
学校や教室で
DSDs（体の性の様々な発達︓性分化疾患）

について触れるには︖

「性分化疾患」「インターセックス」という⾔葉を聞かれたことはありますか︖ 性分化疾患とは「染⾊体、性腺、もしくは⼥
性の膣や子宮の有無などの内性器など，性に関する体の発達が先天的に非定型的である状態」を指す医学用語です。

⼀般的に、性に関する体の発達は胎児期に始まり，思春期・⻘年期にも⼆次性徴として起こります。特にお⺟さんのお腹の中で
基本的な体の形態が形成されていく胎児期での，性腺や子宮・膣などの内性器の発達や，外性器の発達など，体の性の発達のプロ
セスはとても複雑なもので，その過程の中で，これが「普通」だと固定観念で決められている男性・⼥性の体とは少し違った体の
発達のプロセスを踏む、男の子・⼥の子の⾚ちゃんもいるのです。

このような、生まれつき他の人とは少し違った体の性の発達のプロセスをたどった状態には様々なものがあるため，現在では，
Differences of Sex Development ︓体の性の様々な発達(DSDs）と呼ばれることが多くなっています。

DSDsには，性別の判定にしかるべき検査が必要なサイズ・形状の外性器や，内性器が露出した状態で生まれる男の子や⼥の子，
無月経等で，染色体がXYであることが判明する⼥の子や，膣・子宮が無いと分かる⼥の子など様々な体の状態があり，また判明時
期もそれぞれに異なります。

まだ実情がほとんど分かっていなかった頃，DSDsは、「ハーマフロダイト（両性具有・半陰陽・男でも⼥でもない性）」と呼
ばれていましたが，現在この表現は不適切とされています。これはここ20年間で，DSDsを持つ人々の大多数が，自分をただの男
性・⼥性と⾒てもらいたがっているという実情が分かってきたからです。つまり「男でも⼥でもない・中間・第3の性」「男性⼥
性両⽅の特徴を持った人」「男⼥分けられない人」といったステレオタイプなイメージが，むしろ誤解や偏⾒を与えているのです。

外性器の形状やサイズなど，体の性に関することですので，とてもプライベートで傷つきやすい事柄なのですが，その上このよ
うな社会的偏⾒・ステレオタイプにさらされる恐れから，ご家族やDSDsを持つ人々・子どもたちはこのことを殊更に隠し続けね
ばならず，また自殺未遂率が非常に⾼いという調査結果もあります。

最近では各種メディアなどでDSDsのことが紹介されることも多くなり，LGBTQ等性的マイノリティの皆さんのセミナーなどで
も，DSDsが取り上げられることがあります。ですが，その中には従来の社会的偏⾒・ステレオタイプ，まだほとんど何も分かっ
ていなかった頃の古い誤った知識に基づくものも多く，かえってDSDsを持つ子どもたち・ご家族を無用に傷つける結果にもなっ
ています。

このパンフレットは，欧米のDSDsサポートグループに情報提供をいただき，ここ15年の知⾒に基づくDSDs についての正確な
情報を提供し，特に学校や教室でのLGBTQ等性的マイノリティの人々・「性の多様性」について教える場合，DSDs（体の性の
様々な発達︓性分化疾患）をどのように取り扱えばいいか解説します。

様々なDSDsを持つ⼥の子・男の子たちのサマーキャンプの様子

教職員資料（児童・生徒への配布はしないでください）



DSDs 体の性の様々な発達
DSDsは「様々な体の性の構造」を表す用語で、
男性・⼥性・それ以外などの「gender」（性別）を 意味するものではありません。

DSDsはどうしても性別の問題と結ばれがちで、また性的指向・
性自認（SOGI）の多様性と混同されることが非常に多く、むしろ
それによってDSDs当事者が傷ついている現状があります。

DSDsを持つ子どもたち・人々の大多数は，むしろ自分の体の一
部が他の人と違うことで，自分が完全な⼥性として男性として⾒て
もらえないのではないか︖と恐れているのが実際の状況です。

