなければならな

い。場合によっては、「彼女いるの？」と聞かれることもあります。もしくは、「彼女とかいるの？男でもい

いけどね」と言われたり。自分がまだ準備ができてないのに聞かれるとヒヤッとしてとっさに隠してしまう。

社会学研究科

授業・ゼミ

サークル

恋愛
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図表３の続き 

 
 

 図表３の回答の中でも特筆すべき事例に関しては、「Ⅲ 一橋大学におけるセクシュアル／

SOGIE ハラスメント」にて個別にとり上げていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 事例No 困難事例 回答者所属学部／研究科

e-1 女なのにすっぴんはやばいと言われた。 社会学部

e-2 「女性なのに化粧をしない」ということへのからいを受けた。 社会学部

e-3
懇親会で女性が料理の取り分け等をしなければならない雰囲気だった。出身大学とジェンダーバランス

は同じくらいの男性8：女性2だったが、出身大学ではそのようなことは一切なかったので驚いた。
社会学研究科

e-4
女性として望ましくない発言を聞いた。具体的に覚えていないが、内容は少子化の問題についてでし

た。女性は子供を産むべきのような発言だった。
経営管理研究科

e-5
ゼミの飲み会で泥酔した男性らに許可なく体を触られた（二の腕・腰まわり等）。

※全て数年前の話であり、現在はハラスメントの起きやすい環境とは距離を置いている。
社会学研究科

e-6 酔った勢いで服を脱いだ男性らの写真が度々送られてきた。 法学研究科

e-7 ゼミの先輩や同期の男性から「胸が小さい」など身体に対する指摘をうけた。 社会学研究科

e-8

ゼミの男性の先輩に体調不良の理由を尋ねられ正直に答えたところ、生理については「他の女性も我

慢しているのだから理由にならない」、膀胱炎の際には「男とヤリまくっている人がなる病気」といった

誤った知識による発言をうけた。

社会学研究科

e-9
セクハラが生じた際、周りにいた男性陣から、そうした言動をした人物を強く制するような動きはなく、同

性の先輩もいなかったため、自分が我慢をするしかなかった。
社会学研究科

e-10 一泊二日の新歓合宿での猥談およびホモネタを聞いてしまい、悲しい気持ちになった。 経済学研究科

e-11 女性というだけであらゆる順番は男性の後となることに違和感を感じた。 社会学部

e-12
一人暮らしで自炊をすることに関して男性は自炊していなくても「男子だからね〜」で済むのに対し女性

だと「女子なのに作らないんだ」と「残念な女」レッテルを貼られることが非常に不愉快だった。
社会学部

e-13

かなり前のことですが、トランス女性がミスコンへの参加を希望したところ「問題化」したことを覚えてい

る。周囲の学生がそのことについて、トランス女性側を非難する発言をしていたことにもモヤモヤさせら

れた。

社会学研究科

e-14

「一橋の女子は結婚できない」という定説のようなものを入学当初から継続して聞く。「結婚しない」という

選択肢がとらえられていること、いわゆる「高学歴」女子は男性から好かれないから人一倍努力しろと言

われているようでおかしいと感じている。

一橋の女性卒業生が結婚したくても学歴を理由に敬遠されているなら日本社会そのものの問題である。

ただ、学内でその言説が広がることにより「自分は（男女愛に対して）努力しなければならないんだ」という

意識と構造が再生産されていくのを見るのが苦痛。そういった言説が女性の先輩から主に伝えられるよ

うに感じるので、シス男性優位をシス女性自身が内面化し、さらに女性間での対立をあおっているように

感じる。（一橋の女性学生の、他女子大学学生への蔑視など）言説に苦しめられ交際相手を必死になっ

て探したりする友人も見る。

法学部

e-15 学内のある団体において「オカマ」といった用語をSNS上で使っている人がいる。 社会学部

e-16 「ゲイですか」と聞かれた経験があって、辛かった。 言語社会学研究科

e-17 法科大学院生が自身の性的指向をめぐって自死されたことはとてもショックだった。 社会学研究科

e-18 入学試験の願書やその他の学内の書類に、「男/女」性別欄が必須項目として用意されている。 経済学研究科

e-19

「前から聞きたかったんだけど、聞いていいかわからないけど、恋愛対象は女性？」と聞かれたり。これ

も、不本意ながらそこで急にカミングアウトしたり、バイセクシュアルだと答えたり、もしくは、女性だよ、と

答える。

社会学研究科

その他
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３） 学内トイレの利用に関して 

 

 本調査では 2018 年の夏マーキュリータワーの女子トイレにて起こった露出狂の侵入や盗撮など

の事件を踏まえた質問項目を用意した。上記の A から D までの質問に対して経験「あり」、「なし」

のボタン式で回答できる任意の項目を設けた。質問 A の総回答数は 109人であり、質問 B、C、D

は 110人であった（図表４）。 

 

図表４ 学内トイレにおける困難 

 

 

    質問 B                        質問 C                            質問 D 

 
 

 この回答総数は男性、女性、その他の性自認も含めているため、2018 年の夏にマーキュリータワ

ーの女子トイレにて起こった露出狂の侵入や盗撮などの事件による影響が詳細に分かるものでは

ないが、重要な点はいくつも挙げられる。すなわち、トイレなどの学内施設を利用する際に、性暴力

にあうかもしれないという不安な気持ちを抱く学生、安全を確保しづらいと感じたことのある学生、

安全上の不安から特定の場所にあるトイレを利用しなかったという経験がある学生が複数名存在

A B C D

ある 0 5 15 15

ない 109 105 95 95

無回答 3 2 2 2

ある
13%

ない
85%

無回答
2%

ある
4%

ない
94%

無回答
2%

ある
13%

ない
85%

無回答
2%

質問項目： 

質問A「トイレの利用時に性暴力被害にあったことがありますか？」 

質問B「トイレなどの学内施設を利用する際に、性暴力にあうかもしれないという不安な気持ち

をもったことはありますか？」 

質問C「学内のトイレを利用する際に、安全を確保しづらいと感じたことはありますか？」 

質問 D「安全上の不安から、特定の場所にあるトイレを利用しなかったという経験があります

か？」 

以上の４つの質問に対してそれぞれ経験「あり」「なし」をボタン式で回答させる項目 
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するという点である。とりわけ、安全性を確保しづらいと感じる学生、特定の場所にあるトイレを使用

しなかった学生は全体の 13％にものぼった。これは学内のトイレが安全に利用できないものである

ことを意味する。 

 次に、個別の回答をもとに、質問 B、C、D の回答にある程度の傾向があるかを確認していく。図

表５は経験ありを「○」、経験なしを「×」とし、回答の様相をまとめたものである。「B○,C○,D○」は

質問 B から D の全てに経験「あり」と回答した、性暴力にあうかもしれないという不安な気持ちを抱

き、安全を確保しづらいと感じたこともあり、安全上の不安から、特定の場所にあるトイレを利用しな

かったという経験もある学生の数を示している。一方で、「B×,C×,D×」は質問 B から D の全てに

経験「なし」と回答した、性暴力にあうかもしれないという不安な気持ちを抱いたことがなく、安全を

確保しづらいと感じたこともなく、安全上の不安から、特定の場所にあるトイレを利用しなかったとい

う経験もない学生の数を示している。 

 

図表５ 質問 B、C、D の回答 

 

 図表５から、質問 B、C、D で全てを満たす学生が２人も存在し、また、質問うち１つ以上を満たす

学生は 15人にものぼった。マーキュリータワーにおける女子トイレにおける盗撮事件や個別の事

件が多くの学生に波及的に心理的負担を与えていることが確認できる。 

 

