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同性婚に関する意識調査 報告書

結婚の自由をすべての人に − Marriage for All Japan − 

 調査結果の概要 （エグゼクティブ・サマリー）

ネットモニタ（40-69 歳、全国）を対象に、同性婚に関連するさまざまな意識をたずねた。 

✓ 同性婚賛否） ７割強が同性婚に＜賛成＞していた。年代で差はなかったが女性より男性に＜反対

＞が多かった。＜賛成＞者の半数以上は以前から賛成していたわけではなく、「社会の流れ」「風潮」

等を理由として賛成に転じていた。（本報告書の多くの箇所では、同性婚の法制化に対する「賛成」

「どちらかといえば賛成」「どちらかといえば反対」「反対」の選択肢について、前二者を＜賛成＞、

後二者を＜反対＞へと統合して分析している。カギ括弧の「賛成」や「反対」は、回答を統合する

前の選択肢について着目し、分析をしたことを示す。） 

✓ 身近な当事者） 同僚に、同性愛者もしくは性別を変えた人がいる・いると思うと答えた人たちに、

同性婚＜賛成＞の割合が多かった。いないと答えた人に、＜反対＞の割合が多かった。 

✓ 少子化社会との関連） 少子化社会が問題だと思うかどうか、また、少子化の個別的な理由におい

て、同性婚の賛否と関連があるかを調べたが、関連性は見いだせなかった。 

✓ 最終学歴・仕事） 短大高専卒に同性婚＜賛成＞の割合が多く、大卒に＜反対＞割合が多かった。

大卒についてのこの特徴は、モニタの傾向の可能性がある。管理職、専門・技術職、技能職は他の

仕事に就いている人に比べて、同性婚＜反対＞の割合が男性に多く、女性には少なかった。 

✓ 宗教） 信仰している宗教がある、または熱心な信者である人に、同性婚に反対する割合が多いこ

とが明らかとなった。宗教・宗派別にみると、キリスト教信者に同性婚「反対」割合が多かった。 

✓ 支持政党） 支持政党別にみると、自由民主党支持者に＜反対＞の割合が多かった。ただしそれで

も過半数に満たなかった。政治意識（自分が保守的か革新的か）別にみると、保守的と自認する人

に同性婚に＜反対＞する割合が多かった。 

✓ メディア視聴） ネットサイトの視聴では、ニュースコメント欄、まとめサイト、保守系動画サイ

トなどを高頻度で観る人に同性婚＜反対＞する人が多く、情報の曝露との関連性が示唆された。 

✓ 地域） 都市規模別では同性婚の賛否に差はみられなかった。地域との暮らしにおいては、社会が

監視的である地域の在住者ほど、同性婚に＜反対＞する人の割合が多かった。 

✓ 心理） 同性婚に否定的な見解を持つ人々に、権威主義的傾向が強かった。他方で、集団主義的傾

向は少ない項目のみと関連があった。基本的な人間観が同性婚への賛否に影響を与えているであろ

うことも明らかにされ、性善説の人は相対的にみて同性婚に＜賛成＞し、性悪説の人は＜反対＞す

る傾向がみられた。また、同性婚に＜反対＞する人の中には、「差別を法律で罰すると暮らしにく

くなる」「社会的弱者はその立場を必要以上に利用している」と考える人の割合が多かった。 

✓ 知識） 同性カップルの困りごとを想起し、選択してもらう質問では、「配偶者控除が受けられな

い」を筆頭に、子どもの学校で「両親」扱いされない、慶弔・介護休暇等の取得、面会権などが多

くの回答者に選ばれていた。同性婚の制度ができて自分に困ることがあるかについては、＜ない＞

と答えた人が７割を占めた。また、同性愛や性同一性障害について誤った知識を持つ人は、同性婚

に＜反対＞する割合が多かった。なお、人権を習ったと回答した者は 6 割にとどまった。LGBT に

ついて習ったという回答は、学校で 4.3%にとどまり、職場の研修（1割）より少なかった。 

✓ パートナーシップ制度） パートナーシップ認定制度の認知は進んでおらず、道半ばである。 
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 調査法の概要ならびに、結果の解釈の留意点 

