
第2討論会‖14:00–16:00

トランスジェンダーの人々の
社会の中での居場所
QUELLE PLACE POUR LES PERSONNES
TRANSGENRE DANS LA SOCIÉTÉ ?

共催：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本　明治大学
協賛：全日本空輸株式会社　クレリエール・プロダクション　協力：在日フランス人民主協会
Co-organisateurs : Ambassade de France au Japon / Institut français du Japon, Université Meiji
Partenaires : ANA, La Clairière Production
Avec le soutien de Français du Monde-adfe Tokyo

共催 協賛

［スケジュール PROGRAMME］

10:00–10: 15
〈開会の辞 Ouverture〉
ピエール・コリオ［在日フランス大使館文化参事官］ Pierre COLLIOT, Conseiller Culturel Ambassade de France au Japon
土屋恵一郎［明治大学学長］ Keiichiro TSUCHIYA, Président de l’Université Meiji

10:15–10:45 ドキュメンタリー映画『カミングイン』上映
Projection du documentaire Coming In

10:45–12:30 〈第1討論会〉同性婚への道：日仏の視点から
Débat « Le chemin vers le mariage pour tous, regards croisés franco-japonais »

12:30–14:00 休憩 Pause

14:00–16:00 〈第2討論会〉トランスジェンダーの人 の々社会の中での居場所
Débat « Quelle place pour les personnes transgenre dans la société ? »

［開催日時 INFORMATIONS PRATIQUES］
2017年5月14日〈日〉‖10:00–16:00 Dimanche 14 Mai 2017‖10h–16h

［会場 LIEU］
明治大学 駿河台キャンパス グローバル・フロント 1階グローバル・ホール
Université Meiji Surugadai Campus, Global Front, Global Hall au rez-de-chaussée
〒101-8301 東京都千代田区 神田駿河台1-1

［お問い合わせ］
在日フランス大使館グローバル討論部門 dg.debat.contact@institutfrancais.jp

お申込みの必要はございません。
同時通訳のレシーバの数に限りがございますので、早めにご来場下さい。
Entrée libre sans inscription, dans la limite des places disponibles
(il est conseillé d’arriver en avance, afin de retirer les écouteurs).

ドキュメンタリー映画

カミングイン Coming In ［フランス／2015年／27分／ラクレリエールプロダクション La Clairière Production］

マルリ・ドムランドル監督の映画「カミング・イン」は、フランスの職場における同性愛の問題を扱っています。30代から60代のゲイ、レズ
ビアンの人 が々職場での体験を語ります。これまで語られることのなかった、消された言葉です。年長者は、同性愛が考えられなかっ
た時代に受けた差別、対峙しなければならなかった困難を語ります。若者は、同性愛の人 の々姿が社会で見え隠れする中での、楽観
と同性愛への嫌悪が暗にあるいは明らかに示される社会における躊躇いを、感性と慎みを含んだ表現で語ります。
字幕翻訳：橋本恭子（一橋大学言語社会研究科特別研究員）

第1討論会‖10:00–12:30

同性婚への道 ～日仏の視点から～
LE CHEMIN VERS LE MARIAGE POUR TOUS
regards croisés franco-japonais
＊討論会の前にドキュメンタリー映画「カミングイン」が上映されます
* Débat précédé de la projection du documentaire Coming In

多様性を考える
日仏討論会
DÉBATS FRANCO-JAPONAIS SUR LA DIVERSITÉ

2017.5.14〈日〉‖10：00-16：00‖会場＝明治大学
Dimanche 14 mai 2017‖10：00-16：00‖Université Meiji

今日、同性婚が許された国で暮らす人 は々10億人に近く、2013年以降フラ
ンスもその中に含まれています。日本においても、結婚の平等を望む声は市
民社会において徐 に々高まっています。このような情況を受けて、明治大学の
「多様性の日」に際して、フランスの三名の先駆者―活動家であり、初の