Ⅲ 一橋大学におけるセクシュアル／SOGIE ハラスメント 

 

 本項では先の困難リストの中の個別の事例に対して言及していく。ひとつずつの事例に対して言

及するわけではないが、問題の根が深いと判断した事例を取り上げ、その事例がどのような差別問

題を含んでいるのか、その事象に対して一定の記述を与えていく。 

 また、本報告書が調査結果の報告に留まらず本項のような要素を取り入れる意図は、一橋大学

におけるセクシュアル／SOGIE ハラスメントが一橋大学、あるいはその個人特有の問題ではなく、

社会一般でも見られる事例であるということを強調するためである。無論、後述する「高学歴女性の

扱い」のような有名大学特有の事例もあるが、結論を先取りすれば、図表３で報告したほとんどの

事例は大学から一歩出た社会一般でも受ける可能性のあるハラスメント被害である。本報告書の

読者に困難リストにおける事例を「ただの事例の羅列」としてではなく、「相互関連性（交差性）のあ

B◯,C◯,D◯　・・・ 2

B◯,C◯,D×　・・・ 3

B◯,C×,D◯　・・・ 0

B◯,C×,D×　・・・ 0

B×,C◯,D◯　・・・ 4

B×,C◯,D×　・・・ 6

B×,C×,D◯　・・・ 0

B×,C×,D×　・・・ 94
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る社会問題」として受け取ってもらいたいという願いが本報告書にはある。また、各項目には該当す

る事例の事例 No を付しながら論述を進めていくため、適宜図表３と照らし合わせながら確認しても

らいたい。 

 

１）セクシュアルハラスメント 

 

3-1. 「女性は結婚できるから最悪男性に養ってもらいながら続けたらいい」という幻想と隠れたカリ

キュラム（該当事例：a-2） 

 現代日本における正規雇用労働者賃金の変容は図表６と図表７における賃金カーブの推移に現

れている。1976 年、1995 年、2019 年の３年でみれば、年齢別の賃金カーブでは 1976 年から

1995 年にかけて男性正規雇用賃金は年功序列賃金の性格を強めていったが、2019 年時点では

20歳-24歳層から 50歳-54歳層にかけての傾きはフラット化している。一方の女性正規雇用賃金

はむしろフラットな状態からカーブを描くように変化した。図表６で特筆すべきことは中小企業、大

企業、またはそれぞれの企業での状況は異なることを前提としても、全体として男性賃金がフラット

化していることにより、「女性は結婚できるから最悪男性に養ってもらいながら続けたらいい」とは必

ずしも言えなくなっているという点である。とりわけ大企業よりも中小企業労働者の賃金はフラット化

している傾向にあり、「男性は会社（労働）、女性は家庭」という古い核家族モデルは瓦解しつつあ

る。 

 企業規模別の賃金はさておき、男女別、雇用形態別賃金プロファイルを確認しても、男性の低賃

金労働者の存在が確認できる。賃金格差を雇用形態別でみるために、平成 29 年度（2017 年度）

の就業構造基本調査に基づいた雇用形態別賃金分布（賃金プロファイル）を示す（図表７）。男性

正規労働者の分布は年収 300万から 399万円をピークに山形に緩やかに分散している。男性正

規雇用労働者でも低賃金を受け取っている層が存在し、図表６での解釈と同様のものが得られる。

教授のいう「女性は結婚できるから最悪男性に養ってもらいながら続けたらいい」という趣旨の発言

は、少なくとも現在の男性賃金の趨勢とは合致していない。 
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図表６ 1976 年、1995 年、2019 年性別、年齢階級による賃金カーブ（一般労働者、所定内給与

額） 

出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 
注） 

1.1976 年、1995 年、2019 年の各調査年での男女それぞれの「20～24 歳」の平均所定内賃金額を 100 としたときの各年齢階級

の平均所定内給与額をあらわしている。 

2.19 歳以下と 60 歳以上では調査年により年齢階級区分が異なるため、労働者数ウェイトを用いて区分を統合した値を推計した。 

 

 

図表７ ２０１７年性別、雇用形態別課税後年収分布 

出所）総務省「就業構造基本調査」 
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注） 

１.平成 29 年度調査では「パート」と「アルバイト」は分けて集計されているが、本報告書では合計し計算している。 

2.調査における年収とは主な収入のみを集計し、副業等は除いている。 

 

 また、現実と合致していないという点だけでなく、教育現場における発言として、当該事例のよう

な発言は不適切であるという点は指摘しておきたい。教官による偏見が教育現場で展開される場

合、その偏見が学生に大きな影響を与えるといった研究は、ジェンダー研究における隠れたカリキ

ュラム理論で蓄積されてきた。隠れたカリキュラムとは、学校のフォーマルなカリキュラムの中にはな

い、知識、行動の様式や性向、意識やメンタリティが、意図しないままに教師や仲間の生徒たちか

ら教えられていくといったものをいう。「隠れたカリキュラム」という表現自体は、Jackson（1990）で初

めて提唱され4、Snyder （1971）によって発展された5。男の子、女の子といったジェンダーないし性

による社会的な役割演技や役割意識も、多くこうした学校の隠れたカリキュラムの中で培われること

 
4 Jackson, Philip W.（1968） Life in Classrooms, New York: Holt, Rinehart and Winston 

5 Snyder, Benson R.（1971）The Hidden Curriculum, Alfred A. Knopf 
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が多いといわれる6。先の「女性は結婚できるから最悪男性に養ってもらいながら続けたらいい」とい

う趣旨の発言が現実と合致しているかはともかく、そのような発言自体は偏った性役割を学生に内

在化させてしまう危険があり、高等教育の指導としては相応しくない。また、そのような発言を「女性

蔑視である」と受け止めている学生がいることからも、発言自体がハラスメントとしての加害性を持っ

ている。とりわけこの事例の場合は、行為者が教官であり、被害者が学生であることから対価型ハ

ラスメントに転化する可能性を秘めている。そのため、学生は教官に対して指摘を行うことは困難

である場合が多く、被害に耐えることを強いられることは少なくない。この隠れたカリキュラムの問題

は当該事例のみでなく、ゼミや授業といったフォーマルな場で行われるハラスメントに共通する理

論であり、大学という環境においても類似の問題が存在することを示唆するものである。 

 

 

 

 

 
6 Sadker, Myra P. and Sadker, David M.（1995）Failing at fairness: how our schools cheat girls, Scribner; 1st Touchstone Edition 

