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弁護士を目指して勉強していた男子学生の実家の本棚
。手前は、よく弾いていたチェロの形をしたオルゴー
ル

同性愛者であることを暴露され、その後転落死した男
子学生の遺影。奥は愛用していたチェロ

亡くなった学生や事件への思いを語る同級生の男性＝東京都内で

　一橋大学（東京都国立市）で２０１５年８月、法科大学院の男子学生＝当時（２５）＝が校舎から転落死した。同性愛者

であることを、同級生に暴露（アウティング）された２カ月後だった。死から２４日で５年。当時の同級生で卒業後に弁護

士になった男性は、弁護活動を通じ「性的指向や性自認による差別、偏見をなくしていきたい」と願う。（奥野斐）

◆「何かできたのでは」今も後悔

　「法律家を志す人の中でもアウティングが起きてしまった。同級生として何かできたのでは」。男性は今も悔やむ。亡く

なった学生とは約１年半、同じ教室で授業を受けた。優秀で人当たりがよく、好きな漫画やアニメの話で盛り上がった。

　亡くなったのは模擬裁判の日。授業中から体調が悪そうだったのを覚えてい

る。その日の夕方だったろうか、校舎から転落したと教職員から説明を受けた

。

　亡くなったと聞かされた時は、何が起きたか分からなかった。夏休みだった

こともあり「クラス内でもなんとなく話題に出さないような雰囲気があった」

と振り返る。

　学生の死から１年たった１６年８月、アウティングが起きていたと知った。

学生の両親が大学と同級生を相手取り損害賠償を求めて提訴したことが、ニュ

ースで流れた。訴状などによると、学生は１５年６月、同級生約１０人が参加

する無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」のグループに同性愛者だと書き込

まれ、吐き気や不眠など心身に不調をきたしたという。

◆「繰り返してはいけない」集会にも参加

　「自分も彼を傷つける振る舞いをしていなかっただろうか」。男性も不安が

募った。「何の罪滅ぼしにもならないが、繰り返してはいけない」と、ＬＧＢ

Ｔなど性的少数者への理解を広げるパレードや事件の集会、人権問題を学ぶ勉

強会に参加するようになった。

　一橋大の事件をきっかけに、アウティングが社会問題化。大学のある国立市

は１８年４月、アウティング禁止を明記した条例を施行。今年６月には、改正

労働施策総合推進法（パワハラ防止法）により企業に対策が義務づけられるな

ど、社会は変わりつつある。

　現在、弁護士として働く男性は「苦しんだ彼の分もと言うのはおこがましいけれど、こうした悲しい事件が起きないよう

にできることをしたい」。

　裁判は、同級生と和解が成立。大学側とは昨年２月の東京地裁の１審判決で遺族の請求が退けられたが、現在は控訴審で

和解に向けて協議中だ。

◆ＬＧＢＴ学生らの支援サークルが追悼動画を製作

　男子学生の転落死事件から２４日で５年を迎えるのを機に、一橋大の学生らが事件を振り返り、男性を追悼する動画を制

作した。（竹谷直子）

　動画を作ったのは、一橋大でＬＧＢＴ学生らを支援しているサークル「ＬＧＢＴＱ＋　Ｂｒｉｄｇｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ」

の代表本田恒平さん（２５）、副代表の
にしら
西良朋也さん（２２）、当事者でもある山口紗英さん（２１）。

◆１年に１度、思い出す機会を

　昨年までは、有志の学生らが命日に合わせて学内に献花台を設けていた。今年は、新型コロナウイルス感染予防で学内へ

の入場が制限されているため断念。「１年に１度、思い出す機会を」との思いから、インタビュー形式で３人が事件を振り

返る動画とした。

　動画は約１９分間。山口さんは「安心して過ごせる場というのが勉学につながる一番重要な部分」と、周囲の理解の重要

性を訴えた。西良さんも「大学にいる人が排除されずに学ぶことができるのは基本的な権利だ」と主張した。

　取材に対して本田さんは「彼と同じ年齢を迎え、自分と重ねた時に、彼はつらかったのだろうと思った」と話した。

　動画は２４日午前９時に同団体のホームページで公開し、追悼コメントも募集している。集まったコメントは遺族に届け

る。ホームページはこちら# 。

【関連記事】「同性愛」上司が同僚にアウティング　被害男性が豊島区に救済申し入れ

【関連記事】「善かれと思って…は間違い」　性的指向をカミングアウトされたら

【関連記事】＜明日へ２０２０＞（５）性的少数者らの交流センター　一橋大学大学院生・本田恒平さん（２４）、山内浩

平さん（２３）
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今冬のインフルワクチンに優先度　政府検討、高齢者ら先
行

　政府は、今冬のインフルエンザワクチン接種を巡り、優先度を提
示する検討に入った。重症化の恐れがある高齢...
08月24日

電気・ガソリン使用減は一時的　６月以降は緊急事態宣言
前に逆戻り

＜地球異変・「コロナ後」と温暖化（上）＞ ◆「自粛」だけでは食
い止め不可能 　新型...
08月24日  !

