
DSDs（性分化疾患︓体の性の様々な発達）
ネクスDSDジャパン︓⽇本性分化疾患患者家族会連絡会 ヨ ヘイル

第17回京都府私⽴中学⾼等学校教育研究⼤会（2018/10/28）
1

ネクスDSDジャパン nexdsd.com/ 

• 性分化疾患についての正確な情報の提供
（⇒オランダSCP報告書）

（cf.「性の多様性」⇔HIVの正確な情報）

• 欧米の性分化疾患各種患者会の情報を
提供することで、日本の性分化疾患の
各体の状態に応じた患者会の設⽴・活
動を促す

• ⼦育て上の情報（不正確な情報ばかり
で、正確な情報がほとんど無い状況）

• 患者・家族の方をエンパワメントでき
る当事者・家族の皆さんの体験談
「あなたはひとりじゃない」

• AIS-DSDサポートグループ，CAHサ
ポートグループ等と，日本性分化疾患患
者家族会連絡会を形成。

5

「私たちは、男性か？女性か？以前に、
ひとりの人間です」

という⾔葉の意味
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DSDs（体の性の様々な発達︓性分化疾患）
とは何か︖
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「男らしさ」・「⼥らしさ」とは︖

⇒男性・⼥性に対する「社会的固定観念」
しかし実際には，いろいろな男性・いろいろな⼥性がいる。

男 性
・強い
・しっかりしている
・泣かない
・父性
・⻘・⿊
・体育会系
・電⾞・ロボット
・仮面ライダー

⼥ 性
・優しい
・おしとやか
・よく泣く
・⺟性
・ピンク・赤
・文化系
・人形遊び
・プリキュア
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では、「体」は、男であるためには︖⼥であるためには︖

実は「体」にも，「こうでなければ（⼗分な）男性・⼥性とは⾔えない」
という社会⽣物学的固定観念があります。
ですが現在では，（性⾃認の話ではなく，）⼥性にも男性にも様々な体の状態
があることが分かっています。

男性
・染色体＝XY
・内性器＝精巣
・外性器＝ペニス
・出⽣時の⻑さ＝2.5㎝以上
・精子＝有
・ホルモン＝男性ホルモン
・体つき＝がっちり
・声＝低い
・胸＝出ていない
・子どもを産ませられる

⼥性
・染色体＝XX
・内性器＝卵巣・子宮
・外性器＝クリトリス
・出⽣時の⻑さ＝2.5㎝未満
・卵子＝有
・ホルモン＝⼥性ホルモン
・体つき＝ふくよか
・声＝高い
・胸＝出ている
・子どもを産める
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現在では、染色体・遺伝子・性腺の状態・ホルモン値等を厳密
に調べ、CAH・尿道下裂等様々な体の状態像を特定した上で、
男性か⼥性かが「判明」するようになっている。

欧米では20年ほど前までは、DSDsを持って⽣まれた赤ちゃんに
ついて、ペニス／クリトリスの大きさで、性別が「割り振り」
されていた。
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• Disorders of Sex Development
（性分化疾患）

• 「染色体、性腺、もしくは解剖学的に体の
性の発達が先天的に非定型的である状態」

• すなわち「染色体の構成や，性腺の種類，
内性器の有無、外性器の形状・サイズ、性
ホルモンの産生などが、一般的に男性なら
ばこういう体の構造のはず・⼥性ならばこ
ういう体の構造のはずとされている体の状
態とは、先天的に一部異なる発達をした体
の状態」

DSDs（体の性の様々な発達︓性分化疾患）とは︖

男性
・染色体＝XY
・性腺＝精巣
・内性器＝前⽴腺
・外性器＝ペニス
・⻑さ＝2.5㎝以上
・精⼦＝有
・テストステロン

⼥性
・染色体＝XX
・性腺＝卵巣・
・内性器＝⼦宮
・外性器＝クリトリス
・⻑さ＝2.5㎝未満
・卵⼦＝有
・エストロゲン

「男性・⼥性ならばこういう体の構造で
あるはず」という社会⽣物学的固定観念

性⾃認・性的指向（LGBT）とは異なる

• 最近は，Differences of Sex Development（体の性の様々な発達︓DSDs）とも呼ばれ
ている。
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• 患者家族会・サポートグループレ
ベルでは，8〜９つほどのグルー
プに分かれる。

• 「ASEAN」程度の連合。
（相互交流は基本的になく，それぞれに独
⽴した運営。インドネシアの⼈に「アセア
ン⼈ですか︖」と聞いても「︖︖」と思わ
れるのと同じ）

• 患者家族会レベルでは，「イン
ターセックス」はもちろん「性分
化疾患」という用語も使われてい
るところは限られていて，
「AIS」や「CAH」，「ターナー
症候群」など各体の状態名が使わ
れている。

DSDsは包括用語でしかありません。

MRKH
⼥性

尿道下裂
男性

CAH
⼥性

AIS⼥性等
のDSDs

ターナー
⼥性

X･Y染色体
バリエーション

総排泄腔外反症
総排泄腔遺残症

性腺機能
低下症

その他の
DSDs
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様々なDSDs
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出⽣時に判明するDSDs
性別の判定に然るべき検査が必要となるサイズや形状の外性器
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相同器官（そうどうきかん）

• ペニスとクリトリス
• 陰嚢と陰唇
• 精巣と卵巣

これらは胎児期初期では元々同じもの

性ホルモン
男性でも⼥性ホルモンはある
⼥性でも男性ホルモンはある
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XX⼥児の場合、クリトリスの肥大化が⾒られる。
XX⼥児の場合、内性器は全て⼥性で、妊娠も可能。
男性ホルモンの過剰分泌の他にも、様々なホルモン異常
があり、塩基喪失・低ナトリウム血症などの副腎ショッ
クが引き起こされ、緊急の医学的介入と決められた服薬
が必要になる。

検査の上⼥性であることが判明する。男の⼦っぽく活動
的な場合もある。しかしその大多数は、通常の活動的な
⼥性と同様に性⾃認は⼥性。
命にかかわる状態のため，現在，日本ではマススクリー
ニングが⾏われている。

副腎の異常によるアンドロゲンの過剰分泌により引き起こされる

先天性副腎皮質過形成（CAH）の21水酸化酵素欠損症
生まれた時に判明するDSDs
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それぞれの体の状態に応じたサポートグルー
プ

CAHを持つ⼥の子・⼥性
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尿道下裂の状態で⽣まれた男の子・男性

尿道⼝の位置がペニスの先端ではなく、途中に開いた状態
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総排泄腔外反症

• 膀胱器官や内性器、排泄器官がむ
き出しになって生まれる状態。

• 緊急の手術が必要となる。
• ⾒た目では男児か⼥児かが分から

ないため、検査が必要になる。

生まれた時に判明するDSDs

総排泄腔遺残症

• ⼥児のみの体の状態。膣⼝・尿道
⼝・肛門が未分化な総排泄腔のまま
で生まれてくる。

• 排便や排尿ができず、肛門・尿道・
膣を形成する手術が必要となる。

21



それぞれの体の状態に応じたサポートグルー
プ

総排泄腔・膀胱外反症で⽣まれた男性・⼥性
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生まれた時に判明するDSDs

性別の判定に然るべき検査が必要な外性器のサイズ・形状で⽣まれる赤ちゃん

• その他に，混合性性腺異形成（MGD），部分型アンドロゲン
不応症，5α還元酵素Ⅱ型欠損症（５ARD2）・17β水酸化酵
素Ⅲ型欠損症（17βHSD3）男児，13qモノソミー男児，デ
ニス・ドラッシュ症候群男児など様々な状態がある。

• CAH，⾼度尿道下裂などを合わせた非定型的な外性器の状態
で生まれる⾚ちゃん（軽度尿道下裂を除く）は，約4,500〜
5,500人に1人の割合（⽇本では毎年約220人）

• その他，新生児マススクリーニング検査で，リポイド過形成
⼥児（外性器は定型的⼥性型でXY）が判明することも。

ほとんどの子どもは，然るべき検査の上で，大部分が判定され
た性別で違和感なく⽣活している。

Living with intersex/DSD An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD The Netherland Institute for Social Research:2014
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発育不全外性器の状態で⽣まれた
赤ちゃんの現在の診断フローチャート

DSDs様々な体の状態の責任遺伝子

現在の医療体制

人権支援団体も求めるような，然るべき検査の上での性別判定
性分化異常症の管理に関する合意見解：日本小児内分泌学会性分化委員会. 20066
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思春期前後に判明するDSDs
二次性徴や初潮の発来がないことで判明する。
主に⼥性の不妊状態を呈する。
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MRKH（ロキタンスキー症候群）の⼥性たち

