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要旨 

 

 近年、メディアでは「オネェ」と呼ばれる人が活躍する TV 番組を多く目にする。い

わゆる「オネェ言葉」を使っていたり、「女装」している男性や性同一性障害であるこ

とを明かし生まれ持った性別とは違う性で生きている人たちなどである。 

本論の目的は、性同一性障害の中でも「女性の体を持つ男性：FTM」への筆者によるラ

イフヒストリーを構成するインタビュー調査に基づいて、当事者がどのような悩みや葛藤

を抱えて現在に至っているのか、またパートナーへのインタビューも行い、パートナーと

の関係も検討し、FTM をめぐるジェンダーとセクシュアリティについて考察することであ

る。 

調査は小学校からの友人である FTM の A さんとパートナーの C さんに同時に対話形式

でのインタビューを行った。大学 2 年生のときに知り合った先輩である FTM の B さんと

パートナーの D さんには個々にお話を伺った。それぞれ 2 時間 30 分程のインタビューであ

る。 

本論の構成は、Ⅰ章で日本における性同一性障害の概要について定義や歴史、治療法、

また関連する法律やについて明らかにする。Ⅱ章では、男/女とはなにか、また外見表示の

重要性についてなど、これまで研究されてきた性同一性障害に関する社会学的研究を検討

した上で、本論の位置づけを明らかにする。Ⅲ章では、性同一性障害当事者の苦悩につい

て、当事者の手記に基づいて明らかにする。Ⅳ章では FTM2 名へのライフストーリー

を中心としたインタビューに基づいて、性同一性障害であることの苦労や苦悩、カミン

グアウト、恋愛について検討する。また、FTM のパートナーへもインタビュー調査を

行い、FTM への感情や周囲の人へパートナーが FTM であることをどのように示して

いるのか等、FTM のパートナーの考え方を明らかにする。最後にⅤ章では筆者によるイ

ンタビュー調査で得た結果を基に、第一に FTM のライフヒストリーにみるジェンダーにつ

いて、第二に恋愛やパートナーとの関係にみるセクシャリティについて考察する。 

 結論として、当事者である 2 名は、身体は女性でも外見と気持ちは男性であったが、周

囲の友人は 2 人を「男でもなく女でもない」、つまり、ジェンダーを超えた個人として捉え

ていた。恋愛やパートナーとの関係というセクシャリティの領域では、当事者である 2 名

は身体は女でも、男として女が好きであった。そして、パートナーの C さんは A さんを男

として捉えていたが、パートナーの D さんは性別を超えた性意識で当事者である B さんを

捉えていた。「男」と「女」という枠組みは、ジェンダーにおいてもセクシュアリティにお

いても、当事者よりもそれを受け入れる側が超えていた。 
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はじめに 

 

 近年、メディアでは「オネェ」と呼ばれる人が活躍する TV 番組を多く目にする。いわゆ

る「オネェ言葉」を使っていたり、「女装」している男性や性同一性障害であることを明か

し生まれ持った性別とは違う性で生きている人たちなどである。彼ら、彼女らは同性愛者

や両性愛者や性同一性障害や性分化疾患などを含む性的少数者を指すセクシュアルマイノ

リティとして捉えられるが、本論では、セクシュアルマイノリティの中でも性同一性障害

に焦点を当てる。性同一性障害は、「男性の体を持つ女性：male to female、以下 MTF と

略す）と「女性の体を持つ男性：female to male、以下 FTM と略す）に分けられるが、本

論では FTM と呼ばれる人たちに絞って検討する。 

筆者自身、小学生の頃からの友人が実際に FTM であり、中学校以降もそうした人たちと

友人になることが多くあったことから「男」とか「女」に関わる問題に興味を持っていた。

そして、筆者は自分の周りに FTM が多くいたことから特になにも感じることはなかったが、

あまり関わりのなかった友人の中には嫌悪感を表す人もいた。 

本論の目的は、性同一性障害の中でも「女性の体を持つ男性：FTM」への筆者によるラ

イフヒストリーを構成するインタビュー調査に基づいて、当事者がどのような悩みや葛藤

を抱えて現在に至っているのか、またパートナーへのインタビューも行い、パートナーと

の関係も検討し、FTM をめぐるジェンダーとセクシャリティについて考察することである。 

調査は 2013 年 9 月に小学校からの友人である FTM の A さんとパートナーの C さんに

同時に対話形式でのインタビューを行った。2013 年 10 月・11 月には、大学 2 年生のとき

に知り合った先輩である FTM の B さんとパートナーの D さんに個々にインタビューをし

た。それぞれインタビュー時間は 2 時間 30 分程である。 

本論の構成は、Ⅰ章で日本における性同一性障害の概要について定義や歴史、治療法、

また関連する法律について述べる。Ⅱ章では、男/女とはなにか、また外見表示の重要性に

ついてなど、これまで研究されてきた性同一性障害に関する社会学的研究を検討した上で、

本論の位置づけを明らかにする。Ⅲ章では、性同一性障害当事者の苦悩について、当事者

の手記に基づいて明らかにする。Ⅳ章では FTM2 名へのライフストーリーを中心としたイ

ンタビューに基づいて、性同一性障害であることの苦労や苦悩、カミングアウト、恋愛に

ついて検討する。また、FTM のパートナーへもインタビュー調査を行い、FTM への感情

や周囲の人へパートナーが FTM であることをどのように示しているのか等、FTM のパー

トナーの考え方を明らかにする。最後にⅤ章では、筆者によるインタビュー調査で得た結

果を基に、第一に FTM のライフヒストリーにみるジェンダーについて、第二に恋愛やパー

トナーとの関係にみるセクシャリティについて考察する。 

 

 

Ⅰ 日本における性同一性障害 
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 本章では、第一に日本での定義、第二に性同一性障害の治療の歴史について、第三に現

在の診断と治療について、第四に性同一性障害に関する法律について述べる。 

 

1 日本での定義 

 

性同一性障害の性別の取り扱いの特例に関する法律の第 2 条において、「性同一性障害」

とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別で

あるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させよう

とする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知

識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断

が一致しているものをいう、と定義されている ［山口 2010:198］。 

土肥[2006]は、性同一性障害を以下のように捉えている。現代の社会は生まれた性として

生きることを強制している社会であるが、こうした固定化された性別を越境して生きよう

とする人がいて（広義の）トランスジェンダーと言う。トランスジェンダーの中には自分

の肉体的性別と性自認の間に違和感を感じる人が多くいて、こうした人々が医療的診断基

準を満たす場合を性同一性障害(GID=Gender Identity Disorder)という［土肥 2006:84］。 

また、山口［2010］によると、性同一性障害とは、生まれ持った身体の性と、自分の性

をどう認識するかという心の性（性自認＝ジェンダー・アイデンティティ）が、うまくか

み合っていない状態をいう。生物学的に身体の性が男性と認められ、なおかつ女性のジェ

ンダー・アイデンティティをもつ者を MTF と呼び、生物学的に身体の性が女性と認められ、

なおかつ男性のジェンダー・アイデンティティをもつ者を FTM と呼ぶ。心と身体の不一致

を性同一性障害とするならば、身体の性がどちらかに属しながらも、ジェンダー・アイデ

ンティティに関してはどちらかに属すという認識がもてない当事者(MtX や FtX)1も含まれ

るはずだが、現在のところはそうはなっていない［山口 2006:197］。 

 本論では、山口［2010］の研究に依拠して、性同一性障害を生まれ持った身体の性と、

自分の性をどう認識するかという心の性（性自認＝ジェンダー・アイデンティティ）が、

うまくかみ合っていない状態として捉える。 

  

2 性同一性障害に対する治療の歴史 

 

土肥［2006］の研究に基づいて、性同一性障害の治療の歴史についてまとめると次のよ

うになる。平安時代の『とりかへばや物語』、江戸時代の滝沢（曲亭）馬琴による『兎園小

                                                   
1 ＦＴＭやＭＴＦのように、自分の性別に対する違和感を感じてはいるが、逆の性別への帰属感が薄い人、

あるいは無い人。中性、無性とほぼ同義語。Ｘというのは、Ｘジェンダーのこと。 
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説余禄』など多くの文学作品から、明治時代以前の日本においてもおそらく性同一性障害

のような人々が存在し、社会はそういう人たちをそれなりに受け止めていたのではないか

と思われる。 

 日本において性同一性障害が医学の課題として捉えられたのは、20 世紀以降である。そ

して最初の例としてあるのは 1969 年の「ブルーボーイ事件」である。これは、1964 年に、

ある産婦人科医が当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼 3 人（当時 21～23 歳）から、睾丸

摘出、陰茎切除、増腔などの一連の性転換手術を求められ、睾丸全摘出を行った。これに

対し、1969 年 2 月東京地裁は「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を

不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない」という優生保

護法 28 条に違反するものとして判決を下した。この判決により、性転換手術は「違法」と

いう認識が生まれ、性同一性障害の治療は医療の対象として捉えられず、長く地下に潜る

ことになった。この時代の自分の生まれ持った肉体と性を生きたいと願う性同一性障害者

は、海外に行ったり、国内の数少ない医者によって性転換手術をうけた。当時はこうした

生き方をする人々の職業は「ニューハーフ」や「おなべ」などに限られていたが、自分の

存在を表現する言葉がないと、自分の「違和感」を表現できず、違和感を「自覚」するこ

とが困難である。当時の人々の多くは「おかま」「女装者」「ゲイボーイ」「ミスダンディ」

「ニューハーフ」「おなべ」など、まわりから与えられた名前や職業名、あるいは当事者が

つくりだした「クロスドレッサー」「トランスジェンダー」などの言葉で自分のことを表現

していた。 

 そして 1995 年、埼玉医科大学の倫理委員会に「性転換治療の臨床的研究」の倫理性を問

う申請が出され、こうした状況が大きく変わった。1996 年、埼玉医科大倫理委員会は「性

同一性障害と呼ばれる疾患が存在し、性別違和感に悩む人がいる限り、その悩みを軽減す

るために医学が手助けをすることは正当であり、外科的性転換も治療の一手段」という答

申を出した。「自分はどこに相談に行けばいいのだろう」「自分の考えは間違っているのだ

ろうか」と不安に思っていた当事者にひとつの回答を提示した。1997 年、日本精神神経学

会「性同一性障害に関する特別委員会」が「性同一性障害に関する答申と提言」を発表し、

1998 年に日本初の「公式の」性別適合手術（SRS）が行われた。さらに 1999 年 3 月には

第 1 回「性同一性障害研究会（通称：GID 研究会）」が開かれた。 

 1997 年 5 月 28 日に日本精神神経学会「性同一性障害に関する特別委員会」が出した「性

同一性障害に関する答申と提言」の「3.審議結果」の中に「診断のガイドライン」「治療の

ガイドライン」がある。これがいわゆる「ガイドライン第 1 版」である。2002 年 3 月 16

日「性同一性障害に関する第 2 次特別委員会」により「性同一性障害に関する診断と治療

のガイドライン（第 2 版）」が出され、2006 年 3 月に「性同一性障害に関する委員会」に

より「同（3 版）」がだされた。これは、単にどう診断し、どう治療するのかというものだ

けでなく、性同一性障害の当事者がより高い「生活の質」（QQL=Quality of Life）を得る

ためのさまざまな提言が書かれており、性同一性障害に関わるすべての人にとって必読と
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なっている ［土肥 2006:86-88,92-94］。 

 

表 1 ガイドラインの推移 

活動内容 
第 1 版(1997) 第 2 版(2002) 第 3 版(2006) 

段階 年齢 段階 年齢 段階 年齢 

精神療法 第 1 段階 ― 第 1 段階 ― 精神科領域の治療 ― 

ホルモン投与 第 2 段階 20 
第 2 段階 

18 

身体的治療 

18   

乳房切除 
第 3 段階 

20 18 18 

性別適合手術 20 第 3 段階 20 20 

出典：土肥［2006:93］ 

 

3 現在の診断と治療 

 

2006 年 3 月に出された「ガイドライン第 3 版」にしたがって、性同一性障害の診断と治

療について整理する。 

a. 診断 

性同一性障害であるかどうかを診断するために、養育歴・生活史・性行動歴などについ

て話を聞き、そのなかで、 

① 自らの性別に対する不快感・嫌悪感 

② 反対の性別に対する強く持続的な同一感 

③ 反対の性役割を求める 

などを中心に検討する。 

 また、染色体異常や半陰陽（インターセックスかどうか）身体的性別の判定を行う。 

b. 治療 

精神科領域の治療（精神的サポート）と身体的治療（ホルモン療法、FTM における乳房

切除術、性別適合手術）で構成されている。 

 まず精神科領域の治療では、性同一性要害であるために受けてきた精神的・社会的・身

体的な苦労についての話を聞くなどの「精神的サポート」からはじめる。この際、否定的

な聞き方をしないということが大切である。性別適合手術（SRS）を含め、すべての治療が

患者に許されていること、そのことを医療者は支えていくという態度を示す。それをもと

に、患者はどのような生活が自分にとってふさわしいのかという検討する。これを検討す

るために「実生活経験(RLE=real life experience)」を、おこなう。さらにカミングアウト

をおこなったほうがいいかどうか、おこなうならばどのような範囲や方法、タイミングが

いいかといったことも検討する。また、性同一性障害の人は、鬱病などの合併症を抱えて

いることがあるため、性同一性障害の治療を中断し、その治療を先行させることもある。 

 精神科治療を継続した後、身体的治療への移行を希望する場合次のような条件を満たす
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かどうかが検討される。 

① 性別違和感への持続 

② 実生活体験 

③ 身体的変化にともなう状況的対処 

④ 予測不能な事態に対応する対処能力 

⑤ インフォームドコンセント 

⑥ 身体的治療を施行するための条件 

 身体的治療でおこなわれるのは、基本的には「ホルモン療法」｢乳房切除（FTM の場合）｣

「性別適合手術」のいずれかあるいはすべてである ［土肥:94-98］。 

 