⾝体の話は、男⼥の性別の話・「男・⼥らしさ」・性的指向や性
自認の多様性とは，別の話だということを押さえておいて下さい。

DSDsは時に「中性・第三の性・男⼥分けられない人・男⼥両
方の特徴を持つ」という⾔い方がされていますが、DSDsを持つ
人々は実際は，体の性の構造が一部違うだけのただの男性・⼥
性で、何ら特別な存在ではありません。

また、大多数の当事者は、男性と⼥性の区別について疑問を
投げかける必要性も感じていません。

「DSDs=男⼥の中間」ではありません。

DSDsには様々な体の状態があります。

「皆さんがDSDsをジェンダー（性別）
の問題にしたがります。ですが，そうい
う状況こそが、私たちが問題にしてい
ることなんです」

ジェンダー（性別）の問題ではありません。

DSDsには、CAH・尿道下裂・AIS・MGD・ターナー症候群・
MRKH・XY染色体バリエーション等、約３０種類以上の体の状態が
あり、生まれつき膣や子宮が無い不妊の⼥の子や、尿道⼝の位置が
ずれた状態で生まれる男の子も含まれる、あくまで「性に関わる体
の構造・つくり」に関わる問題です。

判明時期も出生時、思春期前後、不妊検査後など様々で、それぞ
れの体の状態によって優先すべき課題も全く異なります。

「ただいろいろな体の男性がいる、いろいろな体の女性がいるということに過ぎません」

また、性別の判定にしかるべき検査が必要な外性器の状態で生まれる⾚ちゃんの場合も、現在では⼥の子・男の
子の性別の判定が可能で、大多数がしかるべき検査の上で判定された性別での⼥の子・男の子に育っていくことが
分かっています。



DSDsの判明・診断や本人への説明の時期は、多感な思春期前
後が多く、特にXY染色体でも⼥の子に生まれ育った⼥性の多く
にとっては、診断はそれだけでトラウマを得る体験になってい
ます。特に「あなたは⼥でも男でもない」といった誤った説明
は性的なトラウマを与えることが多く、説明の仕方など医療機
関でも慎重な対応がされています。

外性器のサイズや形状の違い、不妊の事実、子宮や膣の⽋
損など、DSDsを持つ⼥性・男性の多くは、自分の⼥性・男性
としての尊厳を損なわれています。特に、⼤切な人との恋愛
関係では⼤きな葛藤を抱くことになります。

DSDsの多くは不妊の状態で、自分の生物学的なつながりのある
⾚ちゃんを授かれないことに、当事者の⼥性・男性の多くは⼤きな
ショックを受けます。当事者の切なる希望から、近年では医療の進
歩により、例えば子宮のない⼥性への子宮移植などで、⾚ちゃんを
授かれるケースが増えています。

診断によるトラウマ。

不妊に苦しむ⼥性・男性です。

「テレビで赤ちゃんのおむつのCMを見るたびに泣いてました。
赤ちゃんを産みたいという私の夢は打ち砕かれました」

体の一部の違いで、⼥性・男性としての尊厳を傷つけられている人々です。

「“君は女性の基準に一致していない。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よね…」

「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。」

アイデンティティではありません。
⼤多数の当事者は「性分化疾患」という包括用語で自分を捉

えることもなく、「ターナー症候群を持つ⼥性」「AISを持つ⼥
性」等、アイデンティティではなく、あくまで自分の体の⼀部
の状態に過ぎず、乗り越えていくべきものと考えています。ま
してやその人の性別等のアイデンティティではありません。
DSDsを「インターセックスという性別・第3の性別」等、ひと
つのカテゴリーと捉えないことが重要です。

「私を定義するものにしたくない！」



「インターセックス」というと，どうしても「男でも⼥でもない」というイメージを思い起こしがちですが，現実のDSDsを持
つ人々は、⼥性・男性の「体の性の構造」に対する古い固定観念（生物学的社会規範），つまり例えば⼥性なら「染⾊体はXXで
なければならない。子宮と膣は絶対必要で，子どもを産めなくてはならない。エストロゲンは 0.6pg/ml以上。テストステロン
は一般男性の10％以下。性腺は卵巣として機能していなくてはならない。クリトリスは2.5㎝以下でなくてはならない」という規
範・基準とは，それぞれ⼀部だけ異なる体の状態をもった人に過ぎません。