先天的に膣や子宮が無い状態で⽣まれる⼥性
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完全型アンドロゲン不応症を持つ⼥性

全くの⼥の子で⽣まれ育つが、無⽉経等で染色体がXY，性腺が精巣であるこ
とが判明する。しかし全くの⼥性で、未発達の子宮が⾒つかることもある。

28

Androgen Insensitivity Syndrome and Klinefelter‘s Syndrome Authors: Milton Diamond, PhD and Linda Ann Watson, Med Published in: Child and Adolescent 
Psychiatric Clinics of North America, 13: 623-640 2004

かつては、「睾丸性⼥性化症」と呼ば
れていた。

細胞のアンドロゲン受容体が全く働か
ないことで、全くの⼥性に生まれ育つ

「あなたは実は男性です」「あなたは
男でも⼥でもありません」「あなたは
中性です」

→「私は⼥性です︕︕」

当事者たちの希望で、「睾丸性⼥性化
症」から、「アンドロゲン不応症」に
名称変更。

告知後のほとんどのCAISを持つ⼥性
の苦悩は、子どもを産めないこと。

告知後の、AISを持つ⼥性の６２％は
⾃殺を考え、２３％は実際に⾃殺⾏動
にでている。

「その頃はまだAISは『睾丸性⼥性化
症』と呼ばれていました。私はこの
名前は嫌いです。まるで私が男の成
りそこないで、全然⼥じゃないよう
に聞こえるからです。」

（AISを持つ⼥性）

完全型アンドロゲン不応症の⼥性たち

AIS-DSD Support Group HP “I'm a woman with male Chromosome”

29 Charmian A. Quigley, MBBS (2009) Disorders of Sex Development:：When to Tell the Patient : http://www.accordalliance.org/wp-content/uploads/2014/11/Quigley-

LWPES_PAS_mini_course_may09_for_Accord.pdf

 「XY・精巣＝男性」という神話
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思春期前後に判明するDSDs

二次性徴や初潮の発来がないことなどで判明する

• その他に，
• ⼥性の場合，スワイヤー症候群⼥性（XY・線条性

腺・⼦宮有する），フレイジャー症候群⼥性
（XY・線条性腺・⼦宮有さない・糸球体腎症），
カルマン症候群などの視床下部・下垂体性性腺機
能低下症（XX・機能不全卵巣・⼦宮を有する）な
ど。

• 男性の場合，カルマン症候群などの視床下部・下
垂体性性腺機能低下症（XY・機能不全精巣）など。

多くは，不妊状態であることに大きなショックを受ける。
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X・Y染色体に関するDSDs
出⽣前診断，⾝体的特徴や不妊治療の段階で判明する。
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X・Y染色体バリエーション

• XXY染色体の男の⼦・男性
…クラインフェルター症候群︓

極端な精⼦減少により不妊状態

• XYY染色体の男の⼦・男性
• XXYY染色体の男の⼦・男性

• XXX染色体の⼥の⼦・⼥性

• 約60〜70％は未判明のままと言われている。

• X・Y染色体は構成数の問題ではなく，Y染色体上のSRY遺伝子が決定因。

34 Printzlau F, Wolstencroft J, Skuse DH（2017）Cognitive, behavioral, and neural consequences of sex chromosome aneuploidy

X・Y染色体バリエーションと発達障害

• X・Y染色体トリソミーでは，⾃閉スペクトラム症・ADHD・限局性学習症が多
くなる。（テトラソミー以上は知的障害も加わる）
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染色体がXひとつの⼥の子・⼥性（未発達卵巣・子宮を有する）。そのほとん
どが、低⾝⻑や二次性徴欠如、不妊の状態にある。

ターナー症候群の⼥の子・⼥性

37

「XX・XY以外は、男でも⼥でもない」
ではないことに注意。

DSDsサポートグループで使われている説明図
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性分化疾患の疾患別の割合（概算）

全⼈⼝の約0.５％。
（日本では約635,000⼈）

ただし，特にX・Y染色体異数の多くは判
明しないまま。

Living with intersex/DSD An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD The Netherland Institute for Social Research:2014
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• 患者家族会・サポートグループレ
ベルでは，8〜９つほどのグルー
プに分かれる。

• 「ASEAN」程度の連合。
（相互交流は基本的になく，それぞれに独
⽴した運営。インドネシアの⼈に「アセア
ン⼈ですか︖」と聞いても「︖︖」と思わ
れるのと同じ）

• 患者家族会レベルでは，「イン
ターセックス」はもちろん「性分
化疾患」という用語も使われてい
るところは限られていて，
「AIS」や「CAH」，「ターナー
症候群」など各体の状態名が使わ
れている。

DSDsは包括用語でしかありません。

MRKH
⼥性

尿道下裂
男性

CAH
⼥性

AIS⼥性等
のDSDs

ターナー
⼥性

X･Y染色体
バリエーション

総排泄腔外反症
総排泄腔遺残症

性腺機能
低下症

その他の
DSDs
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DSDsを持つ人々と家族の
実際の困難
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⺟は私がXYであること、精巣がある
こと、そして手術を受けなければなら
ないことを私に話しました。それはま
るで悪夢でした。病院に⾏った時と同
じ感情に私はまた襲われました。もっ
とひどくなって。こんなひどい体験は
ありませんでした。⾃分が誰なのか、
何なのかさえ分からなくなるような。

XY染色体を持つ⼥性

診断自体によるトラウマ

診断を告げられたこと簡単に言え
ば、突然炎に包まれて焼死して男
⼥の区別が分からなくなるくらい
焼け焦げて、検視官にこれは男性
だと⾔われたみたいなものでした。

ステファニーさん（スワイヤー症候群）

本当に悪夢でした。⾃分が誰なのか何
なのか分からなくなるような。私は
もう私⾃⾝ではなく、なにか気持
ち悪い、他の人と違ったものであ
るように思いました。

スワイヤー症候群を持つ⼥性

• 特に昔の社会生物学的固定観念が強い告
知・説明の仕方では，ほぼトラウマ反応と
言っていい状態に。

• この体の状態に関する情緒的苦痛は診断
（あるいは治療）後，数年は続き，様々な
時様々な状況で惹起しうることが研究では
示されている（Nina Callens,2017）。

• 「ガレージで気がついた」
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“君は⼥性の基準に一致していない。
もちろん我々の方でもちょっとした
違いはある。だが君は子宮も完全な
膣もない。それは⼥性とはこうある
はずだ・こうあるべきだという一般
的な⾒解から大きく異なっている。
そして君はその基準から外れている。
“それが男性の世界、一般的な⼈
たちの考えですよね…。

MRKHを持つ⼥性

男性・⼥性としての自尊⼼・自⼰イメージの毀損

全然大丈夫だって言ってくれたとして
も、⾃分のペニスの⾒た目を不安に思
う時が今でも時々あるんだ。なんだか
疑わしく思ってしまって。他の男性の
標準にかなってるかどうかってところ
は越えられたけど、僕にとっては具体
的なことよりも、不安のほうがよっぽ
ど大きな問題なんだ。

尿道下裂の状態で生まれた男性

• 「（⼗分な）⼥性・男性」という⾃尊⼼・⾃⼰イメージが損なわれる。
• 性別役割（Femininity・Masculinity)が強い文化では，大きなものとなる。
• 特に，親密な関係を結ぶ上においては，大きな苦悩・障壁となる。
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テレビで赤ちゃんのおむつのCMを⾒
る度に泣いていました。私の将来の夢
は打ち砕かれました。⼦どもの世話を
したい、いつか⾚ちゃんを作りたい、
お⺟さんになりたい、そんなことを夢
⾒ていた少⼥として、私は悲しみに打
ちひしがれていました。

スワイヤー症候群を持つ⼥性

不妊の苦悩・喪失感と，周囲の無理解

「あなたの何が悪いの︖養⼦縁組なん
てする必要があるの︖⺟親になれだな
んて誰が言ったの︖」

ほとんどが善意の言葉。

でもお願いだから⾔葉を選んでくださ
い。

MRKHを持つ⼥性

本当、⾃分に⾃信がなくなるんだ。妻
とは別れようと思った。向うからそう
なるかもとも。これは僕が悪いんだ。
君はここを⽴ち去って別の⼈生を歩ん
でくれ。僕無しで。僕は君に普通のこ
とを、他のみんなができるようなこと
をあげられない。