4 「性同一性障害の性別の取り扱いの特例に関する法律」の概要 

 

2003 年 7 月 10 日、衆議院において全会一致で「性同一性障害の性別の取り扱いに関す

る法律」が可決され、16 日に公布、翌 2004 年 7 月 16 日に施行された［土肥 2006］。この

法律に基づいて性別を変更した人は、2009 年 12 月末までに 1700 名ほどいる。この法律は

一定の要件を満たす場合、厚生労働省の定めた書式によってふたりの精神科医の診断書を

家庭裁判所に提出し、審判を受け許可された場合、戸籍の性別が変更できる。これは、長

い間戸籍の変更を求めていた人々にとって、大きな福音であった。日常生活におけるさま

ざまな混乱を避けるためだけでなく、「異性」との結婚が可能になった。 

 しかし、この法律の要件は世界でも類を見ないほど厳しいといわれている。 

① 20 歳以上であること 

② 現に婚姻していないこと 

③ 現に子がいないこと 

④ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること 

⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えてい

ること 

の 5 つである。③は未成年の子がいないことということであるが、この「子なし条件」は

世界各国の同様の法律の中でも日本のみに存在するものである。またこの条件は、親権の

有無だけではなく過去に子どもを作った人はこの法律の適用を受けられないということだ。

これは医療概念とは関係ない要件が、世間ではあたかも性同一性障害の診断基準であるか

のように誤解されるという、逆転した現象が生じているということになる ［土肥

2006:118-119］。しかし 2007 年 6 月の改正法では当初からとくに反発の強かった「子なし

要件」が 3.現に未成年の子がいないことに変更され、子供が成人に達すれば戸籍変更でき

るようになった。 

 この「子なし要件」は改正法により一歩進んだが、特例法の要件にはまだまだ問題点が

ある。②の非婚要件があるのは、性別を変更することによって生じる同性婚を避けるため
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であろうし、④の生殖能力放棄要件は、すなわち自分の遺伝子をもつ子どもを残す手立て

がなくなることを意味し、リプロダクティブ・ヘルツ・アンド・ライツに抵触するであろ

うという。もちろん、当事者への手術による身体への負担ははかりしれず、⑤の性器形成

要件はいっそう負担がかかるだろう。精神療法を除いて、すべての治療は健康保険を適用

することができないため、金額の負担は相当なものとなり、性器形成が他の性別と近似す

るまでには数百万というかなりの出費となる。なかには身体の性質上、手術が困難な者も

いるであろう。 

 この特例法には功罪があるといえる。この法律により、性同一性障害が社会的に認知さ

れるようになり、当事者がカミングアウトする（自分がこもっていたクローゼットからで

てくる意が原義）環境が以前より整ったといえる。しかし一方で、この法律は男女の明確

な二分化を促進するものであろうし、この特例法通りに手術まで行い戸籍変更できるもの

と、諸々の事情によりそれができない者、もしくはしたくない者とを二分化してしまうと

もいえる ［山口 2010:205-206］。 

 2010 年末までに性別変更が認められた数は 2200 件以上を超えている。2007 年末に「日

本精神神経学会・性同一性障害に関する委員会」が実施した調査によると、全国の主要専

門医療機関の受診者は 7000 人を超えており（複数の医療機関を受診している同一人物を含

む）、国内外ですでに手術を受けた人や未受診者、あるいは性別違和があっても治療（精神

療法・ホルモン療法・手術療法）を望まないひとびとの存在を勘案すると、国内に存在す

る当事者は数万人超と推計される［東 2013:162-163］。 

 

 

Ⅱ 性同一性障害に関する社会学的議論と本論の位置づけ 

 

 

本章では、まず、性同一性障害に関わる社会学的議論として、鶴田［2009］と性同一性

障害者である宮崎 ［2006］、佐倉［2006］の研究に基づいて、第一に「男らしさ」「女らし

さ」とは何か、第二にトランスジェンダーにとっての外見表示の重要性について、第三に

「人間＝男観」の考え方について検討する。最後に、性同一性障害に関する先行研究を整

理し、本論の位置づけを示す。 

 

1 男/女「らしさ」とは 

 

 宮崎［2006］は性同一性障害について社会学的視点から考えるのに、「男らしさ」「女ら

しさ」についての検討が必要であると指摘している。男性/女性といったとき、ひとつの物

差しで決められるのではなく、ふたつの判断基準が関係してくるということが最近わかっ

てきた。その基準とはセックスとジェンダーである。生物学的アプローチでは、XX という



7 

 

染色体なのか XY という染色体なのかということが性のすべてであったといてもいい。性器

を基準にして考えるか、染色体という遺伝子レベルで考えるかはともかく、どちらにして

も、生物学的な要因によって性を分け、こういった要因で分けられた「性」をセックスと

呼んでいる。また、生物学的な区別によらない男/女の差異にはどのようなものがあるかを

考えたときに、ひとつは人格パーソナリティ、ふたつめは身なりやしぐさなどの外見や言

葉づかい、３つめに、社会的・文化的に求められる性役割がある。これらを総称してジェ

ンダーといっている。 

 男らしい/女らしい性格とはどのようなものなのか。従順、柔和、おしとやか、物静か、

優美、繊細などが女性として好ましいとされ、対照的に男性は、剛直、率直、さわやか、

意志が強い、自己主張ができる、喧嘩に強い、決断力がある、責任感が強い、などが望ま

しいとされているという。女は「弱いもの」とされ、男は「強くあれ」と教え込まれるの

である。男性は、能動的・積極的にふるまい、主導的な役割を果たすとされ、女性は受動

的・順応的にふるまい、どちらかといえば、男性が主導して決定することに追従すること

が多いとされる［宮崎 2006］。 

 身なりはどうなのか。女性は、肌にぴっちりとしたブラジャーにパンティ、ストッキン

グをはき、さらにその上に、ワンピース、ドレスか、ブラウスにスカートなどを履き、か

かとの高い靴を履いたりする。また、時にはウイッグ（かつら）をつけ、口紅、おしろい、

マスカラ、アイシャドー、つけまつげなどの化粧を施し、イヤリングをつける。 

 一方男性は、トランクスかブリーフにズボンをはき、シャツを着て、フォーマルな場合

は Y シャツにネクタイ、背広を着て革靴を履く。カジュアルな場合は、ジーンズに T シャ

ツなどである。髪型はどうなのか。女性の髪はおおむね長く、男性は比較的短く刈る。こ

の違いは身体の構造や生理機能に根ざしたものではないことに注意をする必要がある。 

私たちは、「男らしさ」や「女らしさ」を、そうと意識しないうちに身に付けてきたとい

える。男性として生まれた場合、どうあることが自分にとってしっくりくるかではなく、

男性としての規範のようなものを植え付けられるように教育されたり、あるいは、周りの

人の見よう見まねで、男性としての枠内の行動様式を身につけるように強いられる。多く

の人にとっては、決められた様式で行動することを特に苦痛と感じることはなく逆に、社

会が示すジェンダーにしたがって行動することは選択肢で悩むこともなく気楽でもある。

ちょうど、制服が決まっているほうが、毎日、何を着ていくか考えないでよく、「周りと同

じ」という安心感すらあるということと似ているという［宮崎 2006］。 

 しかし、周りが示す「らしさ」を、どうしても自分には合わないと感じる少数の人たち

がいる。他の大勢の人と同じような行動様式をとる人たちにとって、こうした少数の人た

ちは「理解できない変な人たち」と蔑んだりすることになる。多数派であろうが少数派で

あろうが、自分らしさを自分で見つけることは困難であるといえる。「らしさ」に安住する

ことと、自分らしく生きていくことの困難さは、まさにコインの裏表の関係にあると思わ

れる。つまり、宮崎［2006］は、性同一性障害とは周りが示す「らしさ」を、どうしても
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自分には合わないと感じる人たちであると捉えている。 

また、鶴田［2009］の研究によると、当事者自身、FTM である証は実際にはないと認識

しながらも「自然な男らしさ」を当事者間で求め、誰が正当な「FTM」かをめぐり軌轢が

生じているという。ある FTM の話によると、「スカートが嫌いとか、女の子っぽい格好が

嫌いって言っている」女も「男の子っぽい格好が好きな、なんでもない女の子も」たくさ

んいる。「俺とかおいらとかいう一人称を使う女の子も出てきてる。」「女の子が好きだから

といって」「FTM だって言う証拠にはならない」。「そうやって一個一個ベールをはいでい

くと、FTM であるっていう客観的な証拠って、なんにもない」と指摘している。 

 また「男らしさ」だと思われているものには、「偽物」と「自然」があり、一貫して「男

に結び付いた活動」をしているだけでもだめだとされていた。股を開いてのけぞる座り方、

口元に持っていった手を、腕を伸ばして大きく振り下ろすようなタバコの吸い方。「乱暴」

「がさつ」「粗雑」「威勢がいい」「喧嘩っ早い」など「そんなことは男はしない」ような「男

らしさ」を呈示することは「履き違え」である。つまり FTM であれば、「男らしさ」だと

考えられ得るもののなかから、「自然」な「男らしさ」を取捨選択して自己呈示しなければ

ならないのである。 

鶴田［2009］はさらに、「自然」な「男らしさ」は、ある程度の年齢になったら“ふつう”

は、身につけられるもの、少なくとも、身につけようとするものであると指摘している。

先に一貫して「男らしさ」を呈示できない FTM が、“なんちゃって”2であるのは“社会性”

のなさゆえであるとされていたように、ここでも、年齢に応じた「モラル」があると、説

明されている。「男らしさ」をいかに呈示するかという問題も、ある種の「モラル」の問題

だとされている。男というカテゴリーに結びついた活動を齟齬なく一貫して自然に行って

いるかどうかが、「モラル」の有無として理解される。また、性同一性障害のカテゴリー化

の過程において、医療者によって認められた全員を「正当な当事者」というのではなく、

コミュニティ特有の基準を運用し、性別移行の程度が高い人を高く、低い人を低く位置づ

ける序列を作り、ふさわしくないと思われる人を排除することで、正当化を強めようとし

ている［鶴田 2009:131-132］。 

 

2 外見表示（パス）の重要性 

 

                                                   

2 自分が性同一性障害であると“誤って”思い込む人。一方では、FTM がテレビドラマで取り上げられ、

戸籍の性別の変更する法も整備され、それが報道されることで社会の中での認識が広まった。もう一方で

は、コミュニティに“受け皿”ができた。だからこそ、自分が何者なのか模索中であると公にしている人

をはじめとする、これまでならコミュニティに受け入れられることのなかった人が、コミュニティに集ま

るようになってきた。そのような人々を、コミュニティのなかにすでにいる FTM たちが“なんちゃって”

だとカテゴリー化することがある。 
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佐倉［2006］はトランスジェンダー3にとってのパスの重要性に関して論じている。トン

スジェンダーがその外見を希望する性別のものであると周囲に認められている状態を俗に

「パスしている」という。これは FTM なら男、MTF なら女に見えるということである。 

 現在の社会では性別に男と女があり、かつ、男とはこういうもので、女とはこういうも

のである、という通念が存在している。そうした社会のなかで、他者がどういう人間かを

判断するために外見は重要な因子であり、かつ、性別も重要な要素になる。そのため、相

手がもしも典型的な「男」や「女」ではない姿であったりしたら、警戒や拒否、あるいは

いちじるしい混乱などを引き起こす要因にもなる。つまり、社会通念上の典型的な「男」

や「女」にあてはまることが、社会が円滑に営まれるためのルールとなっているため、そ

の典型的な「男」や「女」以外の外見を表示していると、それは社会秩序に反する逸脱行

為となってしまうのである。このことが、トランスジェンダーにとって、パスを重要なも

のにしているのである。 

 このように「男」「女」というカテゴリーをはじめ、性別や性差、性自認などにまつわる

事柄は社会での他者との関わりの中で意味を持つものであり、それゆえ、そうした社会に

おいては、それらは人々の社会の相互作用のなかで構築、再生産され続ける。ジェンダー

は行為遂行的なものといわれるのもそのためである。象徴的に言うならば、人に男と女の 2

種類が存在するから公衆トイレが男女別になっているのではなく、公衆トイレが別になっ

ているから人は男か女かのいずれかになるのである（言い換えると、無人島でひとりでサ

バイバル生活をするのであれば、性別・性差・性自認は意味のないものとなる）。しかし、

現実に社会に「男」「女」というカテゴリーがある（しかない）以上、どちらかに属さなけ

ればいけなくなる。そのどちらかに属するかという点において、自分の希望を通すために

は、希望するジェンダーに即した外見表示をしなければならない。外見表示を通して、他

者は同性か異性かを判断し、判断が下されてはじめてその性別に応じた相互作用が可能に

なる。 

 外見を整えないかぎり、希望の性別での生活は不可能である。これがトランスジェンダ

ーを“外見を反対の性別のものにして、パスをめざす”ことに向かわせている。ときにト

ランスジェンダーが、過剰なほどの男らしさや女らしさの表現をおこなうことがあるのも、

こうした構造が背景にあるのである ［佐倉 2006:84-88］。以上佐倉［2006］は、外見表示

が性同一性障害者にとって重要であるのは、「男」や「女」にあてはまることが、社会が円

滑に営まれるためのルールであり、「男」「女」というカテゴリーがある社会で希望する性

別で生活するためであると述べている。 

 

                                                   
3 より広い意味では、肉体的にははっきりと「女」「男」でありながら、自らの性別に対する違和感を持つ

人のこと全体を総称する。より狭い意味では、社会的に身体の性とは反対の性で生きていくことを重視す

る人たちのことを指す。 
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3 「人間＝男観」 

 