私たちは，例えば背の⾼い⼥性を「半分男」とは⾔いませんし、優しい男性を「男でも⼥でもない」とは⾔いません。当然それ
は相⼿の⼼，⼥性・男性としての尊厳を傷つけるからです。ましてや、不妊に悩み苦しむ⼥性・男性に対して、「だからあなたは
男でも⼥でもない」とは決して⾔ってはいけないでしょう。そしてこれはDSDsを持つ人々に対しても同じです。私たちはいつの
間にか，先に挙げたような狭量で強迫的な固定観念を基準にして，その基準に全て合致しないと，その人のことを「男でも⼥でも
ない」としているわけです。

事実，DSDsを持つ人々の大多数は，「性自認」の問題でさえなく，自分をただの男性・ただの⼥性と認識しています。(外性
器の形状や不妊に苦しむ⼥性に，「あなたが自分を⼥性だと思っているから⼥性として認めます」などと⾔う事は，むしろその人
の⼼を深く傷つけます）。もちろん，DSDsがあるかないかに関係なく，自分を「男でも⼥でもない」と自認する人もいらっしゃ
いますが，だからと⾔って「DSDsを持つ人＝男でも⼥でもない」とするのは，切実に男性・⼥性で、自⾝の外性器の形状に悩み，
不妊に苦しみ，診断にトラウマを受け，⼥性・男性としての尊厳を損なわれ，中には命の危険性もある多くの当事者に，⼆次的な
トラウマを与えてしまっています。

DSDsは⼀つのカテゴリーに収まらない，それぞれの体の状態によって，併発する疾患や不妊の問題など，様々にセンシティブ
な課題があります。外性器・外陰部など何よりも⼥の子・男の子にとって最も私的で大切なプライベートゾーンに関わる話です。
自分の外性器の形を取り上げられたいと思う子どもはほとんどいません。人間を尊重する重大な配慮が必要でしょう。

DSDsを持つ子どもたち・人々に対する誤解・偏⾒を生み出す
「体の性の構造」に対する古い固定観念（社会生物学的固定観念）とは︖

LGBTQ等性的マイノリティの人々との関係は︖

• 当事者のほとんどが、自分たちはLGBT等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く、世間から性的指向・性自認（SOGI）という問題として⾒られる
ことを恐れているため，彼らとは距離をとることを望んでいる。

• 大多数の当事者は、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
持ったこともなく，男性と⼥性の区別について疑問を投げかける必要性も感じていない。

• むしろ他人から自分を完全な男性・完全な⼥性と⾒てもらえないのではないかと恐れていて，切
実に自分をただの男性・⼥性と⾒てほしいと思っている。

オランダ社会文化計画局報告書（2014）︓⼈権先進国オランダの世界初の国家機関による報告書

DSDsを持つ当事者の皆さんの想いを無視して、LGBTQ等性的マイノリティのグループに加える事は、例えば国と国との関係で考
えるといいでしょう。それぞれの国には「主権」というものがあり、他国の都合で勝手に組み入れることはできないのです。

欧米のDSDsを持つLGBTQ等性的マイノリティの活動家の皆さんも、こういう状況を考慮し、「当事者の大多数は男性・⼥性で、
性的マイノリティの人もいる。それでOKだ」とアピールされています。ですがまだ⽇本では、自殺念慮も促しかねない偏⾒・誤解
の中で、多くの当事者・家族の皆さんが孤⽴したままの状況になってしまっています。

性的マイノリティの皆さんの中には，「男でも⼥でもない」というイメージに思いを寄せる方もいらっしゃると思います。ですが，
そういうイメージのDSDsを持つ人々への投影は，DSDsを持つ大多数の子どもたち・人々の⼼を深く傷つけます。性的マイノリ
ティの皆さんには，自分だけではなく，自分の望みと異なる「他者」を尊重するプライドを⽰していただくようお願いします︕︕