Short Column①：「結婚して家庭をつくるべき」発言は一橋大学内だけでない？！ 

 麻生太郎財務相が 2019年２月３日、少子高齢化問題に関連し「子供を産まなか

ったほうが問題だ」と発言した。麻生氏は同日、福岡県芦屋町での国政報告会で、

少子高齢化に対応して政府が掲げる「全世代型の社会保障体制」を巡り、戦後、日

本人の平均寿命が大きく延びたことに触れ、「いいことじゃないですか。素晴らしい

ことですよ。いかにも年寄りが悪いみたいなことを言っている変なのがいっぱいいる

けど間違ってますよ。子供を産まなかったほうが問題なんだから」と発言した。子育

て世代が文句を言わず子供を作りさえすれば少子化は解決するのだ――という政

治家の「短絡的発言」は、同氏に限らずこれまで繰り返されてきた。 

 女性の自立が進んだ現代においてもかかる圧力は残っている。例えば、バブル期

には女性の結婚をクリスマスケーキになぞらえ、25歳までに結婚するよう急かすよう

な言説が流行った。2014 年に東京都議会で女性議員の一般質問中に「早く結婚し

ろ」や「子どもを産め」といったヤジが飛び、性差別・セクシュアルハラスメントであると

批判が集中した事件も、女性は結婚し、子どもを産むべき存在という価値観を持っ

た人がまだいるということを表す。もっとも、女性の価値は決して結婚して子どもを産

むことだけにあるのではない。結婚してないから、子どもを産んでいないからといっ

て、人として劣っているかのように扱うのは女性差別といえる。 

（該当事例：e-4） 



 14 

3-2. 性別役割分業意識って？（該当事例：b-2、e-3、e-12） 

 世界的に多くの国において女性の方がより多くの家事労働を担っているという統計結果が出てい

る7。特に日本においては、男性の家事・育児時間の平均が約１時間なのに対し、女性の平均が約

7時間と不均衡な状態となっている。不均衡な状態の背景には、「性別役割分業意識」の強さが潜

んでいる。性別役割分業意識とは、いわゆる「男は仕事、女は家庭（男は妻子を養い、女は家庭を

守る）」という考え方のことである。性的役割分業の意識が強まったひとつの画期としては、男性の

外での長時間労働のために女性が家庭を守り、夫を支えるという構図が望ましいとされた、戦後日

本の高度経済成長期が挙げられる場合が多い。実際、1950 年初頭から女性労働力率は下がっ

た。 

 もっとも、かかる性的役割分業は絶対的なものではない。例えば、「男らしさ」について研究した

Gilmore（1991）は、タヒチの文化において「男は少々女性的で、女は少々男性的」にみえるとし、ま

た、西マレーシアのセマイ族の文化については「ジェンダー図式を欠いている」（男女の区別がほと

んどない）と言及している8。加えて、日本においても、江戸時代の多くの家庭では、家計管理・客

人のもてなしは男性が担っていた。料理も女性ではなく男性の教養とされていた。子どもの教育も

男性の担当とされ、当時の教育書の 90％以上は父について記していた。その理由として、子ども

は「イエ」を表すものであるから父親が責任をもって育てるべきとされていたことが挙げられる。この

ように、「家事は女性のもの」という認識は決して絶対的なものではなく、時代や文化的価値観の違

いによって変わりうる9。 

 先の研究は、「男と女」という二項の差を解消すること、すなわち「男も女も機械的に同じになる10」

ことを示しているのではないことは留意されたい。しかし、特有の時代や文化によって形成された偏

った価値観をあたかも普遍的な価値観かのように流布し、さらには他人に強要するという行為は見

直さなければならない。 

 

3-3. 高学歴女性の扱い（該当事例：b-6、e-14） 

 高学歴女性は本当に結婚できないのかについての実証研究は（改めて探した範囲では）蓄積が

ない。それは逆にとれば、実証的な根拠がない言説が流布しているということを意味している。 

 東京大学では「女子学生の３割が結婚できない、３割が離婚する、３割しか結婚しない」という言

説が囁かれ、一橋大学と似たような状況が存在しているというニュース記事が発表された（東洋経

済オンライン（2014）「『東大女子は結婚に不利』は本当か？」）。 また、東京大学には「東大女子

お断り」というサークルが数多く存在しており、以前から問題になっている。女子新入生からの苦情

が多く、過去には東大の学生自治団体が「純然たる差別行為」だとコメントを発表した。実際に結

 
7  総務省「社会生活調査」平成 23 年 

8  Gilmore, David D.（1991）Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity, Yale University Press 
9 太⽥素⼦（1994）『江⼾の親⼦-⽗親が⼦どもを育てた時代-』中公新書 
10  伊藤公雄・牟田和恵（2017）『ジェンダーで学ぶ社会学』世界思想社 
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婚できるかどうかに関わらず、現役の東大女子を差別するような扱いは確かに存在しているようで

ある。 

 そもそも異性間での結婚や交際において高学歴女性が敬遠されるイメージが強い背景には、固

定化された性別役割分業がかかわっていると考えられる。女性は結婚して家庭を守る存在として、

学力よりも家事スキルの高さが女性には求められてきた。現代の男性が結婚相手に求める条件と

しては、2017 年に国立社会保障・人口問題研究所が発表した『第 15 回出生動向基本調査』の結

果によると、「人柄」が一番で、続いて「家事・育児の能力」「自分の仕事への理解」となっている。一

方で「学歴」は８項目中もっとも重視されていない。この点に関して、上野千鶴子は 2019 年４月に

執り行われた東京大学入学式において「男性の価値と成績のよさは一致しているのに、女性の価

値と成績のよさとのあいだには、ねじれがある」と言及した（関連事例：b-6）。すなわち、高学歴とい

う社会的地位の高さという価値が「かわいい」存在として周囲に庇護され家庭を守る女性に求めら

れる価値と真逆に位置しており、男性とは違って、女性の成績の良さはかえって女性としての価値

を下げることに繋がってしまっているということを、学生との実際の交流から得られた経験に基づい

て上野千鶴子は指摘した11。 

 学歴が結婚相手としての女性に求められないのも、それがすなわち女性としての価値を表すもの

ではないからであると考えられる。むしろ、結婚相手として求める要素とは反対に位置する人と見な

され、女性としての価値が劣るかのように受け止められてしまう場合も考えられる。さらに、男性側に

求められる価値として、男性は女性より優位に立たなくてはいけないという男性中心社会の規範も

影響している可能性がある。学歴が自分より優れた女性を妻にしては、夫としてのメンツが立たな

いという思い込みや固定観念によって、高学歴女性を結婚相手として避ける傾向が指摘される。 

 

3-4. ルッキズムの横行（該当事例：a-4、b-1、d-4） 

 ルッキズム（lookism）とは、人を容姿の美醜によって評価し、身体的魅力に富む人（美男美女）と

そうでない人を差別して扱う、という考え方（ステレオタイプ）を意味する表現のことである。容姿によ

って人間の価値を判断し、優劣をつけていることはルッキズムの一種であるといえる。「外見至上主

義」とも訳される場合もあるが、ルッキズムという用語自体は 1970 年代から始まったファット・アクセ

プタンス運動から生まれた。ファット・アクセプタンス運動は、人はサイズに関わらず健康でいられる

というアメリカをその中心とした肥満受容運動で、肥満は「リスク」があり、「醜い」ものであるという社

会的合意が形成されていると批判した。1970 年前後にフェミニズムの流れと重なりながら、特に、

太った女性たちが、 自分たちの身体にたいする社会的態度を変革し、身体性を取り戻そうとする

運動として声を上げた。ファット・アクセプタンス運動が取り組んだ問題は、社会による肥満受容だ

けでなく、肥満と美醜とが結びついていた価値観そのものであった。 

 サークル内で男女の容姿により、整った容姿の女性はちやほやされ、容姿が整っていない男性

は下に見られるといったこと（事例 b-1）や「絶対恋愛対象となり得ない容姿だね」というような発言

 
11 加えて、「女子は子どものときから『かわいい』ことを期待され」るため、その思いに応えようと女子学生は「自分が成績がいいこと

や、東大生であることを隠そうとする」のだと指摘する。 
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（事例 d-4）は「ルッキズム」に基づくものであり、性的自己決定権12の侵害であると言える。企業の

就職・雇用などの準公的な領域でルッキズムに基づく差別が明らかになれば、不採用という結果が

伴うため告発しやすい。しかし逆に言えば、差別を受ける場面がプライベートなものであるほど、問

題として捉えにくくなる。 

 また、本調査で寄せられたルッキズムの被害やメイクの評価（後述）のほとんどの事例が男性から

女性に向けたものであった。ルッキズム被害者の多くが女性であることが、女性が「to be looked at 

ness（みられる性）」と呼ばれる由縁である。女性が男性によって評価される対象となっており、それ

が問題化されていないという点も留意すべきである。  

 