XXY染色体を持つ男性

• 先天的に不妊の状態であっても，本⼈に
とっては「喪失」体験であることに注意。

• AIS⼥性などでは，周りは染色体・性腺のこ
とばかり注目するが，本⼈にとっては不妊
であることのほうが大きい場合が多い。

• 児童期での，不妊の告知は，成⼈期以降の
不妊の告知とは少し異なる体験になってい
る（「家族」の喪失）。

• 親密な関係では，相手に対する「罪悪感」。
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無知と侵襲的な告知・質問によるトラウマ

すぐに染色体検査が⾏われました。
結果は、XY染色体のスワイヤー症
候群。この婦⼈科医は私に、あなた
にはペニスがあると言ってのけまし
た。私はとてもショックを受けて、
そんな酷いことを何のセンシティブ
さもなく⾔ってのけることに、心の
中でその医者の彼⼥を殴り倒したく
なりました。

シルビアさん（スワイヤー症候群）

私一⼈にしてお医者さんが訊いてき
たんです。「⼥性でよかったです
か︖男だと思ったことはあります
か︖レズビアンですか︖男性と寝た
ことはありますか︖』。とても嫌な
思いになりました。

ローラさん（CAH）

彼は平然と言いました。私の「卵巣」
は卵巣ではない。私は本物の⼥性では
ない。私の乳房は乳房じゃない。⼥性
に育てられたから、⼥性だと思い込ん
でるだけだと。私がまだ若かったら、
この医師のような扱いは私を破壊し尽
くしたことでしょう。直観的に彼は正
しくないと感じました。だって私は⾃
分が⼥性であることを⾃分で知ってま
したから。

アーネスティンさん（AIS）

• 興味本位，ステレオタイプなイメージの押
し付け，社会生物学的固定観念の強さなど
から，侵襲的・侵害的な告知・問いかけが
⾏われるケース。社会全般だけでなく，医
療，⼼理学者からも。（object化）

46

「男みたいとか、男みたいな胸とか、
シュレックとか呼ばれてました。とて
もつらい時期でした」

スワイヤー症候群を持つ⼥性

彼はもう知っていました。陸上部の
チームメイトが、彼にこう言っていた
のです。「お前、ケイティと付き合っ
てんだってな。彼⼥本当は男だってい
うのマジ︖」

CAISを持つ⼥性

秘密・話せなさ 孤独・孤⽴ 学校などでのいじめ・からかい

この秘密は彼⼥にとって恐ろしい経験
になった。たった一⼈で折り合いを付
けねばならなかった。家でも話をせ
ず、⼥の子の友人に打ち明けるの
も恐れた。学校はつらいものになり、
成績も悪くなった。友達関係には入り
たかった。だから、必要がないけれど
も、生理用品を学校に持っていった。

CAISを持つ⼥性の体験

「私は絶対に…、絶対に幸せになれな
い。「世界にひとりぼっち」 。そん
な考えが私の中にあった。私のような
体の状態には、そういう孤独感がある
の。同じような状況にいる⼈は、私の
周りに誰もいなかった。」

PAISを持つ⼥性

• 「何万⼈に1⼈」と言われても，本⼈・家族
にとっては，「世界で⾃分ひとり」の体験

• 秘密→嘘をついているという感覚（秘密と
プライバシーの違い）

• 外からの身体的特徴が現れる場合，社会か
らの撤退も。

• 周囲のセンセーショナルな反応。
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私が悪いんだ。私がちゃんと⽣んで
やれなかった。この子はこれからど
うやって⽣きていくの︖

総排泄腔外反症で生まれた男の⼦のお⺟さん

実際の体験では、私の一番の恐怖は、
子どもを、男の子を失ってしまうか
もということだったのです。この喪
失感は本当にリアルで、恐怖が私を
さいなみました。

⾼度尿道下裂で生まれた男の⼦のお⺟さん

親御さんの罪責感と苦悩

「私は怖くなりました。⾏かせられない、
もしこの⼦がお昼間に私が話したことを
思い出して、それがどういうことなのか
分かったらどうしよう…。そうなっても、
そこで抱きしめてあげられない。その日
は一日涙が止まらず、娘のことを思うと
⼼がとても苦しくなりました。 」

PAISを持つ⼥の⼦のお⺟さん

娘は「だったら、私はおなかで赤ちゃん
を育てられないの︖」と訊いてきました。
「そう・・・。そういうことなの…」と
私が⾔うと、当たり前ですが、娘は泣き
出し、私は泣いている娘を強く抱きしめ
るしかありませんでした。私は怖くなり
ました。この⼦にどうしてやればいいん
だろう︕ きっと娘はこの話を受け止め
るには、まだまだ早かったんじゃない
かって…。」

• 「⼗分な体で生んであげられなかった」と
いう罪悪感

• 親御さんにとっては「死産」に近い体験
• 本⼈への説明は，「命がけ」の⾏為に。

48

トランスセクシャルの⼈に喩えられた
のには傷ついた。今なら思い出せる。
そう、私は傷ついたの。そんなの私の
望みじゃない。私はトランスセクシャ
ルになりたいわけじゃない。私はトラ
ンスセクシャルの問題を持ってない。
私はそういうのじゃないでしょ︖私
はあなたと同じようにいたいだけ。
でも彼⼥は理解できなかった。そう
じゃないってことを。

私は男性じゃない。ブッチでも異
性装者でもトランスセクシャルで
もない。曖昧な第3の性の代表でも
ない。私はただの⼥性です。

CAISを持つ⼥性

社会での無理解と誤解・偏⾒

CAHは性分化障害の症状だけがよく取
り上げられますが、本質は酵素欠損によ
る代謝障害です。場合によっては命に関
わる難病です。間違った知識により、色
眼鏡で⾒られることが何より⾟いです。

CAHを持つ⼥性

• 染色体の構成や性腺の違い，外性器の形状
が関わるDSDsの場合，「ハーマフロダイト
（両性具有）イメージ」が暴⼒的に投影さ
れる。

• ⼈間ではなく，特定のイメージが投影され，
そのイメージに対する嫌悪・愛好が優先さ
れる。

この⼥性のカウンセラーは空想好
きで、私がそれに傷つくと、私に
怒りを向けてきたんです。
（この⼥性は，カウンセラーから⾃分を「男でも
⼥でもない」と認めるべきだと散々無理強いされ
ました）。

CAISを持つ⼥性
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社会での無理解と誤解・偏⾒

ネットで出てきたのは、彼の将来が不
安になるような恐ろしげな記事や写真
でした。そういう情報は今では時代遅
れなもので、息⼦には当てはまりませ
んでした。

マイケル君（XXY症群）のお⺟さん

「こういう体の状態が『インターセッ
クス』っていう名前で出てきたら，
［…］より良い理解の助けになんか全
然ならないです。分かってもらうこと
にも私たちの不満を理解してもらうこ
とにもならない。AISという概念だけ
でいいんです。インターセックスとい
う用語だと，あなたは２つの性の間に
いるってことになる。そういうイメー
ジがまた広まってしまいます。」

CAISを持つ⼥性

• メディアや社会（教科書も含む）で，この話の単純
化しすぎたイメージ化やステレオタイプ化（「イン
ターセックス」という用語で語られることも）がさ
れることは，⾃分の体の状態をオープンにすること
をうながすことには全くならないと考えられており，
これは他の複数の調査でも示されている 。（メ
ディアで取り上げられる際でも）何⼈かの体験専門
者によって誤った説明がされることがあり，この障
害の本質を捉えたものではないことがある。（Nina 
Callens,2017)

テレビ局から質問依頼があって。私は
参加しませんでした。だって何がした
いの︖って思いましたから。手術につ
いてとか，男性と⼥性の境界について
の質問でした。『ちがう，そんなこと
じゃない』って思って。［…］それっ
てまた『フリークショー（奇人変人
ショー）』になるってことです。ああ
いうのは『フリークショー』なんです。

CAHを持つ⼥性
50

手術が終わった後、⼿当たり次第⼥の
子と寝るようになった。僕がセックス
の相⼿になれるっていうのは、⾃信の
ように思ったからだ。でもこういう⾏
動は、⾃信や安⼼につながるどころか、
僕の⾃信への渇望を肥大化させて逆に
不安を大きくさせるだけだった。

尿道下裂で生まれた男性

お酒ばかりを飲み、多くの男性と付き
合いまくり、ギリギリの淵を歩むよう
に⽣きていました。⾃分を何の希望も
ない失敗作のように思っていました。
あの時はある種の⾃⼰破壊的な、急勾
配の下り坂のようでした。