実は、DSDsを持つ子どもたち・人々の皆さんの⼤多数は、自分自⾝をLGBTQ等性的マ
イノリティの一員とは考えていません。

ですが，当然DSDsを持つ人々にもLGBTQ等性的マイノリティの人々はいて、欧米の患
者会などでも、人種・肌の色等の重要な多様性のひとつとして尊重されています。決して
排除されてません。

つまり、DSDsは性的マイノリティの人々の一員ではなく、⾝体障害や視覚聴覚障害を
持つ人々にも性的マイノリティの人々がいるのと同じように、DSDsを持つ人々にも性的
マイノリティの人々がいるというのが実際の状況なのです。

ですが、メディアなどに登場するDSDsを持つ人々は、「男でも⼥でもない」と自認す
る人やLGBTQ等性的マイノリティの人々に自然に限られてしまい、メディアのセンセー
ショナリズムも相まって、更にステレオタイプなイメージを広めてしまっている状況があ
ります。



皆さんの善意をムダにしないために
学校の子どもたち⼀人ひとりが，「ありのままに」「自分らしく」生き生きと生活してい

くためにも，LGBTQ等性的マイノリティのみなさんや「性の多様性」について学校でも教え
ることはとても⼤切です。

同性愛・両性愛の子どもたちは自分自⾝の「愛の形」，トランスジェンダー・性同⼀性障
害・Xジェンダー（男でも⼥でもないという性自認の人々）の子どもたちは自分自⾝のアイ
デンティティを，それぞれ⼤きなリスクがありながらも，切実に自分の「ありのまま」を認
めてもらいたいという思い・ニーズがあるでしょう。

現在では，学校現場での支援もあって，LGBTQ等性的マイノリティの皆さんはメディアや
パレードなどでも堂々と顔を⾒せる人が⼤変多くなってきました。

ですが，「性の多様性」のひとつとして真っ先にDSDsが取り上げられているにも関わら
ず，DSDsを持っていることを明らかにする人は数えるほどしかいません。それはなぜなの
でしょうか︖

実は現在のLGBTQ等性的マイノリティの皆さんや「性の多様性」でのDSDsの取り上げ方
には⼤きな誤解や偏⾒があり，むしろそれによって，DSDsを持つ子どもたち・人々と家族
は⼤きく⼼傷つき，ますます自分自⾝のことを隠さざるを得ず，中には不登校になってし
まった当事者の子どもも少なくないのです。

• 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。むしろインターセックスや性分化疾患といった用語は使いたくないという人がほとんど。

• 可視化が⼤きく進むと、更に社会的偏⾒の押し付けが強くなる可能性が出てきて、自分たちでは望みもしないの
に、一つの区別された被差別集団として⾒なされてしまうようになるかもしれないということを恐れている。

• DSDを持つ人々が出会った偏⾒には次のようなものがある。“DSDを持つ人々は何か「男性と⼥性の中間」だ、
完全な男性・⼥性ではない、彼ら彼⼥らは同性愛だ、トランスジェンダーだ、皆曖昧な性器を持っている”。

• 性分化疾患のさらなる可視化と知識が⻑期的には肯定的な効果を持つというのは一⾒もっともらしい。しかし、
このようなアプローチは同時に、ネガティブな扱いや社会的偏⾒の押し付けといったリスクも伴うのだ。

「DSD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”にのめり込まれるために生きて
いるのでもありません。」

DSDを持つジムさんとイーデンさん

学校や講演で
DSDsについて触れるには…
やっていいこと／やってはいけないこと

「性分化疾患」や「インターセックス」，
個別の疾患名など，具体的な用語は
使わないでください。

当事者家族の⼤多数は，「性分化疾患」などの用語を使いたいと
は思っていません。

また，⽇本では「インター“セックス”」という用語は「性⾏為」
を連想させるため忌避されています。

特に「男でも⼥でもない」「男⼥両⽅」などを意味する用語は，
医療でも国際的人権⽀援団体でも侮蔑的なものとして禁⽌されてい
ます。

さらに，「ターナー症候群」「AIS」などの具体的な疾患用語を
使うことは，いたずらに暴露的になり，児童・生徒の生活上の安全
感をおびやかしますので控えるようにしましょう。