同性婚をした男性、同性親の家族の権利を擁
護した最初の女性弁護士、「オプセルヴァトワー
ル・トランス性自認」というサイトの共同創設者
―を招聘し、日本の弁護士、地方自治体の
責任者、活動家たちと対話します。
日本とフランスは、民主主義と人権、とりわけ自
由、平等、尊厳の価値を共有しています。私達
は、明治大学がLGBTの人 に々開かれたキャン
パスとなることを嬉しく思い、世界の目が日本に
向けられる2020年のオリンピック･パラリンピッ

クまでに、現在沖縄から札幌まで国内で展開されている多くのイニシアティ
ブが、全国に広がりをみせるようにと願っています。
5月17日は国際反ホモフォビアの日です。フランスが、みんなのための結婚を
法制化しているとはいえ、差別が1日にして無くなることはなく、この日の存在
は未だ意味のあることです。私達一人ひとりが、同性愛の人 の々みでなく、
これまで十分に語られることのなかった、それ故今回の討論会のテーマとも
なった、トランスジェンダーの人 へ々の差別に注意を払い、たゆみなく闘わな
くてはなりません。
性別、出自の違い、自己認識、あるいは性的指向の違い、障害について配慮
し、受け入れることは、社会に大いに益となることで
す。多様性は、豊かさであり、豊かさは私達を一つに
結ぶものだからです。

 駐日フランス大使 ティエリー・ダナ

駐日大使の言葉 Le mot de l’Ambassadeur

入場無料
entrée libre

日仏同時通訳付
traduction simultanée



山下敏雅 弁護士（永野・山下法律事務所）
Toshimasa YAMASHITA, avocat
2003年10月弁護士登録，川人法律事務所，
弁護士法人東京パブリック法律事務所（公設
事務所）での勤務を経て，現事務所設立。一
般民事・家事事件・刑事事件のほか， 過労
死・過労自殺・労災事件（損害賠償，労災申
請，行政訴訟） 子どもの事件（少年事件・虐待
事件・学校災害・未成年後見等） 脱北者支
援、LGBT・セクシュアルマイノリティ支援、HIV
陽性者支援等に取り組んでいる。

保坂展人 世田谷区長
Nobuto HOSAKA, 
Maire de l’arrondissement de Setagaya
96年11月、衆議院議員初当選。ジャーナリスト
としての経験を生かし、調査と事実をベースにし
た見えない問題を分析し、国会質問という形で
顕在化。09年までの3期11年で546回の国会
質問に立ち、「国会の質問王」との異名をとる。
2011年4月の世田谷区長選挙で初当選。区内
で車座集会ほか、区民参加の意見交換の場を
次 と々持ち、今後20年の「世田谷区基本構想」
をまとめる。世田谷区長としての取り組みをま
とめた、「88万人のコミュニティデザイン」（2014
年・ほんの木）ほか、著書多数。

カロリーヌ・メカリ 弁護士、パリ市参事官
Caroline MECARY, 
avocate et conseillère de Paris
パリとケベックにおける家族法専門の弁護士
として、同性親の権利をフランスで初めて弁
護し、2001年以降、フランスと欧州裁判所
における新たな法解釈に道を開いた。「愛と
法律」（2012）、「新しいみんなのための結婚」
（2010）　他著書多数。SOS同性愛嫌悪協
会より2010年欧州寛容賞を授与さる。2014
年よりパリ市参事官も務める。

安冨歩 東京大学教授
Ayumu YASUTOMI, 
professeur de l’Université de Tokyo
1963年大阪府生まれ。京都大学経済学部
卒、博士（経済学）。京都大学人文科学研究
所助手、ロンドン大学政治経済学校滞在研究
員、名古屋大学情報文化学部助教授などを
経て、現在、東京大学東洋文化研究所教授。
著書に『「満洲国」の金融』（創文社、第40回日
経賞受賞）『生きる技法』（青灯社）『原発危機
と「東大話法」』『誰が星の王子さまを殺したの
か』（明石書店）『ありのままの私』（ぴあ）『マイ
ケル・ジャクソンの思想』（アルテス・パブリッシン
グ）他多数。