インターネット調査会社 1 社の登録者（モニタ）を対象に、2019 年 12 月 6 日から 10 日にかけ

て全 53 問のウェブ調査を実施した。国内に在住する 40-54 歳の男女、55-69 歳の男女の各 375 名、

合計 1,500 名のモニタが回答するように設計した。回答総数は 1,495 名であった。調査の実施にあ

たっては、金沢大学人間社会研究域「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会の承認を得た

上で行った（承認番号 2019-52）。 

誰もが等しい確率で調査対象者となるように設計された通常の社会調査とは異なり、本調査はモ

ニタを対象にしており、また、均等な人数を得るように設計されていることから、回答の割合はそ

のまま日本全体の世相を表しているとはいえない。また、この調査は、1 時点における意識や社会

経済属性の関連性をみるものであり、因果関係を明らかにすることは困難である。（因果関係を含

む、推測に類するものは、「～と考えられる」などと表記した。） 

ただし、ネット調査ならではの質問項目があり、同性婚に特化した初めての調査であることなど

から、これまでの類似の調査では十分に解明できなかった同性婚に対する意識のありかたに肉薄す

ることができたと考える。 

結果の記述における「割合が多い／少ない」「強い／弱い」「高い／低い」などは、特にことわり

の無い限り、統計的検定を伴って観察された差である。 

なお、 質問文をよく読まずに回答を進めてしまう人などの”satisficer”（「いいかげん回答者」）は、

調査の初期段階等で除外しており、信頼性の高いデータであるといえる。[HI…石田執筆] 

 

 回答者の属性 

年齢：40-44 歳 235 人（15.7％）、45-49 歳 254 人（17.0％）、50-54 歳 261 人（17.5％）、55-59 歳

357 人（23.9％）、60-64 歳 237 人（15.9％）、65-69 歳 151 人（10.1％）と、回答者に 50 代後半が多

く、60 代後半が少ないことに留意する必要がある。 

最終学歴：小中学校卒が 32 人（2.1％）、高等学校卒が 430 人（28.8％）、専門学校卒が 164 人

（11.0％）、短大・高専卒が 182 人（12.2％）、大学卒が 612 人（40.9％）、大学院卒が 60 人（4.0％）、

その他 1 人（0.1％）と、回答者に大学卒が多いことに留意する必要がある。 

結婚・子ども：結婚経験者は 1,021 人（68.3％）、離婚経験者は 142 人（9.5％）であった。子ども

を持つ回答者は 872 人（58.3％）、18 歳未満の子どもを持つ回答者は 281 人（18.8％）であった。 

就業：現在、仕事についている回答者が 987 人（66.0％）、休業中が 15 人（1.0％）、過去につい

たことがある人が 469 人（31.4％）、仕事についたことがない人が 24 人（1.6％）であった。 

職業（仕事の種類）：多い順に、事務職が 427 人（1,495 名中 28.6％）、専門職・技術職が 320 人

（21.4％）、課長相当以上の管理職が 218 人（14.6％）、サービス職が 187 人（12.5％）、製造・加工

職が 97 人（6.5％）等、と続いた。 

当事者関連質問：①「あなたに、同性の恋人がいたことがある」、②「現在のあなたの恋愛対象

は、同性である」、③「自分のからだの性別に違和感があったり、嫌だと思ったりしたことがある」

という質問を設けた。それぞれに「はい」と回答したのは、①が 20 人（1.3％）、②が 74 人（4.9％）、

③が 37 人（2.5％）いた。こうした人々の除外はせず、分析に含めている。 

なお、回答属性における「女性」「男性」とは、「出生時の戸籍・出生届の性別」をたずねる設問

で、回答者が選んだ性別を指す。[HI]
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 同性婚の法制化には何パーセントの人が賛成しているのだろうか 