佐倉［2006］はトランジション4の初期や、そこに至るまでは、MTF よりも FTM のほう

が、多少なりとも苦悩が少ないということは言えそうであると指摘している。たとえば、

男性がスカートを履く、化粧をするなどの行為をすると即刻、変態の烙印を押されてしま

う。これに対し、女性が化粧をせずに男性物の服を着ていても単にそういうファッション

なのだろうと解されることが多いのである。こう解されることによって、自分を男性とし

てアピールしているつもりでも、ボーイッシュなファッションの女性としか認識されない

悩みはある。しかし、ジェンダー規範からの逸脱に対する統制圧力からは免罪されるとい

う気楽さがある。こうしたことから FTM の男装は日常的に、ある程度気軽におこなわれる

ケースも多いといえなくもない。 

対して MTF の女装は、そんな簡単なものではない。女物の服で身を包み、最大限の化粧

をし（かつらを装着することもある）、はじめての外出のときなどは、ひとしきり逡巡して

から、決死の覚悟でドアを開けることとなる。このちがいは、両者のトランスジェンダー

としての在り方にも影響を及ぼすと考えられているが、ひとつに「人間＝男観」が関係し

ていると佐倉は推察している［佐倉 2006］。      

「人間＝男観」とは、英語の「woman」は女性しか意味しないのに対し、「man」は男性

だけを意味する場合のほか、人間全体を意味することがあることから、男性が人間のスタ

ンダードであるという観念が流通しているという主旨であるということを江原由美子のジ

ェンダー体制の説明のなかで中村桃子が言っている。雑誌なども、『婦人公論』に対応する

男性誌は『中央公論』であって『紳士公論』ではない。『週刊ポスト』のタイトルが『男性

セブン』だったりもしない。全般に、男性読者が主要である専門誌も、タイトルに男性を

示す語句が織り込まれていることはないのである。また、雑誌以外にも服装についても同

様のことがいえる。たとえばカジュアル衣料量販店のユニクロでは、子ども用商品[KIDS]、

女性用商品[WOMAN]と表示されているがそれ以外の商品には、特になにも表示されていな

い（ユニクロ枚方店：大阪府枚方市 2005.1.12）。他の同業店をみても、少なくともカジュ

アル量販店では子ども服を除けば、女性用以外は「人間用」という扱いになっている。こ

れが「人間＝男観」のひとつの反映である。男性が女物を身につけることが難しいのに比

して、女性は、相対的に容易に男物を身に着けることができる背景には、こうした構造が

横たわっているのである［佐倉 2006:96-98］。佐倉は、以上のような「人間＝男観」が、

MTF よりも FTM に方のトランジションにおける苦悩を減じていると述べている。 

 

                                                   
4 「性別移行」のこと、およびそのプロセス自体を指して言う。このトランジションの中には「カミング

アウト」「希望の性別の服装をし、外出する」「戸籍の変更」「ホルモン治療」「脱毛・脱胸」「性別適合手術」

などが含まれる。 

http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm#commingout
http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm#commingout
http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm#koseki
http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm#hormon
http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm#datumo
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4 先行研究の整理と本論の位置付け 

 

本論に関わる性同一性障害の先行研究は、上記の「男らしさ」「女らしさ」、外見表示の

重要性や「人間＝男観」に関する宮崎［2006］や山口［2010］や鶴田［2009］や佐倉［2006］

の社会学的研究である。 

これら社会学的研究の基づくデータに関しては、MTF である宮崎［2006］、佐倉［2006］

は、自身の経験や、出会った当事者の事例を用いている。さらに佐倉［2006］の研究では、

『性同一性障害 30 人のカミングアウト』［相馬編 2004］に書かれている 30 人の事例から

FTM15 人を取り上げている。  

当事者ではない山口［2010］の研究では、当事者へのインタビューや事例は挙げられて

おらず、性同一性障害とはなにかを解説している。当事者でない鶴田［2009］の研究では、

15 年にわたって MTF12 人、FTM11 人にインタビュー調査を行っている。はじめは性同一

性障害である友人にインタビューをし、その後、別の当事者を一人紹介してもらってイン

フォーマットを増やしていた。 

本論では、筆者の友人である「女性の身体を持つ男性」(female to male=FTM)へのライ

フヒストリーを中心にしたインタビュー調査を行い、これまでの苦悩や恋愛、カミングア

ウトについて明らかにする。さらにパートナーに対してもインタビュー調査を行い、感情

や恋愛、周囲の人への報告などについて明らかにする。このような本論の独自性とは、第

一に FTM へのインタビューだけではなく、パートナーにもインタビューをしていること、

第二に、1 対 1 のインタビューだけではなく、当事者と筆者とパートナーによる対話の形態

をとっていること、第三に、インタビューをした当事者と筆者とは、一人は小学校の頃か

ら、もう一人は大学から付き合いのあった関係であることの 3 点であるといえる。それに

よって、本論はこれまでの社会学的な先行研究が性同一性障害の抱える問題として論じて

きたジェンダーに関わる問題だけではなく、セクシャリティの問題にも踏み込むことがで

きた。さらに、筆者との付き合いを通して当事者を捉えることができると共に、長年の間

に築かれた信頼関係ゆえの本音の語りを聞けたと考える。 

 

 

Ⅲ 性同一性障害当事者の手記にみる苦悩 

 

 

本章では、性同一性障害当事者がいかなる苦悩を抱えているかについて、FTM 4 名（安

藤［2002］、虎井［2003］、水間［2006］、三峰［2008］）と MTF 2 名（佐倉［2002］、上

川［2007］）による手記に基づいて、第一に身体と性自認の違和による苦悩について、第二

にカミングアウトについて、第三に恋愛やパートナーの三つに整理し、それぞれを検討す

る。 
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1 身体と性自認の違和による苦悩 

  

三峰［2008］は、生まれつき身体は女性で脳は男性の FTM である。女性の遺伝子で体

はつくられて生まれているというのに、生まれたそのときから男としての心、感情、価値

観を持ってしまっているということは、とても生きにくいと述べている。幼い頃から、可

愛いキティちゃんのバッグを買ってもらっても、違和感と嫌悪感しか感じない。（イヤだ、

いらない。持ちたくない）そう思っても隠していた。スカートを履くのもイヤ。ピンクや

赤も嫌悪感しか感じず、いつも黒っぽいシャツをきていたという。この頃から「女の子ら

しくない」「なんだろう、この子」などの周囲の言葉に傷つけられたという。また、胸がふ

くらみ、小学校 5 年生で生理が始まったときは絶望したと述べている。「自分が女なんだ、

逃げられないんだ」というみじめさに、部屋でうずくまっていたという。 

虎井［2003］は、身体は女性で脳は男性の FTM である。幼稚園の頃から「今周りは女

の子扱いをしているけれども、大人になったら男の人になるのだろう。年をとるにつれて

男の身体になっていくんだ」という思いを抱くようになったと述べている。中学生に入学

すると、女子の制服が嫌であったが、手術しようという決心が強固になっていたので我慢

できたという。浪人時代では「あの男、女だぜ！」と声をあげられたことがありましたが、

それは治療などしていなくても、十分に男にみえているということがわかったという。し

かし、そうすると声で女だと思われてしまうため、かえって声を出すのが苦痛になったと

いう。そのため、電話に出るのも、外で人と話すのも嫌になり、レストランなどでも声を

出さずに指で示して注文をするようになったと述べている。 

上川［2007］は、身体は男性で脳は女性の MTF である。幼い頃、どうしても言いたく

なかったという理由で「僕」とも「俺」とも言わなかったと述べている。また、お風呂に

入って兄や弟と同じ身体を持っていることに対し、釈然としないながらも「やっぱり男の

子なんだよな・・・・・」と思っていたという。 

第二次性徴については、上川［2007］は以下のように述べている。中学生になり、「眉が

徐々に濃くなって、顔の様子も変わり始める・・・・・。周囲の男の子と同じ変化が私に

も現れつつあることに気付き、嫌悪感と焦燥感でいっぱいになった。」と述べ、自分の身体

が受け入れられないという。さらに、少しずつ低くなっていく声がどうしても嫌。徐々に

濃くなっていくヒゲが嫌で、父親の電気シェーバーをこっそり自分の部屋に持ち込んでは、

毎朝まだ淡いヒゲに刃をあてたという。人に近づくと、ヒゲや肌の変化に気付かれる気が

して、人と目を合わせて話をすることが苦痛になったと述べている。身体が筋肉質になり、

手足が毛深く筋張ってくると、人前で手を出すことが耐えがたくなった。手の血管が浮い

て見えるのが嫌で、机の上に手を乗せることもできなくなったという。 

FTM である安藤［2002］は、小学生のとき好きな女の子に赤いランドセルやピンクの下

敷きを使っているのを見られたくなかったという。ピンクの下敷きは「忘れました」とウ
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ソをつき、赤いランドセルは見られないように、正面だけ好きな女の子に見えるようにカ

ニ歩きをしたり、突然横道にそれてみたりと、あの手この手でランドセルをかくしたとい

う。学校時代、好きな女の子と同じ女子トイレでかち合うことは許されないことであった。

休み時間に彼女がトイレに行くと、もう行けなくなってしまう。そのため、トイレに行き

たいときは遠い校舎まで向かい、授業に遅れないように全力疾走で戻ってきたと述べてい

る。 

以上 FTM である三峰［2008］、虎井［2003］、安藤［2002］と MTF である上川［2007］

の記述をまとめると、当事者の身体への違和感はとても生きにくいものであること、また

子供から大人の身体に変化していく第二次性徴になると、より自分の身体が受け入れられ

なくなるものであることが共通していることがわかった。 

 

2 カミングアウト 

 

三峰［2008］が性同一性障害だと確信したのは中学生のときである。なんの気なしにテ

レビをつけると、競艇の安藤大将選手5が記者会見をしていたのだが、安藤選手の一言一言

がどれもぴったりと自分に当てはまり、「いままでの、違和感、矛盾、わけのわからないこ

と、メチャメチャになっていたパズルが、スルスルと集まってピタッと整理された。すべ

てがつながった。」という。当時の恋人と新たな名前を決めたことで、本当に性同一性障害

と向かい合う気持ちになり、だれにでも男として認めてもらいたいという気持ちになった

という。姉に言うと「私はズーッと前からわかっていた気がする。でもはっきりと自分が

そうだと分かってよかったんじゃない？なんでも応援するよ」といってくれたそうである。

また仲の良い友人に「俺って性同一性障害いうヤツなんだ。生まれたときになにかの障害

があって、女の体なのに心と脳は男なんだ」という告白に「そう聞いたって俺ら、ちっと

も驚かないと思うよ」と男子代表のような言い方をしていたそうだ。当時テレビで金八先

生で性同一性障害が取り上げられていた。「先生も生徒もほとんどが見ていて、もしかした

ら俺もそうではないかと噂していたらしい。」と述べている。 

安藤［2002］は 2001 年両親に性同一性障害であることを告白した。はじめは両親の反応

の鈍さにガクッときたという。そして、本や集めた資料を渡して、「読んどいて欲しいねん」

それだけ言ってその日は話を打ち切った。翌日、もう一度両親と話合った。前日とは一変

して暗い表情をして居間に座っていた。母は顔を見ると突然泣き崩れ、父は震えていたと

言う。母はお腹の中にいた 10 ヶ月間に原因があると思い込んで泣き続け、気の毒なほど疲

れきっていたと述べている。 

                                                   
5安藤大将（あんどうひろまさ 1962 年 12 月 6 日）は奈良県出身の元競泳選手。旧名は安藤千夏（あんど

うちなつ）。2001 年に「性同一性障害」と診断され、手術を受けた。2002 年に全国モーターボート連合会

が記者会見を行い、登録番号 3145 番、安藤千夏を安藤大将として再登録した。 
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このときのやりとりを安藤は以下のように述べている。「父はこれからどうするんや」と

聞いてきた。精一杯感情を押さえ込もうとしているのが痛いほどわかる。「今まで治療を続

けていたが、これからも治療を進めていきたい」「この本に書いてある第一段階の精神療法

と第二段階のホルモン注射、それに第三段階の手術をするということか」「まず近々、ホル

モン注射をしようと思ってる」父とボクのやり取りがしばらく続いた後、急に母が顔を上

げて、「男っぽい女の人はたくさんあるし、婦人服の中にも男っぽいスーツがあるんやから、

それを着てればええやん」と言った。それに対してボクは、「体が女であることがもう我慢

できないんや。周りの人がどう見ているとか、そんなことは関係ない。ずっと体に合わせ

て心を作ってきたことをもうやめたい。ボクの場合、心が先に生きているんや！」と言っ

た。母は、「ほな、心の治療すればええんとちゃうか」といってすがるような目でボクを見

た。しかしそれは悲しい誤解だった。と述べている[安藤 2002:50-51]。 

安藤［2002］は、両親に病気のことを話してから二ヵ月後の 2001 年 9 月、兄弟に集まっ

てもらい、病気のことを打ち明けたという。安藤の著書［2002］に基づいてまとめると次

のようになる。皆非常に驚いたが、テレビや雑誌などで性同一性障害の予備知識があるた

めか自分の苦悩を理解してくれたという。ただ、おばさんだと思っていた親戚が突然、お

じさんに変わったら混乱し、精神的ダメージを受ける甥や姪が出てくる可能性があるため

少しの間子供たちと会うのを控えることを約束したという。兄弟たちが自分の体を心配し、

同時に自分の子供たちを気づかう親心は痛いほどよくわかり、いい兄弟を持ったとつくづ

く感謝したと述べている。両親は心や脳の治療をすれば、体にはキズを付けることなく性

が同一化できると信じたかったそうで、この日を境に両親の顔から笑顔が消え、家の中に

重苦しい空気が立ち込めるようになったといっている。 

以上 FTM である三峰［2008］と安藤［2002］のカミングアウトについての手記から、

三峰［2008］のように友人や家族にすぐに認められた人と、安藤［2002］のように受け入

れてもらうまでに長い時間を要する人がいることがわかる。 

 

3 恋愛 

 