唐鳳 台湾デジタル担当大臣
Audrey TANG, 
ministre taïwanaise du numérique
台湾のデジタル担当大臣オードレイ・タンからの
「ポストアイデンティティ」についてのビデオメッ
セージが放映されます。

カリネ・エスピネイラ パリ第八大学社会学者
Karine ESPINEIRA, 
sociologue, Université Paris VIII
コミュニケーション情報科学博士。パリ第八
大学ジでトランスジェンダー政策を研究。著
書に「ジェンダーの秩序とパニック」「メディア
文化：テレビにおけるトランス」（2015、未邦
訳）　等。2015年反同性愛嫌悪ピエール･
ゲナン賞受賞。トランスジェンダーの当事者と
して1990年より複数の団体で活動。2010
年にトランスとジェンダー問題の分析と知見
の共有のためのサイトl'Observatoire des 
transidentitésを共同創設。© Studio Harcourt

牧村朝子 タレント、文筆家
Asako MAKIMURA, essayiste
2010年、ミス日本ファイナリストを機に芸能界
デビュー。2012年渡仏、フランスやアメリカで
の取材を重ねる。2017年独立、現在は日本を
拠点とし、執筆・メディア出演・講演を続けてい
る。夢は「幸せそうな女の子カップルに"レズビ
アンって何？"って言われること」。出演『ハート
ネットTV』（NHK総合）ほか、著書『百合のリア
ル』（星海社新書／2017年、小学館より増補
版刊行）『ゲイカップルに萌えたら迷惑ですか？』
（イースト・プレス）ほか。

ヴァンサン・ボワロ＝オタン
プライド・モンペリエ代表
Vincent BOILEAU-AUTIN, 
Président de l’association Fierté Montpellier
10年以上前から平等と反差別の活動を行
い、フランス南部のモンペリエを世界でも最も
LGBTの人 に々開かれた街とすることに貢献す
る。世界のプライドグループのフランス、オラン
ダ、ベルギーの会長。2013年にフランスで初の
すべての人のための結婚によりパートナーと同
性婚をする。彼らの結婚は世界中で300名の
ジャーナリストにより大きく取り上げられる。現
在はフランスとカナダで生活、本年フランス国民
議会選挙に立候補している。

鈴木賢 明治大学教授
Ken SUZUKI, 
professeur de l’Université Meiji
北海道大学法学部卒、北海道大学大学院法
学研究科博士後期課程修了、博士（法学）、
北海道大学法学研究科教授を経て現職。研
究分野は、中国法、台湾法、アジア法、比較法。
研究テーマは、華人社会における民主化と法、
非西欧社会における法的世界の成立、多元的
な家族と法の対応など。台湾における同性婚
法制化の動向にも詳しい。主要著書に『現代
中国法入門』第7版（共著、有斐閣）ほか多数。

杉山文野 トランスジェンダー活動家
Fumino SUGIYAMA, militant
1981年東京都生まれ。フェンシング元女子日
本代表。早稲田大学大学院にてジェンダー論
を学んだ後、その研究内容と性同一性障害で
ある自身の体験を織り交ぜた『ダブルハッピネ
ス』を講談社より出版LGBTプライドパレード
である特定非営利活動法人 東京レインボープ
ライド共同代表理事、セクシュアル・マイノリティ
の子供たちをサポートするNPO法人ハートをつ
なごう学校代表、渋谷区・同性パートナーシッ
プ証明書発行に携わり、渋谷区男女平等・多
様性社会推進会議委員も務める。

二階堂友紀 朝日新聞記者
Yuki NIKAIDO, 
journaliste au quotidien Asahi
西日本新聞記者を経て２００４年より朝日新
聞記者。横浜総局、長野総局、政治部、特別
報道部を経て、現在は政治部。性的指向と性
自認に関する基本法案の行方や、文部科学省
を始めとする各省庁の施策、学校現場での取
り組み、トランスジェンダーや同性愛者が差別
的な取り扱いの不当性を訴えた訴訟など、性的
少数者を取り巻く問題を幅広く取材している。

