
「LGBTsに関し
て、ベトナムはオ

ープンだ」。

近年そういった声
が聞こえるのは、

さまざまな

運動が続けられ
てきた背景がある

。2018年

には「ミスインタ
ーナショナルクイ

ーン」でベ

トナム代表が優
勝し、社会的な認

知度がぐっ

と高まった。ここ
10年近くでの変

化を当事者

たちに聞いてみた
。

協力／ iSEE

※記事の情報は2020年8月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

自分が自分らしくあるために、声を上げ てきたベトナムの 人 々



　現在の法律では同性パートナーは
配偶者とならないため、例えばパート
ナーが危篤状態になった場合、手術
の同意書にサインしても無効になると
いった問題が発生する。同性結婚が
法的に認められるのはまだ先になるだ
ろうが、まずは資産の共有や養子縁
組などに関する法律から制定されるよ
う、LGBTs団体は努力を続けている。

ベトナムにおける法整備

法律変更を後押しした
2014年開催のLGBTs
に関する研究発表

少しずつ明るい未来が見えてきた

さまざまな努力が必要
法的には未だ認められていない同性結婚

　2000年に施行されたベトナム婚姻
家族法には、かつて「同性結婚は違
法」という項目があった。しかし、2011
年からLGBTsに対する社会的な意見
は徐々に変化を見せている。
　その上で違法とされていた同性結婚
は、2015年1月1日より違法性がなく
なった。婚姻は引き続き認められないも
のの、同性カップルが同居することは
問題視されなくなくなったのだ。これはベ

トナムのLGBTs界では大きな成果の1
つとなった。
　一方、2人の同居に関して争いが起
こった際は、政府は婚姻家族法ではな
く普通の民法で解決する。
　同性結婚が法的に認められるのは
まだ先になるだろうが、まずは資産の共
有や養子縁組などに関する法律から
制定されるよう、LGBTs団体は努力を
続けている。

法制定されていないことで
起こる問題

チュー・タイン・ハー（Chu Thanh Hà）さん ドー・タイ・ハー（Đỗ Tây Hà）さん

　性別適合手術に関する法律は制
定されておらず、手術を受けられる対
象者や場所、必要書類や手続きの
定義も未整備だ。社会的にもトランス
ジェンダーへの理解は進んでおらず、
職場や学校における差別やいじめも
今後の課題となっている。
　なお近年では、トランスジェンダー向
けの団体や活動が増えたことにより、
医療や法律などについての相談がよ
りしやすくなった。

トランスジェンダーに関わる環境の変化次第に認められるようになってきた

未整備だった法律や医療知識
近年になって改善された環境 

　2005年に定められた人格権では、
「（体の）性別が完成している人の性別
適合手術は禁止」とされ、生まれつき生
殖系の構造に変異がある性分化疾患
者（インターセックス）に限り、「性別を
再確定する手術」を受けることができた。
また、国内の法律や医療環境も下記
の通り整っていなかった。
・身分証明書において自分が望む性別
や氏名への変更は不可
・身分証明書に書かれた氏名・性別と、

当人の外見に矛盾があった場合、役所
での手続きや航空券の購入時などに
証明証が別途必要
・トランスジェンダー向けの病院が存在
せず、その医療に関する知識も乏し
かったため、体調不良時の診察が難し
かった
　2017年1月1日からは、「性別適合
手術を受けたトランスジェンダー当事者
は、身分証明書において自らの望む性
別で登録可能」となった。