3-5. メイクする・しないは自由？（該当事例：a-1、a-4、d-4、e-1、e-2） 

 先のルッキズムとの議論と深い関わりがあるのが化粧行為である。株式会社ライフメディアは、同

社のアンケート・調査結果レポートサイト「リサーチバンク」において、15歳から 64歳の女性 1000

人を対象に「化粧に関する調査」を実施した。週に何日化粧をしているか尋ねたところ、「毎日して

いる（31.5％）」「週に５、６日（31.1％）」と、６割以上がほぼ毎日化粧をしていることが分かった。化

粧をする理由については「身だしなみとして当たり前と思うから」が 63.1％と最も多く、次いで「肌を

紫外線などから守るため（43.6％）」、「ノーメイクは恥ずかしいから（43.0％）」という結果であった。ま

た、「身だしなみとして当たり前と思うから」という理由の中には、ある種の義務感が潜在意識的に

存在することが指摘された。 

 加えて、化粧好きな人は全体（週１回以上化粧をする女性が対象）で 37.7％、一方で疎ましく思う

人は 17.4％であり、低い若年層ほど、化粧そのものへの好感度は高いことが確認された。頻度が

高い中堅層・高齢層になるに連れて化粧行為に対する好感度が下がっており、特に頻度が一番

高い 35歳-44歳層では「嫌い」派の意見ももっとも多かった。この世代における化粧は「高頻度で

しなければならないが、あまり好きではない」という、複雑な心境下でのものであることが推測され

る。 

 一方で、化粧が本人に自信を与える行為であることも確認しておきたい。化粧に関する研究活動

を行うポーラ文化研究所は、調査レポート「平成から令和へ スキンケア・メークの行動と意識のう

つりかわり」を 2020 年 11 月 30 日に発表した。同調査結果では、スキンケアや化粧が「日常」、「習

慣」となっているというリサーチバンクと同様の結果が得られた。しかし、特筆すべきは、25歳から

 
12 いつ・誰と・どのように性的なかかわりを持つかを自分で決めることができる権利のこと。たとえば、セックスやボディタッチ、性的

な特徴についての言及などについて、「どんなときに求められるか」「誰にどういう風に触られるか」「どう見られたいか」は人に決め

られるものではなく、自分で決めることができる。また、性的自己決定権が尊重されている環境とは、①肩を触られるのが嫌だと伝

えてやめてもらえるような、いわゆる自分の気持ちが尊重される環境、②パートナーの有無に触れるときに一言声をかけ、お互い

の気持ちをその都度確認し合って尊重している環境のことである。一方で、性的自己決定権が侵害されている環境とは、①嫌だ

と示したのに聞いてもらえず、一度セックスしたら次回以降無理に求めてくる等の状況や、②「胸が小さい」など性的で不快な言葉

をかけられるような環境である。 
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34歳層女性において、「義務」というイメージよりも「自信」を得るために本人たちは化粧をしている

という結果が得られたことである。とはいえ、一概にすべての人にとって化粧が義務感と結びつい

ているとは言い切れないが、やはりポーラ文化研究所による調査でも 25歳-34歳層、35歳-44歳

層、45歳-55歳層において強い義務感が存在することも確認された。 

 以上の結果から、化粧をする自由・しない自由というのも再認識しておかなければならない。先の

ライフメディアによる調査で「身だしなみとして当たり前と思うから」という理由にはやはり義務感が存

在し、しない自由が許容されない社会の存在を暗示している。 

 昨今のコロナ社会において、化粧をする自由・しない自由は再考されている。朝日新聞デジタル

では「フェース・トゥ・フェース コロナ時代に」という全５回の連載がおこなわれ、内２回分が化粧に

関するものであった。とりわけ第３回の「『マナー化粧』からの卒業 気持ちアゲるため、自由に」で

は化粧という行為が持つある種の呪縛の側面が指摘されている。少々長文であるが、重要な点で

あるため記事冒頭の部分を直接引用しておきたい。 

 

 桜の柄が気に入って買った口紅は、もう１年近く箱にしまったままだ。 

 都内に住むメーカー勤務の女性（51）は年の瀬が迫った朝、自宅の洗面所で歯を磨きなが

ら、化粧品が並ぶ一角に目をやった。出勤の時間が迫る。支度を急ぎ終え、スニーカーで家

を出た。 

 短大を卒業し、一般事務職で就職したのは 1991 年。「定年まで働きたい」と話すと同僚に笑

われ、寿退職した先輩には「いつまで働くの」と聞かれた。 

 配属された人事部で、男性が３年で昇進するのに、女性は５年以上かかると知った。同期の

女性は 10 年で半数になった。 

 入社した時、化粧はマナーと教えられた。すっぴんで行くと、先輩に指摘された。「会社で必

要とされるには完璧でいないと」。年を重ねるほど、化粧に手が抜けなくなった。 

 海外拠点とのやりとりを任せられるなど仕事の幅が広がり、やりがいを感じていた。ただ、２年

前。朝、洗面所に立つと気分が悪くなり、吐き気がした。ファンデーションを重ねたほおを涙が

つたった。 

 当時所属していた 20人ほどの部署はほとんど男性で、等級は女性が一番下。会議で発言

してもほとんど意見が通らない。飲み会の準備など雑用も多く回ってきた。隙があればまた何

か言われる。メイクは自分を守るよろいのようだった。 

出典）朝日デジタル（2021）「『マナー化粧』からの卒業 気持ちアゲるため、自由に」 

 

 この他にもコロナ禍における労働や大学現場のあり方の再考が、女性が縛られている「身だしな

みとしての化粧」の再評価につながっている。 

 先のルッキズムの議論、及び以上のような化粧行為が持つある種の呪縛的性質の中で、他者が

相手の化粧を評価するという行為は再認識されなければならない13。また、一橋大学では教官まで

 
13 セクシュアリティに関して取り扱う本報告書としては男性の化粧の⾃由に関しても多少触れておきたい。本報告書
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もが学生の化粧や外見を評価するという行為が行っていることが確認された（事例 a-1、事例 a-4）。

そのような行為は、本人や周囲の人間のルッキズム的意識を再生産させる危険性がある。 

 

 

２）SOGIE ハラスメント〜排除される LGBTQ〜 

 

3-6. 恋人がいないことへのからかい／恋人がいないとすぐ合コンに誘うなどの行動（該当事例：d-

2、d-5、d-9） 

 互いのセクシュアリティにかかわらず、相手の望まない性的事実関係の質問は、環境型セクシュ

アルハラスメントにあたるおそれがある。そもそも、恋愛感情を他人に抱かないアロマンティック、性

的欲求を抱かないアセクシュアル、友情や信頼がなければ恋愛・性愛を抱かないデミロマンティッ

ク、デミセクシュアルといった、（少なくとも顔や体を見た程度では）人を好きにならないセクシュアリ

ティが存在し、必ずしも発話者と相手の間で恋愛・性愛への身近さが同じとは限らない。「当然恋

 
で取り扱った株式会社ライフメディアやポーラ⽂化研究所による調査は、その対象を⼥性に限定していた。そこからも
「化粧は⼥性のもの」というある種のジェンダーイデオロギーの存在が推測されるわけであるが、化粧は性表現におけ
る基本的な要素であり、男性を⾃認している⼈もまた化粧をする⾃由は保障されなければならない。「化粧をしたいけ
どできない」という困難もまた「化粧は⼥性のもの」という固定観念によって⽣まれている。 