特に思春期前後は自殺率が最も⾼まる時期です。

DSDsはその子どもの「性器」というとても私的でセンシティブな
領域のもので，不正確な情報，無神経・無遠慮な侵害は，子どもの
⼼を深く傷つけます。

何よりもまず，DSDsの話は，その子どもの「性器」という，極めて私的で人間の中でも最も
センシティブで，外部からの無神経・無遠慮な侵害は，その人の⼼，存在自体を深く損なってし
まう危険性がある領域の話であるということを皆さん思い出してください。

LGBTQ等性的マイノリティの皆さんは，⼤きなリスクがありながらも自⾝の切実な望みを叶
えていきたいという思いがありますが，DSDsの場合，自分の「性器」の話をみんなにアピール
したい，学校の授業などで他人にアピールされたいと思う人はほとんどいません。たとえ⼀般論
として話をしたとしても，教室にいる当事者の子どもにとっては，自分自⾝の「性器」の話に他
ならないのです。また，そのような自分が悩み苦しむ性器の話を何かの理念の「理由」に使うこ
とは， それがいかに⾼邁な理念であったとしても，決して⾏ってはいけないことでしょう。

思春期前後はDSDが初めて判明したり，あるいは親御さんから子どもへの
説明が最終段階に入る時期になります。思春期に初めてDSDが判明した子ど
もは大きな衝撃を受け，診断自体でトラウマ体験となっている子どもも大変
多くなっています。また，不妊状態であることが判明する場合，そのことに
も大きな哀しみを得，自殺率が最も⾼くなる時期です。

さらに親御さんも命がけで子どもたちに話をする時期です。DSDsには
様々な体の状態があり，それぞれに応じて話の内容も全く異なってきます。
そのような時に，学校などで誤解に基づく通り一遍等な話をされることは，
ご家族の極めて重要な話に，不正確で無理解な横槍を⼊れることにもなって
しまいます。

このような時期の外部からの不用意な介⼊は，⼆次的なトラウマを生む可
能性も⾼くなってしまいます。DSDsの話は，LGBTQ等性的マイノリティの
皆さんの話とは，質的にも体験の流れ的にも，大きく異るものなのです。

DSDsを知るための

重要な数字

0.5%
様々なDSDsすべてを換算す
れば、全人⼝中0.5％の人が
何らかのDSDsを持っていま
す。

0.02%
DSDsの中でも、性別の判定
にしかるべき検査が必要な
外性器の状態で生まれる新
生児は、5500人に1人（約
0.02％）です。（2,000人
に1人というのは古い数字で
す）。

1.2~2%
DSDs持つ人々の中で、自⾝
を「男でも⼥でもない」と
する人は、約1.2~２%です
。ちなみにDSDsに限らない
一般の⻘年人⼝で「男でも
⼥でもない」とする人は2.7
〜5％と⾔われています。つ
まり、DSDsを持つ人々のほ
うが切実に⼥性・男性なの
です。DSDsを性自認の問題
とするのは，⼤多数のDSDs
を持つ人々の⼼を深く傷つ
け，注意が必要です。

2%
体の状態によって異なりま
すが、DSDsの中でも性別同
⼀性の問題を持つ蓋然性が
⾼いと考えられた体の状態
を持つ人の中で、性別訂正
する人は約2％です。やはり
DSDsを持たない人にも性別
変更をする人はいます。