スワイヤー症候群を持つ⼥性

自⼰破壊的な⾏動化（自傷自死・性的⾏動化）

DSDsを持つ⼈の
• 61％が臨床的に顕著な精神的苦痛
• ⾃殺念慮率は45％

Coping With Diverse Sex Development: Treatment Experiences and Psychosocial 
Support During Childhood and Adolescence and Adult Well-Being.J Pediatr Psychol. 
2016 Jul 24;Authors: Schweizer K, Brunner F, Gedrose B, Handford C, Richter-
Appelt H
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素晴らしい時間に酔うこともなく、
感じるのは恐れ。
そして、ただ⼾惑う。
裸になる時が来た瞬間、
どんな反応が返ってくるのか。
恐怖︖
部屋から逃げ出していく︖

CAHを持つジャネットさん

ライフイベント（恋愛関係等）での苦悩

恋愛関係が怖くなった。XY染色体だか
ら彼も去っていくだろうって。スワイ
ヤー症候群を持ってるって話す瞬間を
想像すると本当に恐ろしくなりまし
た。

ジョージアさん（スワイヤー症候群）

本気で⼥性と関係を結ぼうとするまで、
かなりの時間がかかった。相手にジロ
ジロ⾒られたり、男性として⾒てもら
えないんじゃないかという不安がとて
も強くて、それまで⽴ち向かえなかっ
たんだ。⼥性が男としての⾃分をどう
思うのか︖ペニスのせいで拒絶される
んじゃないかという大きな恐れを持っ
ていたから。

尿道下裂を持つ男性
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両親は私を男の⼦に育てました。
それは本当に…、本当に…、
私にとっては本当に⾟いことだった。
男の⼦の服を着せようとされて、
いつもいつも泣き叫んでいました。

XY染色体を持つ⼥性

性別違和がある場合や異性愛ではない場合

遺伝にまつわる自責感（genetic guilty）

とても重苦しい雰囲気だった。分かっ
たわ。とても難しいって。⺟は罪悪感
を感じてた。⺟は遺伝⼦のキャリア
だった。だから言ったの。「ママは何
も悪くない。ただキャリアって分かっ
ただけ。だからって、何︖」

XY染色体を持つ⼥性
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LGBTQ等性的マイノリティーの人々との関係

54

オランダ社会文化計画局報告書（2014）
• 当事者のほとんどが、⾃分たちはLGBTなど性的マイノ

リティの人たちとは完全に異なる集団であるのに、混同
されることが多いため、彼らとは距離をとることを望ん
でいる。

• 世間から性⾃認・性的指向（SOGI）という眼で⾒られ
ることを恐れてさえいる

• 性⾃認が曖昧な⼈（ジェンダークィア）は、LGBTの⼈
たちとの繋がりをいくらかは感じているが、こういう人
の数は限られている

性分化疾患を持つ人の大多数は，⾃分をLGBTQ等「性
的マイノリティ」とは思っていません。
ですがもちろん、性分化疾患を持つ人の中にも、そうでない人々同様，
レズビアン（L）・ゲイ（G）・バイセクシャル（B）・ジェンダー
クィア（Q）など性的マイノリティの人はいます。

ただし，メディアやLGBT団体には，性分化疾患を持ちかつLGBTQ等
性的マイノリティである人しか現れないため，一種のバイアスが⽣ま
れることになっています。

※ジェンダークィア︓⾃分を「男でも⼥でもない」「男・⼥という性別に囚われない」と
する⼈。日本では「Xジェンダー」と呼ばれている。その大多数は性分化疾患を持たない
⼈々。

LGBTQ等性的マイノリティの⼈々との実際の関係

LGBTQ運動や⼈権運動の分野等では、
LGBTに「インターセックス（性分化疾
患）」が加えられる場合がありますが
（LGBTI）、実際の状況としては、確かに
性分化疾患を持つ⼈々の中にもLGBTQ等
の性的マイノリティの⼈々がいますが、そ
れは例えば、疾患・障害を持つ人達や在⽇
外国人の人達にもLGBTQ等性的マイノリ
ティの人々がいることと同じです。
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障害を
持つ人々

LGBTQ等性的マイノリティ
の人々との関係

LGBTQIはこの重なりの部分
社会からはここしか⾒えない

DSDsを
持つ人々

難病患者

視覚聴覚
障害を持
つ人々

LGBTQ等
性的マイノリティの人々

不妊症
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無知と侵襲的な告知・質問によるトラウマ

すぐに染色体検査が⾏われました。
結果は、XY染色体のスワイヤー症
候群。この婦⼈科医は私に、あなた
にはペニスがあると言ってのけまし
た。私はとてもショックを受けて、
そんな酷いことを何のセンシティブ
さもなく⾔ってのけることに、心の
中でその医者の彼⼥を殴り倒したく
なりました。

シルビアさん（スワイヤー症候群）

私一⼈にしてお医者さんが訊いてき
たんです。「⼥性でよかったです
か︖男だと思ったことはあります
か︖レズビアンですか︖男性と寝た
ことはありますか︖』。とても嫌な
思いになりました。

ローラさん（CAH）

彼は平然と言いました。私の「卵巣」
は卵巣ではない。私は本物の⼥性では
ない。私の乳房は乳房じゃない。⼥性
に育てられたから、⼥性だと思い込ん
でるだけだと。私がまだ若かったら、
この医師のような扱いは私を破壊し尽
くしたことでしょう。直観的に彼は正
しくないと感じました。だって私は⾃
分が⼥性であることを⾃分で知ってま
したから。

アーネスティンさん（AIS）

• 興味本位，ステレオタイプなイメージの押
し付け，社会生物学的固定観念の強さなど
から，侵襲的・侵害的な告知・問いかけが
⾏われるケース。社会全般だけでなく，医
療，⼼理学者からも。（object化）
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オランダ社会文化計画局報告書（2014）

• LGBTを代表する利益団体やその他の⼈権団体は、LGBTという略
称に、インターセックスの「I」を加えることが多くなっている。

• しかし，当事者のほとんどが、自分たちはLGBTなど性的マイノリティ
の⼈々とは完全に異なる集団であるのに、混同されることが多いた
め、彼らとは距離をとることを望んでいる。

• 性的指向または性別同⼀性と関連づけられるのは、不運なこと、も
しくは同意しがたいものだとして体験されている。なぜなら、DSDsを
持つ⼈々の［…］ほとんど全ての状態で、性的指向・性別同一性と
は直接的な関係は無いからだ。

The Netherland Institute for Social Research(2014) Living with intersex/DSD An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD

• DSDsを持つ⼈々が出会った偏⾒には次のようなものがある。

• DSDsを持つ⼈々は何か「男性と⼥性の中間」である。

• 完全な男性・⼥性ではない。

• 彼ら彼⼥らは同性愛、トランスジェンダーだ。

• 皆，曖昧な性器である。
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DSDsを持つ人々での，⾃⾝を「男でも⼥でもない」とする人の割合

インターセックスという性別などのアイデンティティを持っていること
を認められたいというニーズはほとんど無い。それどころか、彼ら彼⼥
らの大部分は、⾃分のことをただの男性・ただの⼥性と⾒なしてほしい
と思っている。（オランダ社会文化計画局︓2014）
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DSDsを持つ人々・子どもたちへの
誤解と偏⾒

62

インターセックス ＝ 男でも⼥でもない性
第三の性
両性具有
中性・中間
男と⼥の特徴を併せ持つ
男⼥二元性批判のポイント

「インターセックス」の社会的イメージ…
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オランダ社会文化計画局報告書（2014）

• まずなによりも、インターセックス／性分化疾患という概念に基づく
全体的アイデンティティやコミュニティは、 実質上存在しない

• インターセックスの状態／性分化疾患を持つ⼈々は⼀般的に、そ
のようなひとつの集団の⼀員であるとは感じておらず、男性・⼥性
以外の別のカテゴリーと⾒なされたいとも望んでいない。

• むしろ彼ら彼⼥らの望みは、ただの男性・⼥性として⾒てもらうこと。

• ⽀援者や社会学の研究者は、⼈間の体の性、ひいては男⼥の性別
の二分法に疑義を唱えている。しかし、本調査でインタビューを受けた
DSDsを持つ⼈々自身は，［…］男⼥の⼆分法を打ち崩したいと
いう希望を全く持っていない。