FTM である三峰［2008］は、「性同一性障害で、生きづらい。その第一は、異性関係の

困難さだ。」と述べている。三峰の恋愛についての記述［三峰 2008］をまとめると次のよう

になる。三峰は小学校 2 年生のときに初恋をした。小学校高学年になると、好きな子を待

ち伏せして一緒に帰ろうとしたり、ちょっとしたものをプレゼントしたり、幼い恋の定番

行動をしていたという。しかし、暗い色のシャツとパンツ姿の女の子が女の子につきまと

っていたため周囲からは「レズビアン」「女が女を好きになるの？」「変態」と噂をされ、

男として好きということを理解されなかったという。この好きな子とはとても仲が良かっ

たが、レズの噂でギクシャクしてしまったといっている。それからは女の子好きになる自

分の気持ちを隠すのに必死になったという。さらに「恋のすべてが謎で、こんがらがり、
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しまいには、すべての絵の具を混ぜたみたいに、心は灰色のドロドロになってしまった。」

と述べ、自己嫌悪に襲われないためように、鏡をみないように暮らし、トイレでも顔を上

げてくびから下を見ないように生活し、学校にも行けなくなったという。             

MTF である上川［2007］は、「第二次性徴に加えて、私を混乱させ悩ませたもの―― 

それが恋だった。」と述べている。上川の恋愛についての記述［上川 2008］をまとめると

次のようになる。初恋は中学 1 年生のときのクラスメイトの男の子である。教室で過ごす

休み時間も、好きな子を目で追っている、目が合うと途端に胸が苦しくなったという。「な

ぜこんな気持ちになるんだろう？」と自宅の暗い押入れに閉じこもり、布団にもたれて考

えたとき、「恋」という言葉がうかび、さらに男の子なのに男の子が好きということで「ホ

モ」という言葉が思い浮かんだという。小学校の頃から、男の子同士でじゃれあっている

と、周囲は「ホモ」といってからかった。「ホモ」には大抵、「変態」「気持ち悪い」という

形容詞がついていて、いずれにせよ侮辱的に使われる言葉であったことから、自分が「ホ

モ」になることが恐怖であったと述べている。上川は高校 3 年生のときクラスのムードメ

ーカーのような同級生の男子と初めて交際をした。そして何度か立ち寄った彼の部屋で初

めてのキスをした。この恋について、「彼の目は真剣で、どんどん恋に夢中になっていくの

がわかった。」「初恋から 5 年。彼に少しずつ惹かれていったが、自分の恋心を受け入れる

ことは難しかった」という。しかし彼の熱意に接して初めて、「恋に素直になってもいいの

かな・・・・・」と思ったと述べ、彼が無邪気に繰り返す「大好き」ということばに触発

されて、上川も初めて「好きだよ」ということばを口にできたという。また上川は、「学校

の中では、仲の良い同級生の顔をせざるを得なかった。彼と私はいつも一緒で、彼が私に

夢中であることは傍目にも一目瞭然だったけれど、友人たちは誰も私たちをとがめなかっ

た。彼はいつも私を女の子扱いした。学ランを着た私の中に、「女の子」をみてくれていた

のだと思う。そのことにしっくりしたものを感じ、「私が求めるものと、彼が求めるものが

こんなに一致するなんて」と、この初めての交際は新鮮な驚きに満ちていた。でも、初め

て彼の手が私の身体に伸びた夜、私は「女の子でいたい」と泣き出した。私の身体が「男」

であることは厳然たる事実。そのジレンマは大きかった」と述べている［上川 2007 :9-50］。 

 FTMである水間［2006］に本気で愛する人ができたのは 19 歳のときである。水間［2006］

は自分が同性愛者だと確信し、それをさほど苦悩することなく受け入れていたはずなのに、

初めて本気で好きになったのが女性であったことにショックをうけたという。このことに

ついて水間の著書［2006］に基づいてまとめると、女性しか愛せない自分は、心のどこか

で、いつの日か自分から本気で好きになるのは男性なのではないだろうかというほのかな

期待を持っていたようだ。自分はバイセクシュアル（男女両方と性的関係を持てる人）で

はあっても、本質的には男性を愛する普通の女なのではないだろうかと。「普通でありたい」

という願望は簡単には捨てきれなく、その最後の望みもこのときに愛した女性の出現で敢

えなく断たれてしまったという。自分はたしかに女（当時はまだ性同一性障害者としての

自覚はない）であるが、愛する人から愛されたいという気持ちの持ち主ではなく、愛する
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人を愛したいという気持ちの持ち主であった。今までの女性たちとのセックスでも、好む

のはいつも男性的な役割だった。ならばもう、自分は「タチ」（同性愛者の中で男性の役割

をする方の通称）として生きていくしかないと心に決めたと述べている。また結婚を理由

に愛した人を失った水間は結婚という言葉に囚われ始めたという。水間［2006］によると、

女同士の同性愛のタチの立場である人間は、「相手を愛したい」という気持ちが強く、普通

の男性に近い気持ちを持っているという。そのため同じ気持ちがぶつかり合ってしまう男

性とは恋愛できない者が多い。しかし同じ同性愛者でも「相手から愛されたい」という気

持ちであるネコ（同性愛者の中で、女性の役割をする方の通称）の立場の人間には、自分

を愛してくれるのならば男でも女でも受け入れるという者が多いのである。つまりネコに

はバイセクシュアルが数多く存在し、これからの人生で女性を愛し続ける限り、男性との

戦いは永遠に続くことを意味する。そして男性たちは、水間のような人たちとの戦いに結

婚という決定的な武器を持ち出し、焦燥感を誘うのであると述べている。 

 以上 FTM である三峰［2008］、水間［2006］と MTF である上川［2007］の恋愛につい

ての手記には、恋をすると FTM はレズビアン、MTF はホモという言葉に恐怖を覚える。

また、自分の気持ちを隠したり、FTM なら女、MTF なら男を好きになったことにショッ

クを受けるということが示されている。 

 

 

Ⅳ FTM 当事者とそのパートナー―インタビュー調査から― 

 

 

本章では、2013 年 9 月・10 月・11 月に筆者の友人である FTM2 名（A さんと B さん）

と、それぞれのパートナー（C さんと D さん）への筆者によるインタビュー調査の結果を

明らかにする。 

 

1 調査概要 

 

今回のインタビュー調査対象者の選択方法と調査依頼方法は以下のようである。まず、

FTM としては、小学校からの友人である A さんと大学入学後に知り合った友人 B さんに経

緯を説明し、インタビューに協力してもらえるよう依頼したところ 2 人とも快く引き受け

てくれた。次に、A さんのパートナーC さんへは、A さんを通し依頼し、筆者と A さんと C

さんの 3 人で食事をしながら、当事者である A さんとパートナーである C さんへ同時にイ

ンタビュー調査を行った。B さんの元パートナーD さんへは、筆者自身も友人であること

から直接連絡を取り依頼した。依頼の段階では 2 人は交際していたのだが、インタビュー

を行う段階では別れてしまっていたので、元パートナーとする。 

調査項目としては、当事者 A さんと B さんへはこれまでの悩みや苦悩について、恋愛に
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ついて、カミングアウトをどのように行ったのか、今後の治療予定についてなどである。

そのパートナーである C さんと D さんへは、友人や親には紹介しているのか、FTM のこ

とをどのようにみているのか（男/女）、これまでの恋愛についてなどである。 

調査日程は以下のようである。 

①対象：FTM である A さん、A さんのパートナーの C さん 

実施日：2013 年 9 月 24 日 

実施場所：飲食店 

時間：2 時間 30 分 

 

②対象：FTM である B さん 

実施日：2013 年 10 月 3 日 

実施場所：飲食店 

時間 2 時間 30 分 

 

③対象： B さんの元パートナーD さん 

実施日：2013 年 11 月 5 日 

実施場所：飲食店 

時間：2 時間 30 分 

 

 以下、事例 1 として FTM である A さん、事例 2 として A さんのパートナーである C さ

ん、事例 3 として FTM である B さん、事例 4 として B さんのパートナーである D さんを

取り上げて、まずプロフィールについて述べた後、それぞれの語りに基づいて、当事者で

ある A さんと B さんには性同一性障害であることをどう認識し、どのような苦悩があった

のか、カミングアウト、恋愛について記述する。パートナーである C さんと D さんについ

てはパートナーのことをどのように考えているのか、これまでの恋愛、友人・家族への紹

介について調査結果を示す。 

 

2 調査結果 

  

2－1 当事者 A さんの場合―13 年来の友人― 

(a)A さんのプロフィールと筆者との関わり 

年齢：22 歳 （大学 4 年生）                    一人称：俺   

性的指向：女                      身体状況：特に何もなし 

外見：黒髪短髪、日焼けしているため色黒、洋服は男性用を着用している。胸は押さえ

ているため平ら。身長は 160cm ほど。外見は男性に見えるが声は女性。 

パートナー：あり。C さんと 3 年間ほど交際している。 
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幼いときから性差に違和感を持つ。現在は大学でソフトボール部に所属している。大学

卒業後は実業団に入り、ソフトボールを続ける予定。 

筆者と

の関係 

小学校 3 年生 

 

5～6 年生 

 

中学校 

1 年生 

 

 

2 年生 

 

3 年生 

高校 

大学 

3 年生 1 月 

   

 

 

 

 

現在 

・少年団ソフトボールチームをきっかけに話すようになる。 

→男の子っぽい印象の女の子。 

・とても暴力的で嫌いだった。 

・6 年生のとき、筆者と同じ男の子のことが好きだと告白される。 

・ソフトボールの同じチームに所属。 

・筆者と好きな男の子のことが一緒だと言われる。 

・1 年生の 5 月頃から、A さんがソフトボールチームの女の先輩

が好きと知る。 

・A さんが女の子が好きということを筆者は普通として捉えられ

るようになる。 

・中学校内では静かな印象にかわる。 

・学校は別々になるが、大会や登下校で顔を合わせる程度。 

・年に 1～2 回、会う程度。 

・中学校時のチームメートと集まる。 

→はじめて、ちゃんと自分が性同一性障害ということをカミング

アウトされる。それまでは、性同一性障害なのか同性愛なのかわ

からなかった。 

→カミングアウト時、A さんと筆者＋3 人でいたが、知らずに驚

いていたのは 1 人だけ。 

・2 人でご飯にいく。悩みなども聞き、パートナーの話も聞く。 

 

(b)性的違和と性同一性障害であることの苦悩 

 A さんは小学校 1 年生くらいのときに体に疑問を持ち始めた。兄が 2 人いたことから、

兄と自分の体の違いに違和感があったという。小学生のとき兄とお風呂に入っている際に、

兄にはついているもの（性器）が自分にはないことに、なんでだろうと疑問に思っていた。

また、小学校 4 年生になり生理になったときは泣いた。泣いた理由を尋ねられると、気持

ち悪いからと答え、兄には生理は来るのかと母に質問したこともあったそうだ。 

 A さんは小学校 1 年生のときにソフトボールを始めたのだが、ソフトボールを始めたき

っかけについて筆者が質問したところ、本当なら兄が所属し父がコーチを務めるサッカー

チームに入りたかったと答えた。しかし父と父方の祖母が“女の子”ということにこだわ

り、男子チームのサッカーには入れてもらえず、隣で活動をしていた女子ソフトボールに

入団させられた。学校では男の子と外で遊んでいた。 

中学校では、制服（スカート）が嫌だったため、登校時間ぎりぎりにジャージで登校し



19 

 

た。成長するに従い、女子のキャピキャピ感6にもついていけず、学校内では孤立するよう

になっていた。高校生活までの制服も嫌ではあったが、現在も女物のスーツを着なくては

いけないのが嫌である。 

 

(c)性同一性障害であると確信したきっかけ 

A さんが自らが性同一性障害であると確信したのは、大学１年生のときである。もともと

高校生のときから自分が性同一性障害ではないかと感じていたが確信がなく、大学に入学

後、自分と同じような雰囲気（男っぽい）な人たちがいた。そこで、性同一性障害につい

ていろいろ詳しく調べたところようやく確信が持てた。 

 

(d)カミングアウトについて 

 大学 1 年生の 11 月に母にカミングアウトした。筆者がその時の母の反応を尋ねると、「あ、

うん、そうだと思った」といわれたと言っていた。そしてそのあとすぐに兄 2 人に打ち明

けると、母と同様に「そうだと思った」と言われたという。現在、両親が離婚し別居して

いる父と祖母には未だに打ち明けていないそうだ。友人へのカミングアウトに関しては、

現在、A さんが所属する大学のソフトボール部の同期（4 年生）は全員知っているという。

またアルバイト先にも数人、FTM であることを知っている人がいるそうだ。 

 筆者を含めた小学校からのソフトボールチームのメンバーは、中学生のときに A さんが

女の子を好きなことを知っていた。私たちチームメートの間では、A さんが女の子が好きな

ことは普通のこととして受け止められていたが、A さん自身は初めて私たちに告白をすると

きは抵抗がなかったわけではないという。しかし、中学生の頃から女の先輩同士で付き合

っていたり、キスをしていたりという環境だったため、言っても平気ではないかと思って

いたそうだ。A さんが実際に性同一性障害であることを告白したのは、大学 3 年生の 1 月

に中学校卒業後、初めてチームメートが集まった席であった。その場に同席していた打ち

明けられた筆者を含めた 4 人のうち、まったく知らずに驚いていたのは一人で、筆者を含

む他の３人は「やっぱりね」と受け止め、驚きはなかった。しかし A さんが女の子を好き

だということが、同性愛者としてなのか性同一性障害としてなのかがわからなかったので、

はっきりと知ることができてよかったと感じた。 

 