これから必要となることは？
まずは法律の草案から。
いじめ問題も深刻

約 10 年にわたる運動を経て、団体代表に

少しでも、その人の力になりたい

―団体について教えてください。

ハー（Ha）：僕が2018年に立ち上げた団体はハノイを中心に

活動するトランスジェンダーおよび応援者向けの団体です。ト

ランスジェンダーに関する法律の改正運動、研究・調査、相

談・サポートの3つの活動をメインに行っています。中でも、ベト

ナムは性別適合手術の歴史が浅いため、医療に関する問題

が多くとても大変です。社会がトランスジェンダーにとってより

オープンになることを願いながら活動しています。

―活動する中で、最も難しいと感じたことは？

　10年間にわたり活動をしてきて、終わりのない戦いだなと

感じます。同性結婚や性別変更に関する法律だけでなく、

LGBTs向けの労働法や、教育法などさまざまな分野で不十

分なところがあります。1人ひとりの環境や悩みの度合いも異

なるので、本当に尽きることのない問題なのです。そのため、

いくら些細なことでもそれぞれの問題の解決に向けて、地道

に努力を積み重ねています。

周囲に何と言われようと、
自分らしく生きていきたい

2017年ミス・ヴィーナスで第 3 位に

―これまでで大変だったことを教えてください。

　私は2012年に家族にカミングアウトしました。父が認めて

くれなかったので、長い時間をかけて泣きながら父を説得しま

した。その後も学校や仕事場で差別があり、トランスジェン

ダーとして生活するのはとても大変でした。周りに自分と同じ

ような人がいなかったので、インターネットでホルモンの治療

や手術などについて調べていたところ、「ICSセンター／ ICS 

Center」が説明会を開いていると知り、そこから情報や知識

を得ました。

―この10年で大きく変わったことは何ですか？

　やはり、周りの人たちの考え方ですね。10年前は同性愛

なんて“社会に悪影響を及ぼす問題”だと考える人が多かっ

たです。時代が進むにつれてインターネットが発展し、外国か

らの情報が入り、支援団体も増えました。まだ数は少ないです

が、性的指向と性自認（SOGIE）の知識を広げる授業や活

動を取り入れている学校もあります。ベトナムはゆっくりと、よ

り住みやすい場所になっていくと信じています。

FTMインタビュー MTF インタビュー



ベトナム発の映画・小説 知っておきたい豆知識恋物語を通して垣間見る あなたの理解度を再チェック！

男性同士の恋愛を爽やかに描写した
家族の温かさを感じられる映画

日々直面する悲しい現実が明らかに
悲哀と衝撃の恋愛小説

Nhi Bui – LGBTs movie “Goodbye Mother”

Nguyen Ngoc Thach  – LGBTs novels

映画『またねお母さん／ Thưa Mẹ Con Đi』 
性別、性的指向、性自認は
どのように異なりますか？

LGBTs の「s」は何ですか？

ベトナム語には「アイ
ン／Anh」（お兄さん）
や「チ／ Chị」（お姉
さん）など性別の呼び
方 が あ り ま す が、
LGBTs の人に対して
はどう呼べばいいで
すか？

同
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ゲイ（レズビアン）の心は
女（男）ですか？

小説『サイゴンで泣く／ Khóc Giữa Sài Gòn』

『またねお母さん／ Thưa Mẹ Con 

Đi』はLGBTsがテーマの映画という
より、その“要素”を扱った映画ととら
えるのが正しいです。
　まず、男性カップルのストーリーに
した理由は、LGBTsについて何か
メッセージを送りたかったのではなく、
ただ普通のラブストーリーを語りたい
と思ったからです。僕にとって、異性
カップルの話は同性カップルの話と
違わない。愛の形は全て同じだと思

　2014年に上梓した小説『サイゴ
ンで泣く／ Khóc Giữa Sài Gòn』は
LGBTsに対しての悲しい現実を描
いた作品です。サイゴンで新しい生
活を求める男性カップルの、ハッピー
エンドではない恋物語です。登場人
物たちの話を通して、現在ベトナム
の若者がどんな問題に立ち向かって
いるかを読者に感じて欲しいです。
　小説は少し残酷なところもあります

ストーリーだけでなく、映像も高く評価された映画。
釜山国際映画祭にも出品された

LGBTsに関心がない人も深く
感動できるストーリー

知識がなく、何かを誤解しているかもしれないけれど、聞く勇気はなかなか持てないかもしれない。
当事者でも調べないと分からないことはある。そんな時に役立つiSEEとのQ&Aを参考にしよう。