畑野とまと ライター／トランスジェンダー活動家
Tomato HATAKENO, militante 
26歳からトランジションを始め、29歳でトランス
女性として再出発。96年に国内最初のトランス
ジェンダーHP『トランスジェンダーカフェ』を開
設し、トランスジェンダーに関係する情報発信を
始める。現在はライターをしながら、非病理化
などを掲げてトランスジェンダー活動家として情
報発信も継続している。

［パネリスト PANÉLISTES］ ［パネリスト PANÉLISTES］

［司会 MODÉRATRICE］［ビデオメッセージ MESSAGE VIDÉO］［司会 MODÉRATEUR］

第 1討論会  10:00–12:30

同性婚への道 ～日仏の視点から～
LE CHEMIN VERS LE MARIAGE POUR TOUS ; regards croisés franco-japonais
世界では同性婚を法制化する国が増えています。フランスでは「みんなのための結婚」が2013年から認められています。日本でも情況が動き始めています。
活動家の訴え、同性婚人権救済弁護団による、憲法の柔軟な解釈を求める救済請求、同性パートナーシップを認める地方自治体の増加などです。フラン
スの同性婚第一号カップルの男性、家族法専門の弁護士が、世田谷区長、日本の弁護士、エッセイストと意見を交わします。この討論会では次のような問
題が扱われます。なぜ同性カップルにも同じ権利を認めるのでしょうか？多様性に寛容な精神性を広めるにはどのようにすれば良いのでしょうか。同性婚へ
の道のりにはどのようなものがあるでしょうか ?
A travers le monde, de plus en plus de pays légalisent le mariage entre deux personnes de même sexe. En France, le « mariage pour tous » est 
autorisé depuis 2013. Au Japon, les militants se mobilisent, certains avocats plaident en faveur d’une interprétation plus souple de la Constitution afin 
d’ouvrir la voie au mariage pour tous, certains maires ont autorisé la délivrance de certificats reconnaissant des partenariats de longue durée pour 
les couples de même sexe. Le premier marié homosexuel de France et une avocate française spécialiste du droit de la famille viendront témoigner 
des étapes qui ont mené au « mariage pour tous », et dialoguer avec le maire de l’arrondissement de Setagaya, un avocat et une essayiste lesbienne 
japonaise. Ce débat permettra d’aborder plusieurs questions, notamment : pourquoi reconnaître les mêmes droits aux couples de même sexe ? 
Comment faire évoluer les mentalités vers une plus grande tolérance à la diversité ? Quelles sont les différentes voies vers le mariage pour tous ?

第 2討論会  14:00–16:00

トランスジェンダーの人々の
社会の中での居場所
QUELLE PLACE POUR LES PERSONNES TRANSGENRE DANS LA SOCIÉTÉ ?
「トランスジェンダーの人々」という表現は様 な々情況を含んでいます。日本とフランスにおける現状はどのようなものでしょうか。性別転換についての法律はど
うなっているのでしょうか？ トランスジェンダーの人 が々社会で遭遇する困難とそれを乗り越えるための方法とは？ トランスジェンダーの人 に々より寛容であ
りたいと社会が願っているとはいえ、彼らを自分達とは異なる人 と々見る人 も々いる中、彼らを取り巻く問題について日仏のパネリストが意見を交わします。
L’expression « personnes transgenre » recouvre des situations très diverses. Quelle est leur situation en France et au Japon ? Quel est l’état de la 
législation concernant le changement de sexe ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes transgenre dans la société, et comment 
les surmonter ? Ce sont notamment ces questions qu’aborderont les panélistes français et japonais lors du débat, afin de mieux comprendre 
les problématiques liées aux personnes transgenre, que d’aucuns dans nos sociétés qui pourtant se veulent tolérantes, stigmatisent en ne les 
considérant pas comme des personnes comme les autres.