Short Column②：性的同意（セクシュアル・コンセント）って？ 

 性的同意とは、「すべて」の性的な行為において確認されるべき同意のことであり、

性的な行為への参加には、お互いの「したい」という“積極的な意思表示”があること

が大切である。 

 また、性的同意における大切な 3つのこととして、非強制性、対等性、非継続性が

しばしば挙げられる。 

①非強制性：「NO」と言える環境が整っている。「NO」を示すと身の危険を感じる場

合の「YES」は同意を示したことにならない。「YES」も「NO」も本人の意思で選べる状

態が必要である。 

②対等性：社会的地位や力関係に左右されない対等な関係である。先輩、上司、教

師、コーチなどとの関係性によって意思表示しにくい場合がある。上の立場にいる場

合は、下の立場にいる人に対して十分な配慮が必要である。 

③非継続性：ひとつの行為への同意は他の行為への同意を意味しない。キスをした

から性行為に同意するわけではなく、また、今日同意したとしても明日も同意するわ

けではない。その都度、その行為ひとつひとつに同意が必要である。また、途中で

気持ちが変わることも尊重されることが大切である。 

（該当事例：d-1、d-2） 
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人が欲しかろう」という思い込みによる言動が、こうした相手の存在を捨象するような SOGIE ハラス

メント（性自認や性的指向に関するハラスメント）となるおそれがある。 

 異性愛を前提とした SOGIE ハラスメントに関しては後述するが、ここで SOGIE、つまり性的指

向、性自認と性表現について理解する手がかりとしての「ジェンダーユニコーン」を紹介したい。こ

れは図表８のような、各人が感じる自分自身の SOGIE について、アナログに表現することができる

ツールである。各項目について、その自認が強ければ強いほど矢印の先の方に点を打つ、という

作業を繰り返していき、ひとりひとり異なった図を描くことが出来る。 

 

図表８ The Gender Unicorn 

出所）TSER（Trans Student Educational Resources）より作成 

 

 図表８では、身体的にはあまりどの性にも惹きつけられないアセクシュアルまたはデミセクシュア

ル的傾向を持ち、感情的には性にかかわらず惹きつけられることのあるパンロマンティックの傾向

を持っているということが読み取れる。「自分が考えるジェンダー」はいわゆる性自認を指すため、こ

の場合はその他の性である Xジェンダー、あるいはノンバイナリー（自分の性を定義づけしたくな

い）を自認している。 

 これほどまでに多様なセクシュアリティが存在する中で、異性愛中心主義的な会話を展開するこ

とは、コミュニティの排除性につながり、LGBTQ 当事者学生や恋愛話をしたくない学生は疎外感

を感じる。異性愛を前提とした話題（恋愛話・猥談）は、SOGIE ハラスメントにつながるおそれがあ

る。以下に示すのは、想定される SOGIE ハラスメントの例である。LGBTQ にかかわらず、自分の

恋愛についてあまり話したくないという人も少なくない。猥談は周囲の人に不快感を与えることがあ

り、そうした場合は環境型ハラスメントとなる。 

 

① 直接的に、あるセクシュアリティの当事者を貶めるような言動をしてしまう。 

② 相手の性的指向を外見的性から判断することで、発話者の意図しないうちに相手のセクシュア

リティを拒絶しているような印象を与えてしまう。 

③ 当事者の望まないシチュエーション、タイミングでのカミングアウトを強制する（実質的なアウテ



 20 

ィングにつながる）。 

④ 話の流れに沿わせるかたちで、当事者に嘘をつかせてしまう。 

 

 加えて、図表３掲載の恋愛関連の事例において、男性が男性に対して行う場合、ホモソーシャル

なセクシュアルハラスメントでもあることも指摘しておく。ホモソーシャルなセクシュアルハラスメントと

は、例えば、「下ネタ」を無理強いしたり、性風俗やキャバクラに無理やり連れて行ったり、新入社員

に裸踊りをさせたりするなどの言動のことをさす。ホモソーシャルとは、男性同士の結び付きや「男

の絆」を意味する言葉で、ホモソーシャルな社会では、男性が公的な社会を担う性別だとされる。

男性たちは“男の絆”で公的な社会を独占しようとする。異性愛の下ネタを強要したり、性風俗やキ

ャバクラなどに無理やり連れて行ったりするのは、「自分たちは同性愛者ではない」ことを証明する

のに都合が良い。また、そうした行動は、男性が性における能動的な主体であることも証明できる。

それとともに「自分たちは性の対象になる側ではなく、性を支配し、消費する立場にある」と示すこと

ができる。このような言動はありふれていて一見瑣末なものとして捉えられがちだが、その背後にあ

る構造に目を向け、それが差別やハラスメントと深く結びついていることに気づくことが重要である。 
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3-7. セクシュアルマイノリティの排除（該当事例：a-2、a-5、a-6、b-8、d-5、d-6、d-7、d-8、d-9、e-

10、e-13、e-13） 

 セクシュアルマイノリティの排除の多くは、男女の二分法に基づくものが多い。男女の二分法と

は、男女の二項のみで捉える考え方のことであり、もっとも、「性はグラデーション」と言われるよう

に、実際は男女の二項に納まりきるものではない（図表８参照）。それにもかかわらず、男か女しか

いないという先入観・思い込みが次で紹介する「性的マイノリティの捨象」に繋がり、行為者は気付

かぬうちにハラスメントを引き起こしている。 

 株式会社電通においてダイバーシティ＆インクルージョン領域に対応する専門組織「電通ダイバ

ーシティ・ラボ」は、2018 年 10 月に全国 20歳から 59歳の個人 60,000名を対象に、セクシュアリ

ティに関する広範なインターネット調査を行った14。その結果、セクシュアルマイノリティに該当する

 
14 株式会社電通による調査はあくまでもインターネット調査であり、数値の信頼性は低い。信憑性の高い調査としては、2020年

実施の埼玉県による調査がある。埼玉県はカミングアウトしていない人を含めた LGBTQが直面する困難等を詳細に明らかにす

Short Column③：いろいろなセクシュアリティ 

・デミセクシュアル、デミロマンティック 

 デミセクシュアルとは、他者に対して基本的に性欲を抱くことはないものの、強い

愛情や深い友情を持った相手に対してなど、ごく一部の場合に性的な欲求を抱くこ

ともあるセクシュアリティを指す。デミロマンティックとは、「強い感情的な絆や、信頼

関係が築かれている関係」の人に対してのみ、稀に恋愛感情を抱くセクシュアリティ

を指す。デミセクシュアルが性的欲求を抱く相手についてであるのに対し、デミロマ

ンティックは恋愛感情を抱く相手についてである。両方とも当てはまる人もいれば、

片方しか当てはまらない人もいる。セクシュアリティ自体の知名度の相対的な低さか

ら、変わっている人として処理され、理解を示されないことが多いセクシュアリティの

ひとつである。 

  

・パンセクシュアル 

パンセクシュアル（全性愛）とは、誰かを好きになるにあたり相手の性を条件としない

セクシュアリティをいう。相対的に知名度の低いセクシュアリティであるためバイセク

シュアルと混同されがちであり、無知による誤解や当事者は疎外感を感じることが多

い。 

（該当事例:b-8） 
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人は 8.9％、「LGBT」という言葉の浸透率は 68.5％となった。そのような一統計結果が出ている中