61%
DSDsを持つ子どもたち・人
々の61％が，診断後に，臨
床的に顕著な精神的トラウ
マを持っていると調査で明
らかになっています。

62%

23%
DSDsの１つであるCAIS⼥
性の告知後の自殺念慮率は
62％。実際に自殺⾏動に出
た⼥性は23％もいて、非常
に⾼い率になっています。

「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
の根本的な権利を犯すものでした。」

DSDを疑われた⼥性オリンピック選手

DSDsは，「性の多様性」の文脈とは必ずしも同じと
は限りません。性の多様性の授業・講演では，
DSDsについては，まずは触れないようにしましょう。

DSDs当事者の⼤多数は，自⾝をLGBTQ等性的マイノリティの皆さんの⼀員とは考えていま
せん。むしろ，性的指向・性自認の話との混同をされることを何よりも恐れています。性的マ
イノリティの皆さんや「性の多様性」などの授業・講演では，DSDsについては触れないように
しましょう。また，「自分をなぜ⼥性・男性と思うのか︖」といった問いかけや，性転換する
生き物の話も控えてください。DSDsの子どもたちには，不安を⾼め，⼆次的なトラウマにな
ります。

「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。」

DSDのひとつを持つ⼥性



「LGBTのみんな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。」 海外のインターセックス活動家

体の性のグラデーションモデルは、DSDsを持つ多くの子どもたち・家族の
皆さんに，二次的なトラウマを与えてしまいます。

何よりも，学校での児童・生徒の安全と安⼼感を大切にしてください︕

DSDsを持つ子どもたちのために，「男⼥以外の性別欄」や「男⼥以外のトイレ」
を設けることは，逆に多くのDSDsを持つ子どもたちを傷つけます。

性的マイノリティのみなさんの中には，Xジェンダーや性別移⾏
の間のトランスジェンダーの皆さんが，男⼥以外のトイレを希望さ
れることがあります。その場合，「多機能トイレ」に男⼥以外の性
別を⽰唆するようなマークを付けられることがありますが，これは
DSDsの子どもたちのためにはなりません。

DSDsを持つ子どもたち・人々は，体の⼀部の違いで，むしろ自
分が⼥の子・男の子として⾒られないのではないかという不安と怖
れを抱えながら生きています。そういう子どもたちが「男⼥以外」
を⽰唆するようなトイレのマークを⾒たときの気持ちを想像してみ
てください。ただでさえ診断で深いトラウマを受けているのです。

セクシュアリティ教育専門の埼玉⼤学・渡辺⼤輔准教授の，
DSDsを男⼥の中間とするのではなく，体の性は男性の体も⼥性
の体も「⾒た目や構造はいろいろ」と⽰した性の多様性モデル。

（『月刊北國アクタス』No.316、2015年11月号、北國新聞社 ）

岡山⼤学医学部性同⼀性障害専門医師・中塚幹也先生の⽰唆があ
り，元はつながっていた「からだの性」のモデルが男⼥2つに分け
られた図。

「私は男性じゃない。あいまいな第3の性の
代表でもない。私はただの女性です。」

DSDのひとつを持つ⼥性

性別欄についても同じです。「男・⼥・その他」といった欄を作ると，逆にDSDsの子どもたちの大多数は無用に⼼傷つく
ことになります。性別欄自体を無くすのがいいでしょう。

⽇本では性的マイノリティの皆さんについての説明で、男⼥をつなげたグラ
デーションモデルが使われることがありますが、「体の性」のグラデーションモ
デルは、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）に悩み、⼥性・男性としての尊厳を損なわれている多く
のDSDsを持つ子どもたちに、「あなたは100％の⼥性の体ではない、100％の
男性の体ではない」という含意を与えてしまいます。先天的に子宮がない⼥の子
に「だからあなたの体は男と⼥の中間」とは決して⾔いません。このような説明
モデルは，DSDsを持つ子どもたちに⼆次的なトラウマを与えかねないのです。

また，「支援者・理解者」を自称する方の中には，「性別を決めるなと⾔って
いる」という誤解がありますが，DSDsについての国際的な人権支援団体でも，
DSDsを持って生まれた⾚ちゃんの性別判定については反対していません。むし
ろ然るべき性別判定を求めて，⼥性・男性の区別に疑問を投げかける必要性も感
じていません。