• それどころか，自分が男性もしくは⼥性であると感じるかどうかさえ、ほとんど全く疑いを持ったこともない。
むしろ、他⼈が自分を完全な男性・完全な⼥性として⾒てくれるかどうか不安に思っている

• 可視化と意識化がDSDsを被差別的な社会的カテゴリーや集団と⾒なされるようになる危険性につながり、
インタビュイーの⼤多数は、これを望んでいなかった。

The Netherland Institute for Social Research(2014) Living with intersex/DSD An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD
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オランダ社会文化計画局報告書（2014）

• LGBTを代表する利益団体やその他の⼈権団体は、LGBTという略
称に、インターセックスの「I」を加えることが多くなっている。

• しかし，当事者のほとんどが、自分たちはLGBTなど性的マイノリティ
の⼈々とは完全に異なる集団であるのに、混同されることが多いた
め、彼らとは距離をとることを望んでいる。

• 性的指向または性別同⼀性と関連づけられるのは、不運なこと、も
しくは同意しがたいものだとして体験されている。なぜなら、DSDsを
持つ⼈々の［…］ほとんど全ての状態で、性的指向・性別同一性と
は直接的な関係は無いからだ。

The Netherland Institute for Social Research(2014) Living with intersex/DSD An exploratory study of the social situation of persons with intersex/DSD

• DSDsを持つ⼈々が出会った偏⾒には次のようなものがある。

• DSDsを持つ⼈々は何か「男性と⼥性の中間」である。

• 完全な男性・⼥性ではない。

• 彼ら彼⼥らは同性愛、トランスジェンダーだ。

• 皆，曖昧な性器である。
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ベルギー国家機関報告書（2017）

• 調査参加者および子どもたちは皆，自⾝を明確に男性／⼥性と認識して
いる。

• この事実は，インターセックス／性分化疾患についての最⼤の神話の一つ，
すなわち，こういう体のバリエーションは男性・⼥性ではない（Xの）集団
である，第三の性別のカテゴリーであるという神話を，直ちに否定するも
のであった。

• そういう神話は医療提供者やマスコミ，学校の教師によってもさらに強めら
れていることもあった。

• 彼ら彼⼥らはむしろ，資格⼗分な男性もしくは⼥性としての自⼰イメージ
に，極めて大きなプレッシャーを受けている。

• 現実の成⼈当事者や子どもたちは，自分の体験を，性別違和ともトランスジェンダーの⼈々の体験に
近いものともカテゴライズしておらず，生物学的な背景の本質的な違いが強調されていた。

• LGBTの⼈々との関連付けはとてもセンシティヴなものであるため，LGBT傘下の集団との殊更な関連
付けは，この対象グループの社会的／医学的困難を理解したり改善するのに役⽴つとは考えられな
かった。

Nina Callens(2017)SAMENVATTING INTERSEKSE/DSD IN VLAANDEREN
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Mongolism（蒙古⼈症）
Mongolian idiocy（蒙古痴呆症）

ダウン症候群

Hermaphrodite（半陰陽）
Intersex（インターセックス︓間性）

性分化疾患
(Disorders of Sex Development)

⽤語の変更の経緯は，病理化ではなく
脱神話化・脱偏⾒・脱スティグマ化 67



「オーストラリア政府は、パスポートの性別記入欄に

「M」「F」だけでなく「X」を新設しました。これ

は、性別適合手術を⾏っていないトランスジェンダー

の方や、性⾃認が男でも⼥でもない（あるいは両方で

ある）と感じるXジェンダー・インターセックスの方

などの生きづらさを緩和しようとするもの、そもそも

性別は「男」「⼥」に限らないと国が認めたという意

味でも歴史的な快挙と言えます。」

申⽴人のトランスジェンダー、ノリーさ
んから、男⼥以外に「インターセック
ス」との欄も入れるよう提案され、最高
裁も、何の調査もないまま、「インター
セックス」欄を入れようとしていた。

オーストラリアのパスポートでの、「男性」「⼥性」以外の性別欄表記事件
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オーストラリアの当事者団体は緊急にアピール

私たちはこの件についてコメントもし
たくありません。私たちは、ノリーの
主張にインターセックスが入ってるこ
とに深い懸念を持っています。ノリー
と最高裁のこの流れに、私たちは巻き
込み被害を受けています。私たちは無
理やり第三の性別にされることを望ん
でいません。

性別欄に、「インターセック
ス」を入れないでください。

オーストラリアのパスポートでの、「男性」「⼥性」以外の性別欄表記事件

インターセックスは、ジェンダー（性
別）の問題ではなく、体の話です。大
多数の当事者は、ただの男性・⼥性で
す。
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LGBTQの⼈々やマスメディアに⾒えている（あるいは「⾒たい」）のは、何らかのDSDsを持ち，
かつLGBTQの⼈々に限られてしまい、更にステレオタイプなイメージが広がり、それによって大
多数の当事者・家族はますます隠す方向に⾏き、孤⽴せざるを得ない構造的状況。

「男でも⼥でもない」とする社会的スティグマを生み出す構造
① 社会的な眼差しによるステレオタイプ化
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「（⼗分な）男性であるには，こういう体でなくてはならない・であるはず」「（⼗分な）⼥
性であるためにはこういう体でなくてはならない・であるはず」という，狭量で強迫的な社会
⽣物学的規範・固定観念を背景に，この規範・固定観念に合わなければ，「（⼗分な）⼥性・
男性ではない」，あるいは「それ以外」だと直観する傾向。この傾向は，いわゆる「らし
さ」という社会的規範・固定観念以上に強い。

「男でも⼥でもない」とする社会的スティグマを生み出す構造
② 根強い「社会⽣物学的規範・固定観念」

男性
・染色体＝XY
・内性器＝精巣
・外性器＝ペニス
・⻑さ＝2.5㎝以上
・精子＝有
・ホルモン＝男性ホルモン
・体つき＝がっちり
・声＝低い
・胸＝出ていない
・子どもを産ませられる

⼥性
・染色体＝XX
・内性器＝卵巣・子宮
・外性器＝クリトリス
・⻑さ＝2.5㎝未満
・卵子＝有
・ホルモン＝⼥性ホルモン
・体つき＝ふくよか
・声＝高い
・胸＝出ている
・子どもを産める
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② 人間（当事者）のobject化（モノ化・標本化）
• これまでほとんどDSDs当事者の実際の社会的状況がどのよう

なものかは振り返られることなく，生物学的な「発⾒」・知
識や，「“インターセックス”を以て何が言えるか︖」が中⼼。

• →⼈間にとって最も私的で最もデリケートな領域であるはず
の「性器」・「体の性の構造」の話を，当事者が望まない形
で取り上げている倫理的問題。（「フリークショー」）

• 「恥辱」とは，⾃⼰の存在におけるもっとも内密なものがむ
き出しにされ，もはやそれから逃走できない状態（Levinas）

DSDsに対する「男でも⼥でもない」とする社会的スティグマの倫理的問題

① 当事者家族へのさらなる社会的抑圧，孤⽴化
• DSDsを持つ⼈の61％が臨床的に顕著な精神的苦痛を継続的に持ち，⾃殺念慮率も

45％に登る（Schweizer K,et al.,2016) 。
• 「可視化によって、更に社会的偏⾒の押し付けが強くなる可能性があるという恐怖を

表わした」（オランダ社会文化計画局︓2014）

Coping With Diverse Sex Development: Treatment Experiences and Psychosocial Support During Childhood and Adolescence and Adult Well-Being.J Pediatr Psychol. 2016 Jul
24;Authors: Schweizer K, Brunner F, Gedrose B, Handford C, Richter-Appelt H
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DSDsを持つ子ども・人々と家族

性についてのタブー
（不妊や性器の⾒た目）

こうでなければ男・⼥と認められない
という古い科学的知識

「男でも⼥でもない性」という
ステレオタイプイメージ

（LGBTQ・SOGIとの混同）

孤⽴・自死 73

⽇本の状況
• 患者会は始まったばかり。（まだ揃っていない）
• 患者会のほとんどは、LGBTムーブメントなどに巻き込まれたくないと

思っている。
• 「インターセックス」「性分化疾患」という用語は、大多数には好まれて

いない。
各体の状態名（CAH、ターナー症候群等）が使われることがほとんど。

「⾃分の娘をインター“セックス”と呼べますか︖」
• サポートグループにもあまり⼈が集まらず、患者・家族の大多数は個別に

孤⽴している状況。
（←「男でも⼥でもない性」というステレオタイプイメージのため）

「性同一性障害の人ばかりだと思ってました」
• LGBTの皆さんの「性の多様性」の授業での、「インターセックス」のス

テレオタイプなイメージにより、傷つく⼦どもと家族。（しかし訴えるこ
とができない。→⼦どもの体のことを話さなくてはならないため）

• ←欧米の15年前の状況
74

DSDsを持つ児童⽣徒と学校

75



学校でのLGBT教育・講演について
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現在のLGBT教育における，性分化疾患の取扱の問題点