(e)恋愛について 

 A さんの初恋の相手は小学校 4 年生のときの同じ学校の女の子である。この女の子は同

じ学校の男の子から人気があった女の子だ。小学校の後半から中学校のはじめにかけ、A さ

んは、筆者が好きな男の子を同じ男の子が好きだと筆者に言ってきた。当時のことに関し

て、筆者が質問をすると、A さんは小学生の時点では自分が女が好きだと言えなかったこと、

                                                   
6女の子同士何人もが固まって集まり、お喋りをしながらきゃーきゃー騒いでいる様子。 
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自分は男が好きだと思いたかったことを言っていた。 

 A さんは中学校に入学後、同じソフトボール部に所属する女の先輩と 3 ヶ月間交際し初

めてキスをした。高校では女の先輩と 2 年間交際。大学入学後、C さんと 3 年弱交際し、

初めて SEX をした。 

 

(f)今後の治療予定 

 現在大学 4 年生である A さんは、卒業後は実業団に入りソフトボールを続けるため、男

への性転換手術は受けたいが、実際に受けるまでには時間がかかるといっていた。将来的

には身体を全部（乳房切除、ホルモン注射、性別適合手術）かえ、戸籍も変えたいといっ

ていた。そのためにも社会人になってお金を貯めたいという。 

 

2-2 A さんのパートナーC さんの場合―パートナーを男性視― 

(a)C さんのプロフィール 

 年齢：22 歳（大学 4年生） 

性別：女                            性的指向：男 

 A さんと同じ大学に通う。高校までは、男性と交際していた。大学入学後はインターセ

ックス7のパートナーができ、その後、A さんとの交際に至る。 

 

(b)友人や親への報告 

C さんの同じ大学の友人は、C さんのパートナーである A さんが性同一性障害であるこ

とを知っている人が多いという。C さんに地元や高校のときの友人へは交際相手が FTM っ

てことを伝えているのかを筆者が聞いたところ、「ちゃんと言っている子もいるし、同じ大

学って言ってる子もいる」と言っていた。A さんと C さんは女子大に通っているため、同

じ大学であるということを言うことで、（生物学的には）女の子と交際しているということ

言っていることになる。交際相手が FTM とは言っていないが、女の子と交際していると捉

えられる。一緒にとったプリクラをみせたりすることもあるそうで、彼氏かっこいいねと

普通に受け入れてくれているという。 

 

(c)これまでの恋愛について 

C さんはこれまで、中学生のときに 3 人の男性、高校で 1 人の男性と交際していた。大

学 1 年生のときにインターセックスのパートナーと 1 ヶ月ほど交際した。そのときはイン

ターセックスのこと自体を知らずに男の子っぽい女の子だと思いながら交際し、交際した

後に事実を知った。しかし交際してからは男の人という目線で見ていたという。A さんとは

                                                   

7 染色体、性腺、内性器、外性器など、さまざまなレベルにおける身体の性が、男女両方の特徴をもつ、

あるいは、男女どちらかに分化していない人。 
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大学 1 年生の 11 月頃に FTM であると知り、12 月から 3 年ほど交際している。 

 

(d)パートナー（FTM）のことをどう考えているのか 

FTM である A さんと付き合うことに対して抵抗はなかったのか質問すると、「なかった

よ、そのときいた人（インターセックス）とのことがあってボロボロだったときに、すご

く優しくしてくれたから。それがなくても、好きだと思ったら付き合うよ。体は今は違う

かもしれないけど、その人（A さん）は男だから、普通の男の人と変わらないって思ったん

だ」と答えた。C さんは A さんを男性としてみているようだ。 

 

(e)初めての性行為について 

C さんが初めて FTM の人と性行為を行ったのは A さんである。触ったり触られたりする

ことに抵抗はなかったのか尋ねると、なかったと答えた。また「緊張したけど、好きだか

ら触れたいし気持ちよくしてあげたいって気持ちがあって。でも心が違うから、どうして

いいかわからないときもあった」と言っていた。 

 

2-3 当事者 B さんの場合―「自分は自分」の先輩― 

(a)B 氏のプロフィールと筆者との関係 

年齢：26 歳会社員                    一人称：自分      

性的指向：女                       身体状況：乳房切除 

外見：茶髪短髪。洋服は男性用を着用している。胸は切除しているため平ら。 

身長は 158cn。外見は男性にみえるが、女性とも見える顔立ちである。声は女性。 

パートナー：あり。D さんとは 3 年間交際していた。 

幼いころから性差に違和感を持つ。現在は OL として働いている。 

筆 者 と

の関係 

大学 2 年生 

 

 

 

 

 

 

大学 3年生 5

月 

現在 

・筆者がソフトボールの社会人クラブチームに入部したことをき

っかけに出会う。 

→男の人っぽい女の人。たぶん FTM だろうと感じる。 

→このチームには他にもセクシュアルマイノリティの人が数名い

る。 

・「自分の病気の都合で胸を取りました。」とチーム内で告白され

る。 

・B さん、筆者共にチームを退団。 

・B さん、D さんなど友人と共に遊ぶようになる。 

・友人としての関係が続き、年に１～2 回程度だが出かけるにな

る。 

 

(b) 性的違和と性同一性障害であることの苦悩 
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B さんは、幼い頃にスカートを履かされることが嫌だった。泣き喚いて嫌がったため、ス

カートの写真はほとんどない。また、高校を決める際はスカートのない学校を選んだそう

だ。生理が来たときは、自分の体自体がとても嫌で、恥ずかしいし、自分自身の身体がす

ごく嫌だった。 

筆者が自分のことを何と呼んでいたのかと聞いたところ、「自分」と呼んでいるといって

いた。しかし、小学校のときなどは「ん、ん」と自分の名前を呼べなかったそうだ。 

 

(c) 性同一性障害であると確信したきっかけ 

 B さんが性同一性障害だと確信したのは大学 3 年生のときだ。大学で性の倫理学という

授業での講議にきたゲストの方がきっかけであった。以下、筆者と B さんのやり取りであ

る。 

B さんは、大学の倫理学の講義で、ゲストとして講演をしたいわゆる「オカマ」の講師の

話を聞いて衝撃を受け、自分も同類であることを認識したことを以下のように語った。 

 

 

筆：え、いつ知ったんですか？ 

B：それはねー大学のね、ゼミをスポーツ専攻でいってたから、人体の体のなんか、そ

ういうので卒論かくつもりやってん。で、それを書こうと思って普通に３年生くら

いからさー始まるやん、卒論の。ゼミ？とか始まって、でー、ある授業で性の倫理

学って授業があって自分、人間科学部だからさ、そういう、なんだろう、なんか浅

く広くみたいな、いろんな授業あったからさ、それをたまたま取ったときに、オカ

マの人がゲストで来てー 

筆：あ、講義で？ 

B：講議で。しかも自分がすごく苦手なオカマ。ほんまに、なんていうの、声が注射し

て、なんかもう、なんていうの、THE みたいな、THE オカマみたいな、で、なんか

明るい人じゃなくて、根暗な感じ、まーたしかに先生もな、暗そうな、なんも面白

みもない講議するような先生やったから、連れてきた人がそんなんで、で、なんか

自分のなかで衝撃やってー、あ、こんな人っておんねやってなって、自分女の子と

付き合ってるくせにさ、こういうのって他にもおんの？って。しかも自分を紹介し

たやつもそんなんでって分かってんのに、いままでそんな人周りにおらんかったわ

って感覚で、その授業聞いて、その人がすごいとは思ってないけど、手術してとか

って話聞いたときに、え？手術できんの？って思ってー 

 

また、筆者は、B さんは自分が女であるのに女の子が好きなので、違和感を抱いて色々 

調べたりして、性同一性障害の存在を知ったのではと想像していたので、尋ねてみた。し

かし、B さんは、自分は自分と考えていて、自らに違和感を抱いていなかった。 
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筆：え、なんかいろいろ遅いですよね？ 

B：めっちゃ遅いよ。そう、だからそのー、性同一性障害って言葉もなんとなくは金八

先生とかでみてないけど、なんとなくは知ってたけどー。 

筆：でも金八先生の上戸彩なんかまるで自分じゃないんですか？ 

B：みてない。最終回しかみてない。ってか、なんかねーあんまり感覚がないんだよね

ー、自分は自分で来すぎたから、他の人みてないんだよね、たぶん。だからそうと

う変だったとおもう。普通に。変だよね、たぶん。だから別に違和感なかったし、

逆にそういう人がいて、そういう人がいるってことは知ってたはずなのに、そうい

う FTM とか、逆もあるやんか、だからそういうのを普通の授業で、知ってー、聞い

てたら、ん？自分？みたいな感じでーなったの。 

筆：あのーイメージっていうか、なんか予想というか、友達がそうだったんですけど、

自分は女の子なのに、女の子が好きで、自分が女の子っていうことがすごい嫌で、

それが嫌で、いろいろ調べたりして、そうなんだって知るときがあるっていうイメ

ージなんですよ。 

B：わかってたんだよ、でもなんか、わかってないというか、隠してたのもそうだし、

なんかわかんないけど、でもなんかなんも違和感なかったね、悩みもなかったし。 

筆：それってすごいですよね 

B：だから楽なんだよね。 

 

筆者は、B さんが「わかってたんだよ、でもなんか、わかってないというか、隠してたの

もそうだし、なんかわかんないけど、でもなんかなんも違和感なかったね、悩みもなかっ

たし。」と語ったことが意外であった。それは B さんが、「自分は自分」という感覚でいる

ため、他者と自分を比較しなかったからだと考える。 

その後、B さんは講議を聞いた後、自分が大学で勉強することはスポーツではなく自分の

生き方についてだと考えるようになり、ゼミも移動した。倫理学の先生といわゆる「オカ

マ」の人と 3 人で話す機会を経て、性についてや恋愛について調べ始めた。そしてようや

く自分が FTM であることに確信を持った。 

  

B:で、まーそこの講議を聞いて、感想、アンケートのときに、なんかそんとき自分の

なかでさー、友達隣に２人座ってて、え、この子らってコレ聞いたときに、これ自

分のことだって思ってんのかな？って思って、嫌がられてたらどうしようって思っ

てたけど、そんときなんかすごい動揺しとって、とりあえずアンケートに、自分も

そういうのかもしれませんって書いて、で、書いてー、先生全部それ見るやんかー

で、そっから、付き合った人をすごく幸せにしたいって気持ちがあったから、結婚

したかったし、まー漠然とだけど。でーゼミもずっとスポーツでいってたけど、す
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っごい仲良い先生だったから。離れたくなかったけど、あー自分大学で勉強すんの

は、スポーツじゃなくて、自分のこういう生き方について知らなきゃいけないって

思って、知らないと、知って彼女を大切にしなきゃいけないと思って。 

筆：それは大学 2 年生？とかに付き合ってた彼女ですよね？ 

B：そう。で、そこでーまーもうちょっと前から分かってたかも知れないけど、なんか

自分のことわかってなくて、ゼミも移動して、そのまま倫理の先生のとこいって、

あのアンケート書いたの私ですみたいな、ほんでーそのまた THE オカマの人に会わ

されて、 

筆：えー 

B：すごい苦痛だったけど、だってさ、学校のカフェテリアでさー、その人と自分と先

生でしゃべったらさ、絶対自分さそうだと思われるやんかーそういう目がめっちゃ

嫌でさー 

筆：先生の配慮なさすぎじゃないですか？ 

B：なさすぎっしょ。部屋でええやん。なんかもう嫌やーと思って、しかも自分結構外

見で決める人やから、その人が何喋ってるかなんて覚えてない、もう嫌で嫌で。ま

ー、ってことがあってゼミ移動して先生にいろいろ本貸してもらって、いろいろ性

についてと、恋愛対象についての本をいろいろ。 

筆：じゃあ３年生になってから調べ始めたんですか？ 

B：たぶん２年生のときは調べてないと思う。たぶんね、自分の記憶が正しかったらだ

よ、若干あやふやなのをたどると、でさ、そういう本を見るとさ、すごい当てはま

ってるんだよね、FTM に、自分が、FTM やん。そうだったんやみたいな。 

 

 以上のように、B さんは大学 3 年生のとき、倫理学の先生に借りた性についてや恋愛対

象の様々の本を読み、本に記載されていることが自分に当てはまっていることから、自分

は FTM だったということに気付いた。 

 

(d)カミングアウトについて 

 B さんは大学 1 年生の 9 月か 10 月頃、大学入学後に出会った仲の良い友人に女の子が好

きということを告白した。自分の恋愛対象について友人に告白するのに半日ほどかかった。

しかし告白し、受け入れてもらったことで、自分の中で固まっていたものが崩れたと語っ

た。 

 

B：もうね、言うのに半日かかったから、夜な夜な。やっぱ大学１年でさー９月くらい

やったらさーみんな仲良くなってさー話し始めたりするやん。けどなんか、誰がど

んな人と付き合ってたとか、付き合ってないっていうのもへんやしさ、一応男の程

で話はしつつ、ちょいちょい話が・・・みたいな、女バス、ん？みたいな。そんな
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んで、朝方になって、一番信頼、信頼って言うかそんとき喋れた子に、実は・・・

って言って、そんときその子に、すっごい受け入れてもらったから、そっから自分

の中で固まってたものが崩れたっていうかー。あ、受け入れられてくれるもんなん？

みたいな。でー、もう１人仲良かった子にも流れでこれいけるかて思って、言うの

楽やんって思って、言った。 

 

さらに、筆者は、友人に女の子が好きと告白した際に FTM ということを伝えたのかを尋

ねたが、友人には、自分が FTM であることを言ったのではなく、過去の恋愛の話をしただ

けであると以下のように言った。 

 

B：え、だってそんなことなしで、自分は自分って感覚で、っていう風だったから、（FTM

ってことを）なんも知らなかったよ。FTM がどうこうとか、自分の性がとか言って

ない、ただ恋愛でこういうことがあったって、それが辛いって話をしただけであっ

て、自分がどうこうとか言ってない。 

 

また親に対して女の子が好きということを言わなかったのかと質問すると、以下のよう

に語った。 

 