で、「結婚しなかったらゼミの OBOG 会には入れさせないぞ」という発言（該当事例：a-6）が起こるこ

とは、LGBTQ の学生に対する排除性という点で看過できるものではない。性的マイノリティの存在

について知ってはいるものの、まさか自分の身近に当事者がいるとは思っていないシスジェンダ

ー・ヘテロセクシュアル15は多い。日常生活において性的マイノリティの存在を意識していないこと

による不用意に差別的言動で、知らないうちに当事者が傷ついているのである。 

 現行の法律婚では同性間の結婚は認められていない。大学教育を提供する教官として持論を展

開する場合、予め現行法と照らし合わせ、法律婚を享受できない学生がいるかもしれないことを想

像する必要がある。また、そもそも大学のコミュニティに排除性を持たせることは再考されるべきで

あることも指摘しておきたい。 

 

 

3-8. 書類における性別欄とトランスジェンダーの困難（該当事例：e-18） 

 従来日本の企業社会で使用されてきた履歴書は、性別、写真、年齢、配偶者の有無などを問う

欄があり、性、人種、年齢、容姿等での就職差別につながる危険性がある。そのため、世界的には

 

るため、実態調査を実施した。県民を対象に、対象者自身の性的指向や性自認について質問するとともに、直面する困難や精神

的につらい経験、行政に対するニーズ等を質問した。なお、抽出方法は住民基本台帳に基づく層化二段無作為抽出であり、サ

ンプルサイズは 5,506人であった。この調査で性的マイノリティに分類した人は 184人（3.3%）であった。こちらの調査の方が層化

二段無作為抽出法を採用していることもあり信憑性が高いと言える。 

15 シスジェンダー（ストレート）とは生まれたときに割り当てられた性別と性自認が一致し、それに従って生きる人のことをさす。ヘテ

ロセクシュアルとは異性に対して性的な感情を抱くセクシュアリティのこと。 なお、性的な感情ではなく「恋愛感情」の場合は、ヘ

テロロマンティックという。シスジェンダーは性自認の概念、ヘテロセクシュアルは性的指向の概念であり、シスジェンダーでありヘ

テロセクシュアルである人というのが一般的な性的マジョリティである。 

Short Column④：セクシュアリティを不用意に聞くのはハラスメント？ 

 他人のセクシュアリティを不用意に聞き出そうとする行為は、ハラスメントになりかねな

い。ハラスメントとは、広義には人権侵害であり、性別、宗教、社会的出自、人種、民

族、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは、広く

人格に関する言動等によって、相手に不利益や不快感を与え、その尊厳を傷つけるこ

とをいう。言いたくないと思っていることを問いただされることは、被行為者に対して精神

的な苦痛や困惑、不快感を抱かせる行為であるため、ハラスメントに該当する。たとえ

軽いノリで聴いたとしても、自分の故意とは関係なく、相手を傷つける恐れがあるという

ことは心にとどめておく必要がある。 

（該当事例：c-1、e-16） 
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そもそも履歴書上で問うこと自体が違法行為・人権侵害だと理解されている場合が多い。例えばア

メリカでは「差別禁止法」によって、履歴書で性別、生年月日、婚姻状況や家族構成、顔写真など

を求めることは違法とされている。日本でも男女雇用機会均等法にもとづけば、採用時における男

女の差別は禁止されている。 

 加えて、性別という個人情報が人事に把握されていることは男女差別につながるだけでなく、トラ

ンスフォビアにもとづくトランスジェンダー排除につながることも同時に指摘しておきたい。トランスジ

ェンダーとは、社会的に割り当てられた「男性」・「女性」といった性差と自分自身の性自認が異なる

ことを意味する。例えば、「トランスジェンダー男性」は、「女性」として生まれたものの、性自認は「男

性」である場合を指す。そのため、Gender Expression と履歴書の性別欄との食い違いが起こり、そ

のことが人事課を通じてアウティングにつながることも度々起こる。 

 近年の潮流としては、2020 年に日本規格協会は、JIS規格の参考例として公表していた性別欄

や顔写真欄のある履歴書を、７月９日付で様式例から削除している。履歴書に性別欄があることで

「採用試験でアウティングを強制される」などとして、トランスジェンダーの当事者や支援者などから

性別欄の削除を求める要望が寄せられていたためである。この日本規格協会の方針に合わせて８

月 21 日、履歴書メーカー最大手である「コクヨ株式会社」は、「性別欄のない履歴書」の販売を開

始している。この流れを汲めば、今後社会における「男/女」性別欄が必須項目として用意されてい

る履歴書は廃止され、性別欄のない履歴書が普及していくことが予想される。 

 労働現場では以上のような潮流にあるが、一方で教育現場ではどうだろうか。朝日デジタルの

「公立高願書の性別欄、41道府県で廃止『選抜に無関係』」という 2020 年 12 月 30 日付の記事に

よると、「性的少数者への配慮などから、公立高校の入学願書の性別欄をなくす動きが広がってい

る。朝日新聞が昨年 12 月、47都道府県の教育委員会に尋ねたところ、41道府県がなくしてい

た。このうち７県は今年春に行う入試からなくす。性別欄があるのは、山形、栃木、群馬、千葉、東

京、静岡の６都県で、山形は『2022 年春の入試からなくす予定』、栃木は『検討中』と答えた」。廃

止の検討理由としては、トランスジェンダーへの配慮という点もあるが、そもそも入学者選抜に性別

は無関係で、不要な情報と判断している。 

 トランスジェンダーの存在を考慮した取り組みは中等教育においては公立校願書における性別

欄の撤廃、高等教育においては女子大学におけるトランスジェンダー女性の受け入れという形で

広がっているが、決して支配的な流れとは断言できない。 
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3-9. ミスコン事件ってどんな事件だったの？〜経緯と問題性〜（該当事例：e-13） 

 ミスコン事件とは、2012 年に開催される予定であった一橋祭のミス一橋コンテント 2012 におい

て、男子学生（トランスジェンダー女性）のエントリーに対し、委員会側が「戸籍上の性別が女性で

ある者のみ出場できる」という規約があることを理由に拒否した事件のことである。その後、議事録

を借りた第三者が委員会とのやり取りを Twitter で公開したところ、「戸籍性別要件は撤廃するが、

男子生徒が Twitter で話題になったことで知名度・話題性の平等が保たれなくなった」「エントリー

は認めるが、書類選考が行われた場合に他の要素に関係なく最優先で落とす」と委員会側が回答

したことで議論を呼んだ。これに対し、一橋祭運営委員会は６月 21 日に「ミス一橋コンテスト 2012

に関するお知らせ」を公表。その中で「関係者の方々に不快感を与えてしまったことを申し訳なく思

う」と謝罪する一方で、今回の措置は「事実とは異なる内容が、そのセンセーショナルな話題性によ

Short Column⑤：誤った知識に潜む危険性 

“ゼミの男性の先輩に体調不良の理由を尋ねられ正直に答えたところ、生理につ

いては「他の女性も我慢しているのだから理由にならない」、膀胱炎の際には「男と

ヤリまくっている人がなる病気」といった誤った知識にもとづく発言をうけた”  

 

 ゼミの男性の先輩の発言はいくつかの点で誤りであるといえる。 

 第１に、生理による体調不良の程度は個人差があるということが理解・共有されて

いない。寝込む、PMDD（月経前不快気分障害）といった重い症状がみられる人も

いる。生理のある人が一般に共通した症状を抱えているわけではないので、他の

人も我慢している、と一括りにすることは適切ではない。 

 第２に、生理のある人は必ずしも「女性」（ここではシスジェンダー女性とする）に

限定されないこともふまえておく必要がある。トランスジェンダー女性には生理がな

く、またトランス男性であって子宮を摘出していない人、しない人には生理がある。 

 第３に、膀胱炎の発症の原因をセックスの頻度に求める考え方は十分な根拠の

ないものである。さらに「男とヤりまくっている」という言葉に女性がセックスを積極的

にすることへの偏見と貶めがみられる。女性が性的に活発であることを問題視し、

そのような女性を貶める一方、男性には性的な活動を奨励するような規範のことを

「性の二重基準」という。 

（該当事例：e-8） 
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ってのみ拡散し、意図せざる形で特定の出場候補者に注目が集まってしまったことに対する措置