• 誤解や偏⾒に基づいたものが多い。

• 思春期前後は，性分化疾患の判明・説明の時期で，
極めて不安定な時期になる。

• 体の性に関わる部位（性器のサイズや尿道⼝の位置、
子宮の有無、性腺の種類、染⾊体の違い、不妊状態
など）で悩む子どもたちに、「あなたは100％の⼥性で
はない、100％の男性ではない」「中間である」という
含意・誤解を伝えてしまい，⼆次的なトラウマを与える。

• 性分化疾患を持つ⼤多数の子どもの自⼰認識は「自分
は少しだけ体が違う男の⼦・⼥の⼦」。その違いに悩み
苦しんでいる。（不妊を悲しむ⼥の⼦に「だからあなた
は男でも⼥でもない」と⾔うかどうか︖）

• 性器の形状・大きさという極めて私的でセンシティブな
領域への侵襲。

• 親御さんたちは、各体の状態・その子どもの認知・身体
発達状況に応じて、命がけで話をしている中、不正確
で無理解な横槍を入れることに。
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基本的には，体の性や性⾃認について，⾃分はどうか︖と考えさせることは，

DSDsを持つ児童⽣徒には二次的なトラウマになります。

もし図表で表すのであれば……
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教育現場でできること
• 「インターセックス」「性分化疾患」「DSDs」などの包括⽤語、個別の疾患名などは使わない。

（カテゴリー化を避けるためと、生徒の安全を護るため）
• 授業では（LGBTQの授業・講演でも），DSDsについては直接取り上げないようにする。
• むしろ各授業・カリキュラム案などで工夫

• 「男性でも⼥性でも⼆次性徴がない場合もある。その場合はお医者さんに相談」
• 「男性に多いテストステロン、⼥性に多いエストロゲンの作用で…」
• 外性器の形・サイズは男性でも⼥性でもいろいろある。

⾝⻑体重の違い・顔形の違い・肌の⾊の違い・⽑の濃さの違い

⇒ 性器の大きさ・形の違い ←昔からの基本的な性教育
• 「不妊状態」について触れるかどうか︖⇒⾥親や養⼦縁組・シングルなど「いろいろな家族

のかたち」を教える。（ただし不妊とは，事故や病気で家族を失ったようなもの。多様性と
いうポジティブな価値では捉えられないことに注意）

• XY染⾊体については、「ほとんどの男性はXY、ほとんどの⼥性はXX」と伝える。少し進め
るなら「男性・⼥性の体の違いは、XY染⾊体ではなく、複数の遺伝⼦で決まる」

何よりも児童⽣徒の安全・安心の保証79



• 「平均（Average）と違うだけ」
• 「ひとりとして同じ顔の⼈はいないのと同じように，同じ形の性器と

いうのもない」
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学校でのDSDsを持つ児童⽣徒について

81

学校・保健室でのDSDsについての相談

• おそらくDSDsを持つ児童生徒・家族からの相談はほとんどないと予想される
• 性器という極めて私的で極めてセンシティブな領域に関わる話であるため

• 社会での，LGBTQの皆さんとの混同，「男でも⼥でもない」とする誤解・偏⾒がいまだ⼤きいため

• ターナー症候群の⼥子は，ターナーについての正確な情報が昔から共有されているため，相談や家族からの事前説
明はありうる

• 遺伝性のものもあり，家族・親戚全体の話になる場合もあるため

• あり得るとしたら，ポーザー（振りをする⼈・思い込みの⼈），もしくは，LGBTQの⼈々，特にトランス
ジェンダーとXジェンダーの⼈々（性別違和）や，その家族・周囲の⼈の，DSDsとの混同がほとんどと思
われる。

例）「自分の性別が逆に感じる，どちらか分からないのは，インターセックスだからかもしれない…」
← 背後にはDSDsに対する誤解偏⾒が⼤きくある。

• 性別違和がある⼈で，何らかのDSDsが発⾒されることは，実は極めて稀。

性別違和の相談で他機関にリファーする場合は，ジェンダークリニックへ

82

もし相談があった場合・・・

• ⼥子の原発性無⽉経・二次性徴が⾼校生以上でも⾒られない・二次性徴不全（男子の乳房発達等）
の場合は，基本的には男性は内分泌科医，⼥性は婦⼈科医にリファーの方向。（視床下部・下垂体の
腫瘍の場合などもある）。

• 確実にDSDsが疑われる場合は，関⻄圏では基本的には大阪⺟⼦医療センターへ。

• 外性器の形状や⼤きさについての悩み相談で，DSDsを持つ⼈の割合は少ない。ただし，中には尿道
下裂の男⼦・男性，陰核肥大（出生時2.5cm以上）・陰唇癒着の状態で生まれた⼥⼦・⼥性と
いったDSDsを持つ⼈が時々現れることになる（⼤抵の場合は手術をしている）。

→ 基本的には昔ながらの性器についての相談に準じる
「みんなの顔が違うように，性器の形もみんな違う」

• X・Y染⾊体の構成が，⼀般的な構成とは異なる⼥性・男性の場合
• Xが１つのターナー症候群⼥性（不妊・二次性徴⽋損）
• XYで⼥性に生まれ育つ⼥性（AISやスワイヤー症候群︓不妊状態）
• XXY男性（不妊で⾒つかることが多い）

→ トランスジェンダーとの混同に注意。基本的には，他の⼥性・男性との違い・不妊の悩み
が多い。それぞれ⼥性・男性であることは変わらないことを保証。

「間違っているのは教科書の方だよ。まだ基本的なことしか載ってないから」
83



欧米のサポートグループでも…

「僕は本当にまだ男の子なんですか︖」「私は本当にまだ⼥の子なんですか︖」

もちろんそうです︕あなたがあなたであることには変わりませんよ︕昨
⽇までのあなたが男の子なら、今でもあなたは男の子であり、昨⽇まで
のあなたが⼥の子なら、今でもあなたは⼥の子です。全然変わりません。
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体の状態 特徴 二次性徴の有無 リファー先
ロキタンスキー症候群⼥性 XX・卵巣の一般的⼥性だが，子宮・膣上

部が先天的に⽋損。不妊状態。
初潮以外の二次性徴あり。稀に未
発達の子宮からの経血が腹部にたま
り，強い下腹部痛が⾒られる。

京都⼤学医学部付属病院

ターナー症候群⼥性
（X0）

子宮・膣を有するが，染⾊体がX０で卵巣
が未発達。不妊状態。

初潮・二次性徴が⾒られない（成
⻑障害により，⼩学生までに判明し
ているケースが多い）

⼤阪⺟子医療センター
京都⼤学医学部附属病院

ターナー症候群モザイク⼥性
（X0/XX）

子宮・膣を有するが，染⾊体がX０で，卵
巣が未発達。不妊状態の場合がある。

⼤抵は初潮・二次性徴はあるが，
初潮がない場合があり，他の二次
性徴は⾒られる場合がある（成⻑
障害が⾒られず判明が遅れることも）

⼤阪⺟子医療センター
京都⼤学医学部附属病院

完全型アンドロゲン不応症
（CAIS）⼥性

染⾊体がXYで性腺が精巣。しかし体の細
胞全体がアンドロゲンに反応せず，アンドロ
ゲンがエストロゲンに変換され，エストロゲン
には反応するため，⼥性に生まれ育つ。た
だし子宮・膣上部が先天的に⽋損。不妊。

初潮以外の⼥性の二次性徴あり。
ただし，脇毛・アンダーヘアは発生し
ない（これらはアンドロゲンの作用で
あるため）。

⼤阪⺟子医療センター

部分型アンドロゲン不応症
（PAIS）⼥性

染⾊体がXYで性腺が精巣。しかし体の細
胞の多くがアンドロゲンに反応せず，アンドロ
ゲンから変換されたエストロゲンには反応す
るため，⼥性に生まれ育つ。ただし子宮・膣
上部が先天的に⽋損。不妊。