B：なんか言うとか言わないとかそういう感覚もなかった。たぶん。そんときの自分に

は。別に言う必要もないと思ってたし、ってか親もおねえちゃんも（女の子の恋人と）

仲いいの知ってたし、本人らが付き合ってる感覚ないからねーただ一緒にいる。とり

あえず好きってだけ。 

 

その後、大学で自分自身が FTM ということを確信し、卒業論文を書くにあたって知識が

増えたことによって FTM であるということを家族にカミングアウトしたということを以

下のように語った。 

 

筆：自分でいろいろ調べて考え方っていうかなんかかわりました？ 

B：んー、うん、うん？うん。知識が増えた。 

筆：自分のいる位置？とかがはっきりしたみたいな。 

B：うん、それははっきりした。だからそういうのでいろいろわかって、お母さんにも

言ったし。 

筆：じゃあ大学で卒論書くときとか 4 年生になってからいったんですか？ 

B：たぶん 3 年生か 4 年生のときに、もう気付いてると思うけど・・・って、彼女いる

って、「まー彼氏がいるっていわれるよりかは」って言われた。「男の子みたいだか

らね」って。 
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筆：じゃあなんか強い反対みたいのは受けてない？ 

B：ない。だってもともと頑固だからじぶんが。そんな否定したところでみたいな、で、

おかんからおとんに話いってて、でもそれでやっぱり、それとは関係ないけど、ウ

チんち自体の問題でお姉ちゃんが拒食症になって、おかんが鬱になってってのもあ

ったから 

筆：お姉ちゃんが？ 

B：お姉ちゃんが拒食症？ん？摂食障害か、っていう時期とおかんが鬱になるって時期

がぽんぽんってきて、で、自分が、んーいつ言ったかわかんないけど、自分が親に

カミングアウトして、お父さんの態度は変わったと思ったから、 

（中略） 

筆：どっちが先なんですか？カミングアウトが先？ 

B：カミングアウトはねー、あとでしたのかな。元気になってからしたのかな、わかん

ないけど。 

 

筆者は B さんの母が娘である B さんに「彼女がいる」と告白されたとき、もっと驚きを

隠せないのではないかと考えていたため、「まー彼氏がいるっていわれるよりかは。男の子

みたいだからね。」と言われたということを聞いて大変驚いた。また B さんは家族にカミン

グアウトをした際、父の態度が変わったように思えたという。姉と喧嘩した際には、気持

ち悪いと言われたことがあったが、親はそんなことはないと言ってくれたと以下のように

語った。 

 

筆：お父さん変わったんですか？ 

B：変わったって思った。自分は。それまで 1 日で付き合ってたこと同棲してて、神戸

に住んでたんだよ、3 年生の春に付き合って、その日くらいからもう行ってて、で、

1 年生の 9 月から家でてるやんか、まーお姉ちゃんと暮らしてとかもいろいろしとっ

てんけど、実家には帰ってなくて、で、まー付き合ったから、そのー3 年生の春くら

いから、彼女んち泊まって、そんで、同棲して、でー、お姉のことがあって、おか

んのことがあって、で、自分がカミングアウトして、お父さんの態度が変わったの

かなーって。で、おねえちゃんと喧嘩したときとかも、なんか気持ち悪いとか言わ

れたりして、大喧嘩したりしてとかはあったけど、そういうのもあったね、そうい

えば。でも、まー親はそんなことないって言ってたけどね。 

筆：え、じゃあお父さんも結構平気だったんですか？平気って言うか・・・ 

B：んーでもめっちゃ殴り合い、殴り合いではないけど、掴み合いの喧嘩して、ほんと

きに、そんなことは思ってないっていってたけど、でも、多少は思うでしょ。でも、

まーこんなんだからさ、男欲しがってたからさ、いいやん、みたいなさ、男欲しく

て、こんなんでてきたんだからさ、感謝せーやんって。女出てくると思ったら男み
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たいなんでてきたって。 

 

筆者は「まーこんなんだからさ、男欲しがってたからさ、いいやん、みたいなさ、男欲

しくて、こんなんでてきたんだからさ、感謝せーやんって。女出てくると思ったら男みた

いなんでてきたって。」と笑いながら語っていた B さんが印象的であった。 

 

(e)恋愛について 

 初恋は 4～5 歳頃だそうだ。同じ保育所の女の子で、そこからずっと好きになるのは女の

子であるという。幼い初恋について、以下、筆者とのやり取りである。幼い頃から女の子

が好きだった B さんは特に悩むことはなかった。女の子だから男の子だからではなく、そ

の人が好きという感覚であった。 

 

筆：最初に好きになったのっていつなんですか？  

B：保育所の 4 歳とか 5 歳とか？女の子ね。そっからだね、女の子は。好きになんのは

ね。 

筆：なんか、普通っていうとあれだけど、だいたい好きになるのって異性じゃないで

すか。で、自分女の子だし、好きになるのも女の子だしーみたいななんか違和感み

たいのって 

B：悩まなかったんだよね。だってわかんないもん。だってその人が好きだし。みんな

言うけどその人がすきだから好きっていう感覚だから。自分の中で。女の子だから

好きとか、男の子だから好きとかじゃなくて、好きになるのがその人ってだけであ

って。 

筆：小さいときからそうだったんですか？ 

B：うん、その子は年下やったんやけど、4 歳のときの 3 歳とか 2 歳とかやけどね。笑 

筆：でも違和感ないってすごいですね。 

B：でも他の子がその子をかわいがってたらやきもちやくしみたいな。あとから考えた

らそうやったんやろうなって思う。なんか、自分の恋愛対象は基本的には女の人。 

筆：でもそれに対して悩まなかったってすごい。悩みそうなのに。 

B：悩む人は悩むんだろうね。自分はかなり楽天家なのと、まーこんなんやから。傍か

ら見たら子供が子供をかわいがってるだけに写るかもしれないし。 

 

 B 氏は中学生のときと高校生のときの 2 度、男性との交際経験がある。恋愛対象が女性

であるにも関わらず、男性と交際したことがあるのはなぜか尋ねると“付き合う”ってこ

とへの憧れだったという。 

 

筆：え、どっちでも平気なんですか？ 
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B：うーん、けど、しんどくてさ、自分がこうしてあげたいのを自分がされてるのがし

んどくて、なんかね、やぱりねー、苦しいのよ、緊張して、手汗やばいのよ、中学

校のときも付き合ってんのよ、一回。 

筆：え、男の子と？ 

（中略） 

B：はじめてしゃべったヤツに初めて告白されて、若干まー3 年生最後でみんな付き合

いたいブームでだったらしいんだけど、自分関係なくバスケしてたからさ、で、付

き合ってくださいって言われたから、はいって言って。 

筆：へー 

B：簡単やで、自分と付き合うの。言われれば誰とでも付き合うから。 

筆：男の子と付き合うのに抵抗なかったんですか？ 

B：んー憧れ？付き合ってみるってことへの憧れ？ 

もう、“付き合ってるってこと”への。 

B：うん。憧れ。 

 

B さんは男の子と付き合うことへの抵抗はなかったという。しかし自分がセーラー服を着

て、相手の男の子と手を繋いで一緒に帰宅するということが辛かったという。そして、B さ

んは中学生の頃から男の子みたいな感じだったのにも関わらず、「付き合って」と言ってく

る男の子がいるなんて、変な子もいるんだと感じていたと以下のように語った。 

 

筆：じゃあ抵抗はない？ 

B：なーんもないよ、 

筆：手は繋いだ？ 

B：んー手は中学のときの子と繋がされた。カップルで帰りましょう的な。 

筆：中学校ありますよね。 

B：セーラー服で。 

筆：セーラー服だったんですか？ 

B：もうそれがしんどくてしんどくて、女友達とおるほうが楽しかったし、で、一ヶ月？

二ヶ月？頑張ったんかな？ 

筆：え、中学校のときって、中学校にいる間、どっちかといったら男の子みたいな感

じだったんですか？ 

B：うん、そやねー。 

筆：それでも付き合ってって言われて付き合った？ 

B：変な人もいるなーって思った、でも全然付き合い方も分からんし女の子好きだし、

ねー。 

筆：そうですよねー 
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B：どうしたらいいかわからなくて 

筆：やっぱり女の子と付き合うときのが楽だったんですか？ 

B：もう全然楽。もう別れてそっこー友達に言ったもん。廊下によびだしてごめんって

いってそっから、嬉しすぎて友達とバレーボールしにいったもん。もうめっちゃ楽

なったーっていって。 

筆：ほんとですか？ 

 

その後、高校生になった B さんは、中学生のときに男の子と付き合って上手くいかなか

ったリベンジで高校でも男の子と交際した。男の子と交際してみて、自分がしてあげたい

ことをされるということは、自分が女の子にされて嬉しいことを演じなければいけないこ

とが苦しかったといい、それ以降男性と交際したことはないと答えた。 

 

B：だからそんときほんとに付き合えないんだなって思った。で、それのリベンジで高

校で。また、しゃべったことない人に告白されてー 

筆：なんでそんなしゃべったこともない人ばっかに。 

B：なんか憧れらしい、憧れられる。 

筆：タメタメ？ 

B：タメタメ。で、何回か連絡とってやり取りして、で、一ヶ月くらいやり取りしたら

自分の中で大丈夫だろうと思ってんけど、いざ付き合ってみたら、もう苦しいねー。 

ははははははは 

B：なにもしてない、手も繋いでない、 

筆：どういう苦しさなんですか？ 

B：え、自分がやってあげたいことを 

筆：あ、自分が女の子にしてあげたいことってこと？ 

B：を自分がされてるってことは、されて嬉しいことをしてあげなきゃいけないって思

って、女っぽくしてなきゃとか、苦しかったよー 

筆：よく付き合ってみようと思いましたね。 

B：どうせだからね。笑 そういうのほんと嫌悪感感じてできない人もいるだろうし、

いまだったら性別関係なく付き合えると思うから、男の人でもいけるかもしれない

けど、やっぱ男はこう見ちゃうんだよね。 

筆：それ以降男の人と付き合ったことはないんですか？ 

B：ない。 

 

 以上のように B さんは恋愛対象が女性であるにも関わらず、男性と交際することに嫌悪

感をいだいていなく、男の人ともまた付き合えるのではないかと思っていた。 
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(f)仕事について 

B さんは、大学卒業後、OL として事務の仕事をしている。筆者の知人の FTM は体力を

要する仕事に就いている人が多くいるため、B さんがいまの仕事を選んだのはなぜかと疑問

に感じた。しかし、B さんは仕事とプライベートを割り切って考え、本来は嫌な制服のスカ

ートも履いていたと以下のように語った。 

 

筆：あ、いまって仕事なにしてるんですか？ 

B：事務事務。OL。  

筆：あ、制服？ 

B：こないだまでスカート履いてた。 

筆：え、そうなんですか？制服の？ 

B：そうそうそうそう。普通の事務服。でもいまは制服変わって、パンツスタイル OK

になったときに、だれもパンツスタイルにしないから勝手に一人でスラックスはい

て、なんか中学生みたいになってた。完全に中学生。 

筆：えーなんかそのスカートは履きたくないとかってないんですか？ 

B：お金になるから履く。っていう感覚、自分はね。いやだよ、こんなん履くかよーっ

て思うけど、でもそれがお金になるんだったらなんぼでも我慢しますよっていう。

それは、自分が選んだ道だからね。なんか最初はほんと運送会社とかやりたかった

けど、かっこいいやん、でも、就職課の行ったときに、ああいうところいったら次

ないから絶対ちゃんとしたとこ入ったほうがいいって言われたときに、自分結構将

来見る感じのタイプだったから、結婚結婚言うから。 

（中略） 

B：自分が我慢して、我慢って言うか、それもありって思えばいいやんって思えばいい

って思ったから、だからちゃんとして安定して、仕事はお金を稼ぐため。 

筆：別なんですね、もう。 

B：仕事に感情入れる気もしないし、自分が大事なのはプライベートの時間って割り切

ってるから、別に制服着ていようがなにしようが、かわいいっしょ？っていっとき

ゃいいし。 

筆：え、その頭で着てたんですか？ 

B：こんなんじゃないけど、ほんと着てたよ、1 年前までは。 

 

 筆者の知人の FTM には絶対にスカートを履きたくないと考えたり、男性と同じような体

力仕事を行いたいと考える人がいるなかで、B さんは仕事とプライベートを割り切って考え

将来のために我慢をして働いている。 

 

(g)胸切除手術をしたときの話 
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 B さんが胸を取ったのは 2012 年の 12 月である。この 1 年くらい前から胸を切除するこ

とを考えていた。大阪出身の B さんは就職のためひとりで東京に出てきてからすぐに、新

宿にナベシャツ8を買いに行った。ブラジャーの代わりに着用するが、胸が大きかったため

そんなにきれいには潰れなかった。胸を潰すことによって、痛くはないが慣れるまでは苦

しかった。胸の形が悪くなると手術するのが大変になると聞いていたため、早く手術した

かった。手術を行うことに関して、母と姉、交際していた C さん、ソフトボールチームの

コーチ 1 人、会社の仲の良い 1 人だけが知っていたという。 

B さんはタイでの手術も考えたが、日本の病院でカウンセリングと手術を行った。胸を取

ることに対して B さんの母は大変ショックを受け、父には縁を切ると言われたそうだが、

母の協力の下、胸切除を行ったということを以下のように語った。 

 