である」と回答している。 

 当該事件の諸所の真偽性はともかく、ミスコンが与えるジェンダーバイアスに関しては度々指摘さ

れている。以下では一橋新聞という学内メディアにおける柘植道子特任准教授による指摘を引用

し、多くの大学で行われているミスコンが持つ社会的影響を指摘しておく。 

 

（ジェンダーの視点から見れば）ミスコンは「女性ならばこうあるべき」という価値基準を作るもの

です。その価値基準に沿っているかどうかが、その人らしさよりも大切になってしまう。「一橋らし

い価値」を持っているだけではだめだということにもなってしまいます。その上、性的少数者や障

がい者も傷つけることになります。 「ミスコンを一橋のＰＲに使う」そうですが、そもそも一橋がミ

スコンで有名になる意味はあるんでしょうか。 

（Ｃ＆Ａは容姿以外の能力も考慮すると言っていますが）能力を重視する場で、容姿と能力の

両方をほめると、女性の自己肯定感が低下するという研究結果があります。「能力も重視する」と

いうのではなく、完全に能力だけを競うイベントにしたほうが良いんじゃないでしょうか。・・・美を

アイデンティティにしたり、マスメディアを利用したりするために、ミスコンに出場することは良いと

思います。しかし周りが押し付ける理想像に合わせ続けることで、操り人形のようにはならないで

ほしい。 

（ミスコン開催の責任は）ミスコンの社会問題性、メッセージ性に人々が気づいていないことにあ

ると思います。 

出典）一橋新聞WEB「ミスコンを考える」 

 

3-10. アウティングについて何？（該当事例：e-17） 

 「アウティング」とは、本人の意図に反して、その人の性的指向や性自認について暴露することを

いう。差別意識やからかい等の悪意をもって暴露する場合だけでなく、行為者としては善意であっ

ても本人の意思を確認せずに話してしまった場合もアウティングとなる。例えば、職場において、異

動する上司が引継ぎ先の上司に部下のセクシュアリティを良かれと思って伝えてしまうケースが善

意のアウティングに当たる。また、行為者は非当事者だけでなく、当事者間でも成立する。恋愛関

係の解消を提案された同性パートナーが、相手のセクシュアリティを周りにバラすと脅し（アウティン

グをちらつかせる行為）、提案を取り下げるよう要請する場合もある。どちらのケースにおいてもや

はり自分のセクシュアリティをどこまでオープンにするかはその人自身が決めることである。故意過

失にかかわらず、他の人のセクシュアリティをばらすような言動はプライバシー権の侵害に当たる。

例えば、自らがオープンにしているからと言って、知り合いのセクシュアリティを勝手にばらしてもよ

いことにはならない。それはアウティングである。 

 なにより、アウティングは当事者の命にかかわる問題になりうる。当事者は、自分のセクシュアリテ

ィを否定されたら、もしバレて差別的な扱いをされるようになったらといった不安を抱えながら日常

を過ごしている。他方、カミングアウトしないことにより、言動に常に気を張っていなければならず、



 26 

自己の抑圧や過度の緊張を強いられている。カミングアウトとは、かかる不安や恐怖に悩む中でし

てくれた告白である。そのため、個人の思いや生活を踏みにじるようなアウティングは絶対にしては

ならない。 

 アウティングについて記した法令として（職場環境におけるものという条件付きだが）、「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」（いわゆる「パワハラ防止指針」）がある。パワハラ防止指針では、SOGI ハラス

メントならびにアウティングがパワーハラスメントであると見なされ、SOGIE は個人情報やプライバシ

ーであると明記されている。これにより、すべての企業等や自治体に SOGIE ハラ・アウティング防

止施策の実施が義務付けられている。アウティングの禁止を条例で定める自治体も存在する。国

立市は、「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」にて、「性的指向、性自

認等に関する公表の自由が個人の権利として保障されること」（同条例３条２項）とし、「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）と定めた。もっとも、パワハラ防止指針および国立市の

当該条例には適用範囲の制限や罰則がないことがあるため、絶対的に保護される訳ではない。一

方で、2015 年に一橋大学で起こった一橋大学アウティング事件の控訴審判決（2020 年 11 月 25

日）にて、アウティングについては「学生の人格権やプライバシー権などを著しく侵害するもので、

許されない行為であることは明らかだ」とする判断が初めて示されるなど、アウティングの違法性に

言及する裁判例も出てきている。  

 

Ⅳ まとめ・政策インプリケーション 

 

１）報告書まとめ 

 以上の議論を通観したうえで、学内でどのような取り組みが有効か以下で検討していく。 

 2017 年に一橋大学社会学研究科によって実施された「2017 年度一橋大学キャンパス内差別実

態調査報告書」では学内のサークルや部活といったインフォーマルな課外活動環境のみならず、

授業やゼミといったフォーマルな環境において差別・ハラスメントが横行している実態が報告され

た。また、それぞれの環境で起こるハラスメントによって被害者学生が様々な影響を被っていること

も確認された（図表９）。図表９によると、差別・ハラスメントによって学生の意に反する性的な言動に

より就学環境が不快なものとなり、能⼒の発揮に重大な悪影響が生じるなどその学生が就学する

上で看過できない程度の支障が生じており、まさに環境型ハラスメントが横行していることがわか

る。ハラスメント被害者学生は通学困難になるなど、研究活動で支障が出ている。 

 

図表９ 本学における差別・ハラスメントによる影響 
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出所）一橋大学社会学研究科「2017 年度一橋大学キャンパス内差別実態調査報告書」 

 

再掲 セクシュアルハラスメントの２類型 

出典）厚生労働省より作成 

 

 本調査は、量的調査であった 2017 年度一橋大学キャンパス内差別実態調査に質的な要素を加

えるために行った調査であり、実態を把握するにはおおよそ十分な回答が得られた。得られた被

害回答の多くは学生生活に影響を与える水準の環境型ハラスメントであり、やはり授業やゼミとい

ったフォーマルな場においても行われていた。また、行われているハラスメントは一橋大学特有の

問題というより、ジェンダー・セクシュアリティ研究において一般的に議論されているような内容が多

く、その多くがホモソーシャルや異性愛中心主義、シスジェンダー中心主義に基づいたものであ

27.5%
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3.0%

3.3%

3.8%

7.6%

10.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

そのほか

⼤学を辞めることを考えた

学校に来づらくなったり、来られなくなったりした

⽇々の勉強や研究活動に⽀障が出た

授業に参加しづらくなったり、参加できなくなったりした

学⽣団体やサークルなどの課外活動に⽀障が出た

⼼や⼼⾝の健康を損なった

対価型セクシュアルハラスメント 

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解

雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的にみて不利益な

配置転換などの不利益を受けること。 

→学生の意に反する性的な言動に対する学生の対応（拒否や抵抗）により、その学生が単位取

得、卒業等の対象からの除外、コミュニティからの疎外など不当な不利益を受けること。 

 

環境型セクシュアルハラスメント 

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能⼒の発

揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる

こと。 

→学生の意に反する性的な言動によりの就学環境が不快なものとなったため、能⼒の発揮に重

大な悪影響が生じるなどその学生が就学する上で看過できない程度の支障が生じること。 
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る。また、大学における問題としての側面においては隠れたカリキュラムの理論が適応できるような