初潮がなく，部分的に男性様の二
次性徴が⾒られる場合がある。

⼤阪⺟子医療センター

スワイヤー症候群⼥性 染⾊体がXYで性腺が先天的に退縮。この
場合も⼥性に生まれ育つ。ただし子宮・膣
上部が先天的に⽋損。不妊。

初潮・他の二次性徴が⾒られない。
脇毛・アンダーヘアは発生。⾼身⻑
の場合がある。

⼤阪⺟子医療センター

カルマン症候群⼥性など
下垂体・視床下部性性腺機能低下症

XX・卵巣を有するが，下垂体や視床下部
からの信号がなく，卵巣が機能していない。
子宮・膣を有する。

初潮・二次性徴が⾒られない。脇
毛・アンダーヘアが⾒られない場合も。
不妊治療は確⽴されている。

京都病院
京都⼤学医学部附属病院
⼤阪⺟子医療センター

⼥⼦の「原発性無月経」（最初から初潮が発来しない）に⾒られるDSDs

• トランスジェンダー・性同一性障害ではないことに注意。性別違和を訴える⼈でDSDsが判明することは極めて稀。
• DSDs以外にも体重減少などでの原発性無⽉経もあるが，一般医療でも誤診も多いため，保健室段階では当て推量は⾔わずに，基本的には専

門医療機関へのリファーが適当。（「不安だと思うけど，一度病院で⾒てもらったほうがいいと思うよ…」）
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体の状態 特徴 ⼆次性徴の有無 リファー先
カルマン症候群男性など
下垂体・視床下部性性腺機能低下症

XY・精巣を有するが，下垂体や視床下部
からの信号がなく，精巣が機能していない。
もちろん膣・子宮はない。

二次性徴が⾒られない。脇毛・アン
ダーヘアが発生しない場合も。カルマ
ン症候群には無嗅症･低嗅症が⾒
られる。不妊治療は確⽴されている。

京都病院
京都⼤学医学部附属病院

XX男性 染⾊体XXだが，SRY遺伝子が存在するた
め，この場合は性腺が精巣の全くの男性に
育つ。もちろん子宮・膣はない。

多くは男性二次性徴があるが，二
次性徴が⾒られない場合がある。精
巣はあるが，精子を作らないため不
妊状態。若⼲の低身⻑が⾒られる
場合がある。

⼤阪⺟子医療センター

クラインフェルター症候群男性
（XXY男性）

染⾊体XXYで性腺が精巣の男性。もちろ
ん子宮・膣はなし。広汎性発達障害が多く
⾒られる。

多くは男性二次性徴があるが，時
に二次性徴不全や乳房発達が⾒ら
れる場合がある。極端に精子が少な
い不妊状態だが，不妊治療法あり。

京都病院
京都⼤学医学部附属病院

アロマターゼ酵素過剰症 染⾊体XYで性腺が精巣の男性。もちろん
子宮・膣はなし。アンドロゲンをエストロゲン
に変換するアロマターゼ酵素が過剰な状態。

乳房発達や二次性徴不全。低身
⻑が⾒られることがある。

京都病院
京都⼤学医学部附属病院

男⼦の⼆次性徴不全に⾒られるDSDs

• トランスジェンダー・性同一性障害ではないことに注意。性別違和を訴える⼈でDSDsが判明することは極めて稀。
• 乳房発達は，DSDsに限らず，一般男子でもむしろアンドロゲン（テストステロン）過剰が原因で⾒られる場合がある。
• 男子では二次性徴発来の時期が遅いだけの子も多く，これ以外にも様々な原因があるため，保健室段階では当て推量は⾔わずに，⾼校生段階

で，基本的には専門医療機関へのリファーが適当。（「不安だと思うけど，一度病院で⾒てもらったほうがいいと思うよ…」）
• 男子の場合，二次性徴不全は，いじめやからかいの対象となるリスクが⼤きいため，男子本⼈のサポートや守り，周りの環境調整が必要になる。
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「性自認は⼥性なんですね」

たとえばガンや事故で⼦宮を失った⼥性に

あなたの体は⼥性とは⾔えないけれども
あなたが自分を⼥性だと思っているから

⼥性と認めます
と⾔っているようなもの。

DSDsは，「多様性」というよりも，
あくまで体の性の障害・喪失であることに注意。

DSDs（体の性の話）と
性自認（トランスジェンダーの⼈々）との混同

よくある相談被害
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よくある相談被害

性自認・性的指向との混同・興味本位の態度

私一⼈にしてお医者さんが訊いてきたんです。「⼥性でよかったですか︖男だと思ったことはあり

ますか︖レズビアンですか︖男性と寝たことはありますか︖』。とても嫌な思いになりました。

特定のイメージ・価値観の押しつけ

「あなたの何が悪いの︖養⼦縁組なんてする必要があるの︖⺟親になれだなんて誰が⾔った
の︖」 ほとんどが善意の⾔葉。でもお願いだから⾔葉を選んでください。

不妊の喪失感の軽視

この⼥性のカウンセラーは空想好きで、私がそれに傷つくと、私に怒りを向けていたのです。
（この⼥性はカウンセラーから，自分を「男でも⼥でもない」と思うべきだと散々無理強いされました）

「あなたは自分をどれくらい⼥性だと思う︖男性だと思う︖」と訊かれ，私はその場で過呼吸
発作を起こしました。私はこの日を絶対忘れられなくなりました…。

88

性を，人を大切にするとは，
どういうことなのか︖

「すべては想像⼒の問題なのだ。僕らの責任は想像⼒の中から始まる。逆に⾔えば、想像⼒のないところに責任は生じないのか
もしれない。このアイヒマンの例に⾒られるように。」 （村上春樹 『海辺のカフカ』）

「⼈は原理主義に取り込まれると、魂の柔らかい部分を失っていきます。そして自分の⼒で感じ取り、考えることを放棄してしまう。
原理原則の命じるままに動くようになる。そのほうが楽だからです。迷うこともないし、傷つくこともなくなる。彼らは魂をシステムに
委譲してしまうわけです。」 （村上春樹 2009 『僕はなぜエルサレムに⾏ったのか』）

「二元論は絶対だよ。”我”と”汝”がいる限り。」 （アーシュラ・K・ル=グィン 『闇の左手』）
89

「私たちは、男性か？女性か？以前に、
ひとりの人間です」

という⾔葉の意味
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ONO TRACK MIND

「偏狭な」「一方通行」「一途な」の意味

92



キャスター・セメンヤさん
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キャスター・セメンヤさん

女じゃないから
出るべきじゃない！

男じゃないか！

両性具有だ！
女と認められない！
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ONO TRACK MIND

偏狭な心
「彼⼥たちは、⼥性の一般的な定義から外れている。⾒ろ、彼⼥たちは
一般的な⼥性よりアンドロゲン値が高い。子宮はあるのか︖染色体は︖
卵巣なのか︖精巣なのか︖ほら⾒ろ、彼⼥たちは⼥性と認められない。
⼥性じゃない人間は、⼥性競技を認められるべきではない」

あなたの「女性の身体」の定義は、とても狭量ではありませんか？
あなたのそんな心ない言葉は、

彼女たちの女性としての尊厳を損なっています。
96

もしセメンヤのようなアスリートが最初のホルモンスクリーニングに引っかかると、どれくらい
テストステロンが有利に「はたらいているか」、さらに詳細に調べることになる。

医師たちはどうやってそれを調べるか？まず彼らは彼女の細胞のレセプターがどれくらいテ
ストステロンに反応するかを調べるだろう。そしてそのレセプター異常で既に知られている遺伝
子をスクリーニングする。彼女の声がどれくらいしわがれ声か測定し、彼女の陰毛と乳房の発
育を物差しで図り、筋肉量を測定し、彼女の陰唇のサイズを図り、彼女の膣を触診し、彼女の肛
門生殖器の長さを図る。

別の言葉で言えば、彼らは、彼女が、「インターセックスの状態」によって、どれほど「男性化」
しているか、どれほど「男になっているか」、測定しようとしているのだ。

想像してみて。医師が、あなたの陰毛の長さを物差しで図り、あなたの膣が膣であるかどうか
を、確かめようとしている場面を。あなたを女性として見なしていいかどうか測定している場面を。
私はそんな処置の場面を考えるだけで身の毛が震え、胸が痛くなって苦しくなってくる。この
一連の出来事というのは、男性によって支配されたグループによって作られた、男性が考える
ところの十分な女性 性というものでもって、女性を定義しようとする、もう古いはずのシステ
ムとほとんど響きが違わない。