B：胸の形悪くなったら手術するの大変になるって聞いたことあったから、本かなんか

で、で、早くやりたかってん、肌が若いうちにーって、でまー、タイも考えたし、

でもとりあえず日本の病院にカウンセリングにいこーと思って、で、カウンセリン

グがてら行ったら、いつやるんですかみたいな感じで入られて、え、そんな適当な

んですか？適当って言うか、めっちゃ脅されて、ほんとに取るの？みたいな、で、

海外でやろうと思ってるんですけどって言ったら、「よくいるんだよね、そうやって

海外でやってぐちゃぐちゃになって帰ってきて、形整えてくださいって人」って、

めっちゃ怖い人でさ、先生が、親には言ってんの？って、いやまだ言ってないです

って、親の承諾書いるからね、だいたいいつくらいにやりたいの？って感じでめっ

ちゃ怖くて、めっちゃ萎えて、吐きそうになって、D ちゃんに一緒に付いてきても

らったんだけど、「あー、結構大きいからなーそんなきれいにはならないかもなー」

って言われて、で、もーどうしよーってなって、でも、親の承認ないと無理って言

われたからさ、親に連絡して、おかんに電話して、めっちゃショック受けてて、で

もそういうことやからって切って、そんでおとんには、手紙書いて、また勝手に分

かってくれるだろうって程で言って、そしたらお父さんアウトだったから、それは。 

筆：取るのはもう 

B：だめ。だめっていうか、そしたらもう家族じゃないって、もう縁切るって、縁切る

っていうか会いたければ外であって来い、お前らは、みたいなんをおかんに言って、

で、お母さん悩んでて、で、そーゆーのがちょっと続いたんかな、当分、連絡取っ

                                                   
8胸を平らにすることを目的に作られた衣服または体型補正用の下着のこと。 

胸を押さえる効果があっても、スポーツブラや胸を小さく見せるブラジャーなどはナベシャツとは呼ばれ

ず、より胸が平らになり、胸が無いように見せる効果がある衣類のことを「ナベシャツ」と呼ぶ。 

ナベシャツという呼び方以外にも、マスキュリン、なべシャツ・トラシャツ・Ｎシャツ・ペタシャツなど、

メーカーごとに様々な名称で販売されており、形状や構造も様々なものがある。 
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てなかったけど、その間、うちのお母さんが、まーいろんな人に相談して、だから

みんな知ってんの、自分のこと。自分の知らない周りのおばちゃんたちみんな自分

の体のこと知ってんの。ま、いろんな人に相談して、こうこうこう思うよ、って、

でお母さんの中でいろんな話を聞いたからって、最終的に出してくれた結論が、ま、

父親に体見られるのなんて死んだときくらいやん、そしたらもう何も言えないし、

まー・・・体見られないし、まー・・・ 

そのおかんがめっちゃおしゃべりやけど、黙っとけば、苦しいけど、それをすれば

あんたが、苦しんで生き続けなくてすむし、お父さんが、取ったって事実を知らな

くてす むから、頑張って黙っとくわ！って言って。サインやったら、責任取るか

ら D ちゃんに書いてもらってって。 

筆：じゃあお父さんは知らないんですか？ 

B：うん、程でいる。たぶん。 

 

B さんは C さんと行った病院ではなく、姉がついてきてくれた病院で手術を受けること

を決めた。B さんが受けたカウンセリングとは性同一性障害という病気で捉えたガイドライ

ンに沿ったものではなく、手術前のカウンセリングであり、美容整形として捉えた胸切除

である。B さん曰く美容整形として胸切除をする FTM は多いという。 

 

B：そこでそこの、病院、カウンセリング受けたとこでやろうかなーって考えたときに、

もう一個くらい行こうってなって、そしたらお姉ちゃんがついてきてくれて、こっ

ちに出てきて、もう一個の六本木の病院行ったら、あー大丈夫っしょー見たいな感

じで、またこっちも軽いねんけど、こっちのが先生かっこいいし、なんかすごい大

丈夫大丈夫って、別に承諾書もいらないし、できるよーって。形もそんなに悪くな

らないでしょうみたいな感じだったから、そっちのが安心したし、お姉ちゃんも見

てるほうだったから、そっちでやりーってなって、で、そっからは決めんの早かっ

たかな。 

筆：そのカウンセリングって、治療に入る前のそうですっていうカウンセリングなん

ですか？ 

B：ううん、FTM とかのカウンセリングはしてない、 

筆：あ、してないんですか？ 

B：美容整形やから。まーそっちでやったほうがよかったんやろうけど、なんか自分病

院でやると汚くなるってイメージがあって、でさ、そんな休みも取れないし、3 日く

らいで復帰したからさ、会社にも、普通の連休と 1 日休んで、カウンセリングして

るような時間もないし、 

筆：でもそうやってカウンセリングしなきゃいけないっていう・・・ 

B：ガイドラインでしょ？ 
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筆：そうそう、あるじゃないですか、ちゃんとこういう精神科の治療受けてって。 

B：まー病気として捉えたらね、自分は病気として捉えずに、美容整形っていう枠で行

ったから。 

筆：じゃあそういう人たちもいるってことですよね？ 

B：めーっちゃ多いよ、 

筆：もう病院を介さず美容整形として取っちゃうって。 

B：そうそうそうそう、ただ保険はきかないけどね、実費。 

（中略） 

筆：いくらくらいしたんですか？ 

B：100 万、 

筆：まじか、すげー 

B：しましたねー 

 

筆者は B さんが切除した胸を取ったときに、どのような気持ちであったのか質問したと

ころ、嬉しかったがあっけなかったと答えた。また、手術時間についても教えてくれた。 

 

筆：やっぱ取ったときって、取ったのみたときってー 

B：あ、やったーって思った。めっちゃ嬉しかった。テンション高すぎて、牛丼とファ

ミチキ買って、なんかめっちゃ食った、調子のって食うとった、嬉しかったで、で

もあっけなかったよ、なんかかわんないし、別に何も、前と。 

筆：手術ってどんくらいかかるんですか？ 

B：4 時間、5 時間。自分長かったから 4，5 時間かかった、胸が大きかったし、で、手

術終わって、別にそのまま。 

筆：入院？ 

B：入院じゃない、 

筆：帰るんですか？ 

B：うん、帰るけど、次の日また通してる管あったから行けなかったけど、 

筆：痛かったですか？ 

B：麻酔かかってるからね、まーでも動けたけど、でまーちょうどクリスマスのときに

六本木でやって、で、六本木のホテル泊まって、一日泊まって、次の日また病院い

って、それで、次の次の日もう会社行って、それもちゃんとソフトボールの時期考

えて、オフになった瞬間やったから。 

 

切除後の胸の状態を聞くと、皮膚が下がったり腫れたりしたという。筋肉をつけようと

思ったこともあると以下のように答えた。 

 



34 

 

B：陥没してたからね、あるものなくなったからね、皮膚がさがるやんか、さがったり

腫れたりいろいろするけど、 

筆：いまはもう普通？ 

B：若干たるんでる。幼児体系、筋肉つけなきゃって思ったけど。 

筆：筋肉付くんですか？ 

B：筋トレしたらあがると思うけど、なんもしてないからさ、やろうと思ってたんだけ

どさ、めんどくさくてできないんだよ、なんかどうでもよくなっちゃった。取った

からいいやーって。 

 

 以上のように B さんは、手術をし、胸がなくなったのをみて大変嬉しく「やったー」と

思ったにも関わらず、その後「でもあっけなかったよ、なんかかわんないし、別に何も、

前と。」と言い、胸を取る前と何も変わらないと言った。 

 

(h)今後の治療予定 

 B さんに名前を変えたいと思うか質問したところ「奏ちゃんがいい」と答えた。また今後

戸籍をかえるつもりはないのか質問したところ、「ない、そんなところにお金使いたくない

し、そんなことしたら仕事できなくなるでしょ」と答えていた。性別適合手術やホルモン

注射について聞くと「もうこれでいい。十分。」と答え、親が悲しむのでそれはしないと言

っていた。 

 

2-4 B さんの元パートナーD さんの場合―FTM はひとつの個性― 

(a)D さんのプロフィール 

 年齢：27 歳会社員 

性別：女                          性的指向：男/女 

 社会人。中学生のときに男性と交際。社会人になってから B さんを含め 3 人の FTM と

交際する。B さんと別れた現在、男性と交際している。 

 

(b)友人や親への報告 

 まず、D さんに、友人にFTM のパートナーのことを紹介したことがあるかと質問をした

ところ、D さんのソフトボールの実業団に入団していたときの仲の良い友人と同じ中学校

だった友人の 2 人には言っているという。しかし、一番仲の良い友人には言えなかったと

言い、理由を尋ねると「（普通の男性ではないということに）全否定な子だったっていうの

もあるし、なんか言えなかった」と言っていた。 

 

(c)これまでの恋愛について 

 D さんは中学生のときに 1 人の男性、社会人になってから 1 人の男性と交際していた。
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その後、21 歳のとき元々実業団の先輩の恋人であった 23 歳くらいのとき FTM と 2 年ほど

交際した。25 歳くらいのときにも FTM と 3 年ほど交際していた。D さんに誰と付き合っ

ても長く交際しているのかと尋ねると、「付き合うってなったら長い人、遊ぶってなったら

遊ぶ人。ちゃんと付き合うってなる人はそっち（FTM）なの。でも遊ぶ人は普通の男の人。」

と言っていた。 

 

(d)パートナー（FTM）のことをどう考えているのか 

筆者は、D さんに最初に FTM と交際をするとき抵抗などはなかったのか尋ねると、D さ

んは実業団時代の友人が FTM だったため、その人の中身をみてあげようと思っていたと言

い、抵抗はなかったと以下のように答えた。 

 

筆：D さん抵抗あった人（交際することに対して）？ 

D：ないんだよ、N ちゃん（実業団時代からの友人）みてたからさー、なんか認め・・・

なんか 1 番近くで、一緒にいる子がそういう子で仲良くて、全否定だったら絶対仲

良くしてないじゃん、そういう子だったら、でもわかってあげようっと話聞いてた

し、そういう人もいるんだなーって、って思ったら、なんかむしろ中身をみてあげ

なきゃって思って、 

筆：あー 

D：なんかもうなんでも来いって、なんかもう人としてって 

筆：なんかあたし小学校のときからの子がそうだったから、そういう子に対して嫌だ

っていう気持ちはまったくないんですよ、 

D：それと一緒だよ、 

筆：ただ付き合うってなったとき、つきあうっていうか、そうなったとき認められな

いっていうか、なんか自分の中で 

D：葛藤することがある感じ？ 

筆：うんー。なんかどんな気持ちだったんだろうーって、どうなんですかね？一回付

き合っちゃえばそのあと怖くなさそうなんですけど、最初がね、 

D：最初はー、大丈夫かなって思ってたけど、それ以上に、どきどきとかときめきとか

のが大きくなってて、そんなに？そんなにしてくれる？みたいな、経験もそんなに

ないし、付き合うのがね、2 人くらいしかいないなかで、よくしてくれたわけですよ、

過去の男性陣よりもね、エスコートっぷりとか、になってしまうと、もうすごいよ

ね、よいしょよいしょって感じ、になってしまうと好きってなっちゃいますよね、

って考えると全然抵抗なかった。 

 

またパートナーを選ぶ際に男としてみているか女としてみているのか尋ねた。D さんが

パートナーを選ぶ基準は男/女ではなく、自分が一緒にいたい、支えてあげたいと思えるこ
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とである。その人の個性をカテゴリーにはめたくないと以下のように語った。 

 

D：あたしの中で、そういう基準でみてないから、相手を選ぶときにね、この人なら一

緒にいれる、とか、この人と一緒にいたいとか、支えてあげたいなって思える人と

付き合ってきたつもりだし、結果支えただけ、（過去に付き合っていた FTM の）T

にしろ M さんにしろだめにしてしまった、わけだから、ダメにしたっていうかー、 

筆：でもそれは向こうの責任もあるんじゃないんですか？ 

D：向こうの責任でもあるから、あたしが背負っちゃいけないんだけど、でも自分の中

でもっとこうしてあげたらよかったなーっていう選択肢を狭めてしまったから、そ

れをしてしまったことは申し訳ないって思ってる、でも結果選んだのはお前でしょ

って、そこはなんか残念だなって思うけど、トータル的に見てあたしは、後悔して

る？っていわれたら誰一人後悔してないから、遊んだ人は後悔してるけど、チャラ

チャラしてちゃだめだなーって思って、でも結局、そういうのでいろんな人を知っ

てるわけだから、まー、人としてはいいかなーって思う、どんなタイプだろうと、T

みたいに全部を変えたいってタイプもいれば、M さんみたいに、ブーブー言ってる

だけとか、B みたいに、なんかこいつよくわかんねーなーお前みたいなヤツも、どん

なタイプでもその子がそういう信念を持って生きているなら構わないんだけど、た

だその子の個性なわけじゃん、それが、それを、そういうカテゴリーにわけるって

いうのは、個性を、なんていうか、はめ込んでるだけじゃない？って、あたしはそ

れが好きじゃない、だけど別にそれを、レポートに書くってなったらはめ込まなき

ゃいけないかもしれないし、それがすべてじゃないっていうのはわかってもらいた

いなーって、いろんなタイプがあるし。 

 

 以上のように、D さんは交際相手を選ぶ際、性別ではなくこの人と一緒にいたい、支え

てあげたいという気持ちを大切にしていた。性別は関係ないといい、その人の個性を大事

にしている。FTM というカテゴリーがすべてではないということをわかってほしいと言わ

れたことが印象に残った。 

 

(e)性行為について 

D さんが初めて FTM パートナーとキスや性行為を行ったのは T さんである。キスをする

ことには抵抗はなかったという。初めて SEX をするときには自分と同じ造りの体を触るこ

とや触られることに抵抗があり、「上（胸）はいいんだけど、まーよくないんだけど、下（性

器）がね、うーんって感じ」と答え、体を全部許すのに半年ほどかかったという。しかし、

一回許してしまえば次からはもう抵抗はなかったと答えた。 

 

(f)将来について 
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B さんを含めこれまでの FTM パートナーの交際している際、結婚を考えたことはあるか