事例もあった。教官が学生に対して無意識に行うハラスメントには、学校のフォーマルなカリキュラ

ムの中にはない知識、行動の様式や性向、意識やメンタリティが意図しないままに教師や仲間の

生徒たちから教えられていく危険性がある。加えて、そのようなハラスメントが横行していても、教官

と学生というような絶対的な権力関係（単位を与える側、得る側の権力関係）のもとでは、学生は教

官に対して指摘できず、無意識のうちに泣き寝入りしなければならない。そのため、教官から学生

に対するハラスメントは対価型ハラスメントの転化可能性を潜在的に有している。よって、取られる

べき注意喚起の対象は、学生に対するものだけでなく、本学教官も含めたものでなければならな

い。 

 では一方で、インフォーマルな場でハラスメントが起きそうなとき、あるいは生じてしまったとき、具

体的にどのような点を留意しておくべきなのであろうか。ハラスメントが起きた時、まず周囲が介入

する必要がある。被害者１人だけで加害者に対応するのは難しいため、周囲の助けがあるかどうか

で状況は大きく異なる。これを「第三者介入」といい、やりかたは様々であるが、大きく分けて①

Direct、②Distract、③Delegateの３つのタイプがある。まず、「Direct」は直接介入を意味するもの

であり、加害者や被害者に直接干渉して事態を悪化させないという方法である。加害行為に対して

止めに入ったり、被害者を連れてその場を離れたりするなどが得策である。次に「Distract（気をそ

らす）」は加害者や被害者の注意をひいて問題となりうる状況を回避するという方法である。具体例

としては加害者の関心を別のものに引き付け、ハラスメント発言が起こりそうになる前に話題を変え

ることなどが挙げられる。最後に、「Delegate（委任する）」は適切に介入できる別の人に助けてもら

うようお願いするという方法で、専門の窓口や信頼できる立場の人に相談して対応のしかたを尋ね

ることなどが考えられる。これらは比較的現実的かつ実践的な取り組みであり、心に留めておいて

損はないだろう。また、ハラスメントや性暴力では、しばしば加害者をフォローし、被害者の方をたし

なめるような状況（被害者責任論）が起こるが、寄り添うべきは被害者の方であることは強調してお

きたい。 

 また、今回寄せられた回答の中で、「ハラスメントとまでは言えないが・・・」というような言葉を枕詞

のように使用する回答が幾つか見られた。また、そういった表現の後に報告される被害のほとんど

が明らかなハラスメント被害であった。これは他者からハラスメント認定を受けておらず、自身でも判

断がついていないことの現れであるが、被害者主観性の尊重という観点で見れば、本調査に回答

している時点でその被害はハラスメント被害である可能性が高い。現在受けている被害、あるいは

自身が所属するコミュニティで横行する行為がハラスメントか否かを判断するにはセルフチェックで

きる機会が必要であるが、画一的なセクシュアルハラスメント・SOGIE ハラスメントのセルフチェック

は、現時点ではおそらく存在しない。それは「被害者の主観性の尊重」という原則と矛盾するため

であるが、それに留意された上で、我々としては、一橋大学 LGBTQ+ Bridge Network が提供する

「Several Ways to Escape Sexual/SOGIE Harassment」という資料の利用を強く推奨する。同資料

は、一橋大学内で受けるハラスメントから離脱するために自身で取ることができる行動や、利用でき

る制度（ゼミナール教官の変更や長期履修制度といった制度）をまとめた資料である。一見すると
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ハラスメント被害者が自分でその環境から逃れなければならないよう要請しているような印象（ある

種の被害者責任論のような印象）を与えてしまう可能性があるが、LGBTQ 当事者がハラスメント被

害において他者に介入を求める際にはカミングアウトを伴い、またセカンドハラスメントの被害を受

ける可能性があるため、他者に解決を求めるよう必ずしも提案できない難しさがある。性暴力被害

や出自にもとづく差別被害の相談も同様の困難がある。そのため「Several Ways to Escape 

Sexual/SOGIE Harassment」ではカミングアウトをせずとも解決できる手段を紹介しているのである

が、同資料は手段の紹介だけでなくハラスメントのセルフチェックリストも同時に掲載している。団体

ホームページで閲覧が可能であるため、ぜひ活用してもらいたい。 

 

https://hitupride.wixsite.com/lgbtqbridgenet/resources 

 

 

 次に大学におけるシステムや環境における問題である。大学提出書類における性別欄や本籍地

などという個人情報の記載は再考されなければならない。とりわけ、トイレ問題は深刻であり、特に

女性やトランスジェンダーが安心安全に利用できる環境の整備が急務である。本調査では、性暴

力にあうかもしれないという不安な気持ちを抱き、安全を確保しづらいと感じたり、安全上の不安か

ら、特定の場所にあるトイレを利用しなかったという経験をしたりしたことのある学生が複数人存在

することが確認された。研究活動や課外活動を支える基本的な施設やシステムが安全に機能する

ためには、なにより大学が多くの学生の声に耳を傾けていくことが不可欠である。具体的な提案は

後述する。 

 

２）提案する政策 

 以上のような問題意識のもとで最後に政策提案を行いたい。以下では、提案する取り組みを①学

生及び教官への注意喚起、②ファシリティー及びシステム改善の２点にまとめる16。 

 

①学生及び教官への注意喚起 

・新歓時期の学生および団体への注意喚起 

・サークル設立時の誓約書改訂要求 

・窓口職員へのセクシュアル／SOGIEハラスメント理解の促進 

・学生、教職員それぞれに対してのセクシュアル／SOGIEハラスメント講習 

 
16 本報告書で提案する政策は今回回収した回答の全ての状況を網羅的に改善できるものではないが、ここで提案する政策を起

点に、今後大学に対しては追加的に改善要求をしていきたい。 
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・新入生に対するハラスメント対処法周知 

 

②ファシリティー及びシステム改善 

・学内トイレの安全面向上 

・入学願書及びその他提出書類上の性別欄／本籍地欄の廃止 

・通称名の使用 
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付録（調査項目） 

a）学部・研究科（必須回答項目） 

b）学内におけるハラスメント経験 

「学内で自分や周囲の人が差別やハラスメントと思われる経験をしたことはありますか？」という質

問に対して自由記述させる項目 

c）学内トイレの利用に関して 

※2018 年の夏マーキュリータワーの女子トイレにて起こった、露出狂の侵入や盗撮などの事件を

踏まえた質問項目 

「トイレの利用時に性暴力被害にあったことがありますか？」「トイレなどの学内施設を利用する際

に、性暴力にあうかもしれないという不安な気持ちをもったことはありますか？」「学内のトイレを利

用する際に、安全を確保しづらいと感じたことはありますか？」「安全上の不安から、特定の場所に

あるトイレを利用しなかったという経験がありますか？」の４つの質問に対してそれぞれ経験「あり」

「なし」をボタン式で回答させる項目 

d）SOGIE に関わる困難 

「セクシュアリティに関することで、学内で辛かったことや嫌だったこと、違和感を感じた経験はあり

ますか？」という質問に対して自由記述させる項目 

e）SOGIE に関わる大学に対する改善要求 

「自身のセクシュアリティを理由に、大学生活で困っていること、改善してほしいことなどはあります

か？」という質問に対して自由記述させる項目 

f）報告文書への引用許諾 

「本回答の一部を調査報告書内で引用しても構いませんか？」という質問に対してボタン式で「は

い」「いいえ」を回答させる項目 

g）追加取材の許諾 

「先の質問項目に関して、追加の取材をお受けいただける方は下記にご連絡先の記入をお願い

いたします」という追加取材の可否を回答させる項目 
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一橋大学 LGBTQ+ Bridge Network 
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内容問い合わせ 

hitu.pride.student@gmail.com 