性別（ジェンダー／ Gender）は、生物学
的な男と女のことです。性的指向（セク
シュアリティ／ Sexuality）は、どういう
性に対して恋愛感情や性的魅力がある

かを指し、異性に向かう人、同性に向かう人、複数の
性に向かう人、などがあります。性自認（ジェンダーア
イデンティティ／ Gender Identity）は主観的な性
別のことです。自分が自覚する性別であり、生物学的
な性と一致しないことがあります。ベトナムでは「第三
の性／ Giới Tính Thứ Ba」という言葉がよく使われま
すが、この言葉は正しくありません。

レズビアン（Lesbian）、ゲイ
（Gay）、バ イ セ ク シ ュ ア ル
（Bisexual）、トランスジェン
ダー（Transgender）のほか

にも、人の性的指向は多様なもの。生まれつ
き生殖系の構造に変異があるインターセック
ス（Intersex）、性的な欲求を抱かないアセ
クシュアル（Asexual）などさまざまです。人
の個性のように、性的指向もとても豊かなの
です。ベトナムでは「LGBTI」や「LGBT+」
などもよく使われます。

2013年 にiSEEが 行 っ
た研究「同性婚について
の社会的意見」によると、
58％が同性結婚は出生

率に影響があると考えていますが、実
際に数字で証明できる調査や研究な
どはまだありません。同性結婚は異性
結婚と比べて数が少ないので、与える
影響は低いとされています。なお、ベ
トナムでは同性結婚が認められてい
ないため、カップルとして養子を迎え
ることはできませんが、個人名義であ
れば可能です。

性的指向は性自認と異なる
ので、それだけに限りません。
例えば、男性から女性へと適
合手術を施した人すべてが

男性を好きになるわけではなく、女性を好
きになったり、複数の性を好きになったりと
さまざまなケースがあります。ベトナムで
は2012年にiSEEが行った研究「自分らし
く生きたい願望」によると、この誤解は未
だ残っていることがわかりました。LGBTs
コミュニティの中でも、そのような勘違いを
している人はいるようです。

相手の性自認
に応じて呼ぶ
べきです。場
合によっては、

「どうやって呼べばいいで
しょうか」と正直に聞くのも
1つのマナーです。自分で
勝手に判断するのは相手に
とって失礼になるかもしれ
ないので控えましょう。

A1で述べたように、「性的指向」
は「性自認」とは異なります。自分
の性に違和感がなく同性に恋愛
の気持ちを抱くケースは多くあり

ます。ゲイ・レズビアンは必ず性転換手術を受
けたいと思っている人ではありません。ゲイは
女性らしい、レズビアンは男性らしい格好をす
るというステレオタイプも間違っています。性
自認と生物学的な性が一致しない人を、トラン
スジェンダーといいます。また、同性カップルの
一方が“男”で他方が“女”という考え方も誤り
です。「どちらが男／女ですか」と聞くことは大
変失礼にあたるのです。
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います。LGBTsの人にとって、家族
をはじめ、自分を応援してくれる人の
存在もとても大切なので、家族の温
かみを感じられるストーリーを作りた
かったんです。
　LGBTsの人たちから映画に対し
てたくさんの応援の声をいただきまし
たし、彼らが家族と一緒にこの映画
を観に来ている姿を見て、本当に感
動しました。自分の作品を誇りに思い
ます。

が、読者にが考えるきっかけになれば
うれしいです。LGBTsの人にも愛情
があり、生活や家族の問題があり、
大変なことで苦しんでいます。当事
者は共感を覚え、ストレートの人は現
状を理解して、一緒に涙を流す物語
だと思います。読後は気持ちが重くな
るかもしれませんが、コミュニティに
とって良い影響を与えられればうれし
いです。