質問したところ、B さんはこれまでのパートナーとの間で結婚の話は出たと言う。しかし、

戸籍を変えなければ日本では結婚はできないため、海外に行くということを考えていたの

かと尋ねた。すると、「カナダでできるんだよね」と言い、「いつかは行けたらいいなーっ

て思ってたけど、そこまでしなくても、ちょっと健気かも知れないけど、その届出に提出

はできないけど、判を押して名前とか書いて持っとけたら一番幸せだったよね」と答えた。 

 

 

Ⅴ 考察 

 

 

1 当事者のライフヒストリーとジェンダー― 

 

A さんと B さんはともに小中学生の頃自分のことを名前で呼べなかった。「俺」と呼んで

いた A さんに対し、B さんは「ん、ん、ん」と言っていた。本来男であるはずの自分のこ

とを女の子の名前で呼ぶことを二人とも無意識のうちに抵抗していたのではないかと考え

る。また、A さんは女の子のキャピキャピ感が苦手で中学生のときに徐々に孤立していった

と言っていたのに対して、B さんは女友達といるほうが楽だったと述べていた。Ⅲ章で検討

した FTM の手記には、幼い頃「男の子とばかり遊んでいた」と述べられているものが多く

あった。また、佐倉［2006］の研究でも「男の子とばかり遊んでいた」「女の子の集団に入

るのが苦手」という語りが取り上げられていた。しかし、B さんは文献や A さんとは違い

女友達といるほうが楽だと答えた。性自認が男性である FTM の多くが、女性集団より男性

集団といることを望むなかで、B さんのように男性集団よりも女性集団に所属しているほう

が楽であると感じる人がいることがわかった。 

 また、A さんと B さんには、FTM である三峰［2008］、虎井［2003］、安藤［2002］が

それぞれ指摘したような、性自認と身体の違和があったということが分かった。脳は男性

でも女性の体で生まれたことで、スカートを履かされること、生理がくること、胸が膨ら

むことなど男性にはありえないようなことが嫌であったという。しかし B さんは成長期の

身体の変化に嫌悪感はあったものの、自分自身を「楽天家だから」「自分は自分だから」と

言って悩まなかったと言った。これは文献では述べられていなかった。 

A さんと B さんが性同一性障害であると確信したのは共に大学入学後であったが、確信

したきっかけはまったく違うものであった。A さんは高校生の頃から自分は性同一性障害な

のではないかと感じていた。女子大学入学後に自分と同じ雰囲気の人たちをみたことによ

って、性同一性障害についてインターネットで自ら詳しく調べ、確信が持てたと言った。

しかし、B さんは自分が FTM と確信したのは大学の倫理学の授業で講師としてきたいわゆ

る「オカマ」の方の話を聞いてからである。インタビューのなかで何度も、「自分は楽観的
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である」、「自分は自分だった」といい特に悩むことがなかったという B さんは、それまで

は自分が性同一性障害であるという意識がなかったという。 

今後の治療予定については、まだ身体状況に変化のない A さんは、将来的には乳房切除・

ホルモン注射・性別適合手術をし、戸籍も変えたいと話していた。対して、乳房切除のみ

行った B さんは、胸を取れただけで十分だといい、他の治療をする予定も戸籍を変える予

定もないという。A さんの方が男性の身体へのこだわりが強かった。 

佐倉［2006］は外見を整えないかぎり、希望の性別での生活は不可能であり、これがト

ランスジェンダーを“外見を反対の性別のものにして、パスをめざす”ことに向かわせて

いると述べている。今回インタビューした FTM2 名もメンズブランドの洋服を着て、髪型

は短い。さらに本来あるはずの胸をナベシャツで潰していたり、切除手術を行ったことに

よっても外見は男性である。パートナーと一緒にいるところをみると、男性女性のカップ

ルに見える。A さんも、そして大学の講義でやっと自分が性同一性障害であることを意識し

特に悩むことがなかったと言ったBさんも、身体は女性でも外見と気持ちは男性であった。 

では、そのような当事者を周囲はどのように捉えていたのであろうか。筆者は A さんと

は 13 年来の付き合いがあるが、中学生のときに男の子のような女の子であると捉えられて

いた A さんが、女の子が好きということを筆者を含む一部の友人は「自然に」、また「当然

のこととして」受け入れてきた。A さんに大学 3 年生のときにカミングアウトされたあと

は、筆者も一部の友人も A さんのことを男とも女ともみておらず、「A さんは A さん」とい

う見方をしてきた。また、B さんとは筆者は大学入学以来 2 年の付き合いだが、初めて会

ったときに、B さんのことを FTM なのかもしれないと感じたため、身体は女性であっても

はじめから女性としてみておらず、男性であるともみていなかった。それは現在も変わら

ない。 

 以上から、当事者である A さんと B さんは身体は女性でも外見と気持ちは男性であった

が、周囲の友人は二人を「男でもなく女でもない」、つまり、ジェンダーを超えた個人とし

て捉えていた。 

 

2 恋愛やパートナーとの関係にみるセクシャリティ 

 

 次に、恋愛やパートナーとの関係という、セクシャリティに関わる領域において、「男」

と「女」であることはどのように捉えられているのであろうか。 

A さんは、小学生の頃は自分は女が好きであるという気持ちを隠していた。女の子が好き

ということについて「自分は男が好きだと思いたかった、自分はおかしいんじゃないか」

という気持ちがあったという。中学生のときに友人に女の子が好きであることを告白し、

筆者を含む一部の友人は A さんの性的指向が女であることを認知していた。B さんが女が

好きなことを告白したのは大学に入学してからであったが、高校時代などは言葉にはして

いなかったが、友人の前で好きな女の子と手を繋いでいたりしていたという。そして、B さ
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んは「いままで自分は自分できすぎた」と言っているように、周りとの比較をあまりせず

に女の子が好きということについて特に悩まなかったと言った。恋愛について三峰［2008］

は小学生のころ自分の気持ちを隠すのに必死になり、しまいには学校にも行けなくなった

と述べているのとは対照的である。 

では、パートナーのC さんと D さんは、A さんとB さんをどう捉えているのであろうか。 

交際することに対しても、初めての性行為にも抵抗がなかったと言った C さんは、しかし、

「緊張したけど、好きだから触れたいし気持ちよくしてあげたいって気持ちがあって。で

も心が違うから、どうしていいかわからないときもあった」と言った。D さんは自分と同

じ造りの身体を触ること触られることに抵抗があったため、身体のすべてをパートナーに

許すのに半年ほどかかったと言った。C さんも D さんもパートナーの身体が女でも心が男

であることを現在は受け入れているが、違和感を抱きそれを乗り越えたことがわかる。 

 そして、C さんは「身体は今は違うかもしれないけど、その人（A さん）は男だから、

普通の男の人と変わらないと思ったんだ。」とパートナーを男性としてみていた。D さ

んは、パートナーを選ぶ基準を「性別ではなくこの人と一緒にいたい、支えてあげたい

と思う人と付き合ってきた。」とパートナーを一人の人としてみていた。 

宇田川［1997］は、日本において人類学的なセクシャリティの研究は少ないとしな

がら、今後はジェンダー研究よりもセクシャリティ研究に可能性があることを論じてい

る。そして、セクシャリティには二つあるという。一つは、近代における性の欲望が性

器というよりはむしろ生殖器に集中した形で組織されていることからもうかがえるよ

うに、生殖を「自然視」するイデオロギーによって異性愛を強制する性意識として、「生

殖器セクシャリティ」と呼んでいる。もう一つは、男女という性別問題に直接的に関与

することなく、ただ互いに緊張して惹かれあっているという関係からなる領域が存在す

ると述べ、それは自他の性別以前に相手に惹かれるという意識、すなわち「好き」とい

う意識が最優先される性意識として、「好きというセクシャリティ」と呼んでいる。C

さんの場合、A さんを「普通の男の人と変わらない」として「男」として見ているのに

対して、D さんはパートナーと「この人と一緒にいたい」からいると語っていて、これ

は、宇田川のいう「好きというセクシャリティ」であるといえる。D さんはパートナー

である B さんの身体と心のずれによって抱いた違和感を乗り越えて、宇田川［1997］

のいう「好きというセクシュアリティ」に至ったといえる。 

以上から、恋愛やパートナーとの関係というセクシャリティの領域では、当事者であ

る A さんと B さんは身体は女でも、男として女が好きであった。そして、パートナー

である C さんは A さんを男として捉えていたが、D さんは性別を超えた性意識で B さ

んを捉えていた。「男」と「女」という枠組みは、ジェンダーにおいてもセクシャリテ

ィにおいても、当事者よりもそれを受け入れる側が超えているといえる。 
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おわりに 

 

 

 卒業論文を書くにあたって、筆者が小学校からの友人が FTM であることや、そういった

人たちと友人になることが多くあったことから、性同一性障害とはどのようなものなのか、

周囲の人たちにはみせない悩みや葛藤があったのでなないかと疑問に感じたことからこの

テーマを選んだ。何年か前に比べれば、日本では金八先生で上戸彩が FTM を演じていたり、

はるな愛などの活躍によって｢性同一性障害｣の知名度はあがったと思うが、調査をしてい

くと性同一性障害者を取り巻く環境はまだ良いものではないと考えた。国内に存在する当

事者は数万人といわれるなかで、戸籍を変更するための日本の法律は多様な性を認めてい

る他国に比べ審査が厳しいとされているが、厳しい現状は法律などの規則だけではない。

インタビュー調査を通して、異性愛が普通とされている日本で、異性愛の FTM が女性と交

際していることやパートナーが FTM と交際していることに嫌悪感を抱き、まだまだ差別的

な視線を送る人が多くいることがわかった。それはいくら心が「男」でも身体が「女」で

であるためだと感じた。 

 またインタビュー中にBさんが何度も｢悩む人は悩むんだろうね｣、｢その人の性格だから｣

と言っていたように、その人の性格や考え方によって苦悩の重さが全然違うのではないか

と感じた。性同一性障害、FTM という大きなカテゴリーでみれば A さんも B さんも当ては

まるが、本当はもっと細分化されており、人によって周囲の環境や将来像、考え方、性格

などが全く違うということがわかった。それはパートナーの C さんが語ったように FTM で

あるということは、ひとつの個性であるということだ。その個性を受け入れることが大切

であり、周囲の人も知らなければいけない部分であると考える。 

筆者は今回の調査から自身や周囲の友人が、自分たちの気付かないうちにジェンダーを

超えていたということに驚いた。周りに性同一性障害の人などがいない友人には、「男/女ど

ちらとも見ていない」という感覚はまだ理解されないことが多い。しかし、まだ理解でき

ない人たちも、実際に性同一性障害の人に触れ関係を築ければ、ジェンダーを越えること

は可能であると感じた。 

インタビュー調査を通して、様々な考え方や感じ方に触れることができた。そして今回

協力していただいた FTM2 名、パートナー2 名だけでなく、もっと多くの人に話を聞いて

みたいと感じた。調査を行った結果、より多くの性同一性障害者が本来の自分で生活でき

る日が早く訪れることを強く願う。 

最後に、友人であるとはいえデリケートな問題に対し、フランクに質問に答えてくださ

った、A さん、B さん、C さん、D さん、そして本論執筆にあたりテーマ決めから提出直前

まで熱心にご指導してくださった山本須美子先生に深く感謝したい。 

 

 



41 

 

参考文献 

 

 

書籍・文献 

東優子(2013)『よくわかるジェンダースタディーズ―人文社会科学から自然科学まで―』

木村涼子、伊田久美子、熊安貴美江（編）、162-163頁 ミネルヴァ書房。 

安藤大将(2002)『スカートをはいた少年 こうして私はボクになった』ブクッマン社。 

宇田川妙子(1997)「8 セクシャリティの人類学の可能性」『岩波講座 文化人類学 第 4巻

個からする社会展望』青木保、内堀基光、梶原景昭、小松和彦、清水昭俊、中

林伸浩、福井勝義、船曳建夫、山下晋司(編)、257-286頁、岩波書店。 

上川あや(2007)『変えていく勇気―「性同一性障害」の私から―』岩波新書。 

佐倉智美(2002)『女が少年だったころ ある性同一性障害の少年時代』作品社。 

佐倉智美(2006)『性同一性障害の社会学』現代書館。 

鶴田幸恵(2009)『性同一性障害のエスノグラフィ―性現象の社会学―』ハーベスト社。 

土肥いつき（2006）「第二部第Ⅱ章 性同一性障害とは何か」、「第二部第Ⅲ章 GID の人たち

をとりまく環境」、「第二部第Ⅳ章 GIDをめぐる法的諸問題」、セクシュアルマイ

ノリティ教職ネットワーク編『第 2 版セクシュアルマイノリティ』84-138 頁、

明石書店。 

虎井まさ衛(2003)『男の戸籍をください』毎日新聞社。 

水間百合子(2006)『女に生まれて男で生きて 女子サッカー元日本代表エースストライカー

と性同一性障害』河出書房新社。 

三峰有生(2008)『14歳のカミングアウト 性同一性障害を乗り越えて』ポプラ社。 

宮崎留美子（2006）「第二部第Ⅰ章 心の性」、「第二部Ⅴ章性別二元性を越えて」、セクシュ

アルマイノリティ教職ネットワーク編『第 2版セクシュアルマイノリティ』62-83

頁、130-138頁、明石書店。 

好井裕明(2010)『セクシュアリティの多様性と排除』明石書店。 

山口佐和子(2010）『女性学入門―ジェンダーで社会と人生を考える―』杉本貴代栄（編）、

195-206頁、ミネルヴァ書房。 

 

ウェブサイト 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html (2013年 1月 6日閲覧) 

性同一性障害の用語集 

http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm (2013年 12月 10日閲覧) 

FlatReviseホームページ 

http://growth-sys.jp/fr/index.html (2013年 12月 10日閲覧) 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html
http://www.nurs.or.jp/~sug/kozue/jargon.htm　(2013


42 

 

NPO法人 GIDmediaホームページ 

http://gidmedia.org/glossary/#11 (2013年 12月 12日閲覧) 

http://gidmedia.org/glossary/#11