「性自認」や「性的指向」「性表現」のグラデーションモデルは性的マイノリ
ティの皆さんには最適ですが，「体の性のつくり」については男⼥を分けた図を
使っていただくようにお願い致します。
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DSDsについて更に詳しく，または学校でDSDを持つ
子どもがいる場合のコンサルテーションも致します。
また，このパンフレット内の情報を引用される場合は，
必ずご連絡ください。nexdsd@gmail.com

ネクスDSD
nexdsd JAPAN

体の性の様々な発達（DSDs︓Differences of sex development）について
いわゆる「性分化疾患」（現在ではDSDs「体の性の様々な発達」と呼ばれる）とは，「男でも⼥でもない性」「男⼥の区別がつかない⼈」
「両⽅兼ね備えている」「両性具有」「中間の性」ではなく，「⼥性にも様々な体がある・男性にも様々な体がある」ということであり，性⾃
認・性的指向の問題との混同や,「男でも⼥でもない」「中性」という偏⾒・誤解は，当事者の⼦供・家族の⼤多数を⼤きく傷つけ，⾃殺
企図を高める危険性があるため，学校現場や講演等ではDSDsについて触れないなど，慎重な対応が必要です。

DSDsを持つ子どもたち・人々の不妊の話は実はかなり難しい問題です。DSDを持つ人々からは，
「生理なんてない⽅がいい。子どもなんて持たなくてもいい。そう思わされてるだけ」という慰めや励
ましにむしろ傷ついたという報告がとても多いのです。それはDSDを持つ子どもたち・人々にとって
の不妊とは，突然事故に会って⼿や⾜を失ったようなショックや喪失感と切り離せないからです。

むしろ各授業・カリキュラム案などで様々な⼯夫ができます︕︕
DSDsについて直接触れることは，DSDsを持つ児童・生徒たちの安全安⼼感をおびやかしますが，保健体育
や性教育・生物・家庭科などの授業のちょっとした工夫で，DSDsを持つ子どもたちをフォローできます︕

「⼥性でも男性でも⼆次性徴がない場合もあるから，その場合は，ちょっ
と不安で怖いかもしれないけど，お医者さんに相談するようにしよう」

「外性器の形やサイズは，本当に本当にいろいろなんだ。ここにいるみんなも，
顔ってみんな違うよね︖性器もそれと同じ。みんなが同じ顔だとちょっと怖いよね。
平均的な顔というものがないように，平均的な性器っていうものもないんです」

性ホルモンの話では…

「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…」

生物学的に正確には，⼥性でも男性でも，テストステロン・エストロゲンは産生されています。
「男性ホルモン」「⼥性ホルモン」という呼び名も避けたほうがいいでしょう。

X・Y染色体の話では…
生物学的に正確には，外性器や性腺，性管，

子宮・膣の成⻑には，100種類以上の遺伝子が
関与すること，実はY染色体で体の性の発達に関
わる遺伝子は1つだけしかないことも明らかに
なっています。「性染色体」という表現も避け，
「X・Y染色体」という表現にするほうが良いで
しょう。

ただし，暴露的になる可能性もあるため，X0，
XYYなど具体的な染色体構成については触れな
いほうが安全です。あくまでさり気なく︕

「基本的には男性の染⾊体はXY
で，⼥性の染⾊体はXXですが，
実は体の発達は、X・Y染⾊体の
数ではなく、複数の遺伝子が関係
していることが分かっています」

不妊についてどう触れるか…︖

二次性徴や外性器の話では…

教職員研修では次のように説明してください。

ですが現代では，DSDsに限らず「６組に１組の夫婦が何らかの不妊状態にある」と⾔われています。その事実自体に触れ，
家族を作るには⾥親や養子縁組などさまざまな⽅法があること，シングルライフなど様々な生き⽅があることを家庭科などで
触れるのがいいでしょう。

先生方の中には，DSDsの古い誤解のままの方もいらっしゃいます。教職員向けの資料では，次のような⼀⽂を加え，ぜ
ひこのパンフレットを渡してあげてください。

⼥性も男性も
体はいろいろ

⽇本性分化疾患患者家族会連絡会:ネクスDSDジャパン