Diana Moskovitz “What is it, exactly, that makes me a woman?” 97



キャスター・セメンヤさん

男でも女でもない
インターセックスを
認めるべき！

男女二元論が悪い！

性の多様性を
認めるべき！

99

ONO TRACK MIND

一方通行の心
「彼⼥たちは、男でも⼥でもない。世の中には男でも⼥でもない人がい
るのです。私たちは男⼥以外の第三の性別を認めねばならない。本当は
男と⼥の境界線なんてないのです。オリンピックやスポーツだけでなく，
社会でも男⼥の区別は無くすべきなのです」

それは，誰の望みですか？
それは，彼女たちの望みなのですか？

100

リポーターたちは彼女を「インターセックス」と呼びつけた。しかし私は、セメンヤ自身が自分

をインターセックスだと言ったというリポートをひとつも見つけられなかった。そして彼女は、彼

女をニュースの売りモノにされてしまうことも、彼女を「インターセックス選手」と呼ぶ記事も止め

ることはできていない。「世界は黒人のクィア（LGBTQ等性的マイノリティのこと）でインター

セックスの選手を受け入れる準備はあるか？」というタイトルの記事もあった。しかしセメンヤ

は自分をクィアだとも語ってもいない。

彼女の人生は、ますます彼女のものではなくなっていった。セメンヤの身体は、リポーターた

ちが必要とするものだったらどんなものにもなっていった。ケイト・ファーガンがTwitterで語っ

たとおりに。「セメンヤは女性だって分かるわ。だってみんなして彼女の身体を自分のモノにしよ

うとしてるから」。

Diana Moskovitz “What is it, exactly, that makes me a woman?” 
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いいえ。彼女が戦っているのはそんなことじゃない。
そんなこと言うのは選手に対して害悪にしかならない。

2016年8月2日付けAP通信の
「南アフリカのセメンヤは、スポーツ界の性別二元制と戦っている」
というタイトルを冠した記事に対して、インタビューを受けていたカトリーナさん
によるTwitterでの指摘。

102



OBJOCTIFICATION

人間の「モノ化」
「自己目的化」
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キャスター・セメンヤさん

104

キャスター・セメンヤさん

105

誰も私の目を⾒なかった。「大丈
夫︖」って私に言ってくれる研修医
は誰もいなかったわ。ひとりもね。
シーツを取ったら今度は私以外⾒な
くなった。こう思ったの。「この⼈
達がやってることを私ができたなら。
この人達のように、体から心を引き
剥がせたら、これは終わるんだって。

（ジャネットさん︓CAH）

人間の「モノ化」（objectification）
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人間の「モノ化」（objectification）
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ONO TRACK MIND

一途な魂
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キャスター・セメンヤさん

コーチが真っ直ぐに言ってくれました。
“金メダルはお前のものだ。
走って掴んで戻って来い”って。

他人がどう思うかなんて関係ない。
他人が考えることなんて間違い。
私はランナーだし，
私がベストを尽くすのは走ることだけ。
簡単でしょ？

109

セメンヤさんの友⼈

私，彼女のことですごく泣いちゃって…。
そしたらキャスターが言ったの。
“なぜあなたが泣くの？”って。
彼女は私の涙を何度も見てるけど，
私は彼女が泣いてるのを見たことないんです。
一度も。
いつも願ってます。
彼女は絶対幸せになるべきだって。
彼女は絶対にあきらめちゃいけないって。
前を向いて走っていくべきだって。

110



誰かがあなたについて話すことなんて信じなくていい、
あんな人達の言葉は一切聞かなくていいって言いました。
あなたは自分のことは自分で分かってるんだからって。
それに、娘には謙虚であるように言いました。
自分が持って生まれたものだけにプライドを持たないで，って。

セメンヤさんのお⺟さん
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（セメンヤはお手本になる？）
うーん、分かんない。
彼女は走るのが好きなだけだろ？
お手本なんかになりたくないんじゃない？
だって彼女は見世物じゃないもん。

南アフリカ マフメドくん（10歳）

112

Hands Off Caster︕（キャスターから⼿を離せ︕）

113

何を大切にするのか︖

「自分の尊厳が傷つけられて怖かった。他人が私について考えることを
私には止められないという状況だった。私自身のことのはずなのに。」

「私の存在に関わる最も深く私的な領域に，不当に土足で侵入されま
した。それは私の選手としての権利だけでなく，私の尊厳とプライバ
シーの権利を含む，人間として根本的な権利を犯すものでした。」

（「性別疑惑」の汚名を着せられた女性五輪選手キャスター・セメンヤさん）

「誰も私の目を見なかった。『大丈夫？』って言ってくれた研

修医は誰もいなかった。ひとりもね…。シーツを取ったら（裸

になったら）今度は私以外を見なくなった。こう思ったの。『こ

の人達がやってることを私ができたなら。この人達のように，

体から心を引き剥がせたら，これは終わるんだって。」
ジャネットさん（CAH）
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「その（LGBT系の）ニュースサイトが僕た
ちの写真の代わりに使った写真が意味する
ものは、僕たちが書いた記事の内容や、僕
やイーデン、僕たちの活動とは何の関係も
ないものでした。インターセックスの体の
状態を持つ「現実の⼈々」は、何かのマン
ガのような、非現実的で、男と⼥の性別の
境界のようなイメージでも、板挟みの天使
でも、サーカスの⾒世物でも、ありえない
空想の産物でも、この世の悲劇でも、「男
でも⼥でもない性の理想」に耽溺されるた
めに生きているのでもありません。」

ジム・アンブルース『現代の奇人変人ショー』

何を大切にするのか︖
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「私たちは、男性か？女性か？以前に、
ひとりの人間です」

という⾔葉の意味
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LGBTやジェンダーの問題を訴えるために、性別（ジェンダー）
や体はグラデーションだっていうポイントとしてインターセックスの
⼈たちを使うのはやめてほしいって⾔ったら、そのインタビュアー，
⼝をあんぐりさせてたよ。

インターセックスクィアパフォーマーのクウマさん

BuzzFeedから来たメール。「中性的なインターセックス
の⼈がハリウッドの路地で道⾏く⼈に『私は男性です
か、⼥性ですか︖』と聞いてまわる動画を撮りたいのです
が、協⼒（そういう⼈を紹介するとか︖）してもらえませ
んか︖」。
⼀⾔だけ「Don't.」と返事しておいた。

インターセックス活動家のエミ・コヤマさん

何を大切にするのか︖
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「多様性により理解や共感がはぐくまれ、多彩な豊かさを生み出すというのだ。
しかし、この種の考え方は、実際に子供の立場で考えてみると、私には疑問だ。
子供を社会の進歩のために、生け贄として差し出しているように思えるのだ。
私は私の子供を、そんな大きな戦いに参加させることにはためらいを覚える。」

（医療人類学者アリス・ドレガー『私たちの仲間』）

ジェンダー論を担当するある人はこう回答した。『私はインターセックスの問
題をジェンダー（性別）の問題に関連させるようにしています。その方が簡単
なんです。セックス（そしてジェンダー）は固定化されたものであるという学生
の思い込み、つまり性別二元論を疑ってもらうには』。これではインターセック
スの状態を持つ人々の自己目的化であり、インターセックスの状態を持つ人々
が送る人生のリアリティへの認識や注意深いまなざしがこのように欠如してい
ると、インターセックスの状態を持つ人々を不用意に傷つけ、更に不可視化や
疎外化を促すことになってしまうのだ。（エミ・コヤマ『社会構築主義から社会的公平へ』）

何を大切にするのか︖

このチームでの私の一番大きな目標は、必ずその人全体に目を向け続けるこ
と。そして私たちが遺伝学や、変異、ホルモンのことを扱っている時にも、絶対
にその人全体を見失わないということです。

ロングアイランドジューイッシュ病院MSW Tracy Schachter 118



臨床⼼理学者
河合隼雄さん

性に関わる課題を持つ子どもがいると、周り
は真っ二つに分かれるようなことが起きる。そう
いう問題が出てくること自体に腹を立てて排除
したいと思う人。もう一方は秩序やルールを変
えてこそ社会は進歩するのだと信じて支持をし
ようとする人。

しかし何より大事なのは、その子の人生、そ
の子の幸福を考えることだ。どうするべきか、し
ないべきかではなく、その子本人の幸福という
ことをとことん考えるのです。

そうすれば周りは、自分たちがその子の幸福
を放っておいて、自分たちの人生観で喧嘩して
いることに気づいていき、その子の生き方とい
うことに収斂していきます。

何を大切にするのか︖
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何を大切にするのか︖
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