温暖化ストップ、コロナ対策の延長では無理　都市封鎖「
ほぼ効果なし」

＜地球異変・「コロナ後」と温暖化（上）＞ ◆移動制限でＣＯ２排
出量は３割減 　高速...
08月24日  !

台風８号が北上、沖縄に最接近　暴風や大雨に警戒

　台風８号は２３日午後、沖縄県の久米島の西を北東へ進んだ。２
４日午前中に強い勢力で沖縄本島に最も近づき...
08月24日  !

◆新型コロナウイルス　首都圏の感染者数と最新情報

首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまと
めています。随時更新します。 ...
08月23日  !

国内感染新たに７４４人　死者９人、新型コロナ

　国内で２３日、新たに７４４人の新型コロナウイルスの感染者が
確認された。内訳は東京２１２人、大阪１２１...
08月23日  !
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アウティングされた一橋大院生の死から５年　弁護士になった同級生　「差別、
偏見をなくしたい」

八王子３人射殺２５年で追悼　同級生ら母校で礼拝
(2020年8月2日)

将棋の藤井聡太プロで話題「モンテッソーリ教育」家庭
でもできる！

八王子３人射殺、解決願い２５年　同級生「彼女だけ１
７歳のまま」
(2020年7月30日)

こんなときはマスク不要 ぬれた手に注意 夏本番のコロ
ナ対策 感染症内科の医師に聞きました

国立市、性的少数者のカップル認証へ　全国初、在勤や
在学者も対象
(2020年8月7日)

今も刻まれる被爆と差別の痛み　長崎被爆者の野田さん
(2020年8月22日)

「タバコよりこっち買うわ！」Sadsの清春も絶賛の新
型電子タバコとは？e
AD（Dr.Stick_more_pc11）

東大生「教えなきゃよかった」英語ペラペラになるスマ
ホの効果的な使い方
AD（Creajoy）
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安野モヨコ展 ANNORMAL
世田谷文学館で開催中！9月22日（火・祝
）まで　　©Moyoco Anno／Cork

KING＆QUEEN展
10月10日（土）から上野の森美術館で開
催！

＜東京新聞の本＞
もっともっと　ゆる山歩き　まいにちが山
日和
西野淑子　著

＜東京新聞の本＞
本田葉子のぬり絵 de おしゃれ
あなたのBookクローゼット　春夏編
本田葉子　著

都電サポーターズ紹介ページ開設
サポーターズの取り組みをはじめとして様
々な角度から、魅力を発信します！

シャンシャンが家にくる日
動物園にいけなくても
紙面をつなぎ合わせると…

東京自遊大学
タグラグビー体験学科 初めてのタグラグ
ビーに爽快！感動！

大学、どう決める？
のびのびと、じっくりと。新たな大学との
出会いはこちらから

こどもブックワールド
新しい絵本との出会いはここから。絵本の
プレゼントもあります

東京くらしの伝言板
あなたの想いが新聞紙面に載る個人広告欄
の詳細はこちら

豆！豆！料理コンテスト
自慢のアイデア豆料理がたくさん！
レシピ集を公開中！

東京新聞 映画試写会
気になるあの映画を一足早く。ご応募はこ
ちらから

$　東京新聞 購読・ためしよみ
$　東京新聞 電子版
$　Ｗプラン［新聞+電子版］
$　東京中日スポーツ 購読
$　東京中日スポーツ 電子版
$　東京新聞 特報Web
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埼玉県で新たに66人が感染、
１人死亡　川越で学校閉鎖も
社会  主要ニュース  新型コロナ  

1

＜コロナと生きる＠いばらき＞
第２波 「単発」からクラスタ
ーへ　つくばでもきょうから集
中検査
茨城  

2

◆新型コロナウイルス　首都圏
の感染者数と最新情報
社会  新型コロナ  主要ニュース  

3

感染再拡大「７月下旬にピーク
」　新型コロナウイルス分科会
社会  主要ニュース  新型コロナ  

4

神奈川県で新たに82人感染　
高校ダンス部の感染者が５人に
神奈川  主要ニュース  新型コロナ  
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