 どの程度の人が「結婚は男女に限る」などといった考えを持っているのだろうか 

 同性婚の賛否を変えた人は、どれだけの割合いて、その理由は何であったと自己認識しているだろうか 

 

 同性婚には 7割超が賛成 

同性婚には 72.6％が

＜賛成＞していた。女

性より男性に＜反対

＞者の割合が多かっ

た。40 代、50 代、60 代

の年代（年齢階級）間

で比べた分析では賛

否に差がみられなか

った。[HI] 

図表 1 同性婚の賛否 

 

χ2（カイ二乗値）=55.874  df（自由度）=3  p（帰無仮説の棄却率）=.000 

 

 同性婚に関する見解のうち、もっとも賛同が多かったのは平等権。他方で、制度悪用を懸念する層が 4割強 

 異性・同性にかかわらず結婚する権利は平等にあると答えた人々は 9 割弱いた。生殖にむすびつ

かないから好ましくない・伝統的な家族のありかたが失われるからよくない・子どもに悪影響を及

ぼすと答えた人々は 3 割弱にとどまった。ただし、社会のあり方がくつがえされるので慎重である

べきだ・結婚制度が悪用されるおそれがあると回答した人が４割程度いた。[HI] 

図表 2 同性婚をめぐる様々な見解に対する賛意の割合 

 
比率は左側の各項目について「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」を足したもの。多い順に並べた。 
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選んだ人の比率
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b) 誰にも平等に、結婚する権利がある 86.6% 1294

a) 愛し合っていればよい 79.4% 1187

c) 新しい家族のあり方につながるのでよい 73.3% 1096

e) 時代の流れだからあってよい 68.4% 1022

d) 海外で認められているから、日本でもあってよい 63.9% 955

f) 自分には関係ないからあってよい 50.8% 760

o) 社会のあり方が根底からくつがえされるので、慎重であるべきだ 46.9% 701

j) 同性同士の結婚を認めると、別の目的のために制度が悪用されるおそれがある 42.8% 639

p) 認めた場合の社会の先行きがなんとなく不安だ 38.8% 579

k) 少子化が進むから好ましくない 33.9% 507

f) 自分には関係ないので必要ない 32.3% 482

n) 海外ではあり得るかもしれないが、日本の社会にはそぐわない 29.3% 438

i) 生殖にむすびつかないから好ましくない 27.5% 411

h) 結婚は男女に限るべきである 27.2% 406

g) 伝統的な家族のあり方が失われるのでよくない 26.4% 394

l) 子どもたちに悪影響を及ぼす 24.7% 369
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 同性婚＜賛成＞者の半数以上は、以前から＜賛成＞していたわけではなく、なんらかの理由によって考えが変わった  

 同性婚に＜賛成＞意見を示した 1085 人のうち、半数以上は「以前は、考えたことがなかった」

もしくは「以前とは、考えが変わった」と答えていた。 

 40 代では、以前から＜賛成＞だった人が多く（55.9%）、「以前とは、考えが変わった」人(9.7%)、

「以前は、考えたこともなかった」人(34.4%)が少なかった。逆に、60 代では、以前から＜賛成＞だ

った人が少なく(34.1%)、「以前とは、考えが変わった」人(16.7%)、および「以前は、考えたことが

なかった」人が多かった（ほぼ半数）。 

 考えたことがなかった、という人々を除外し「以前とは、考えが変わった」人と「以前から＜賛

成＞だった」人をみると、前者がもっとも多いのは 60 代、次いで 50 代であった。 

 性別によって比較すると、「以前から＜賛成＞だった」のは女性に多く、男性に少なく、「以前か

ら、考えが変わった」人は、女性に少なく、男性に多かった。 [sk…釜野執筆] 

図表 3 年齢階級別、性別にみた同性婚＜賛成＞者の以前の考え方 

 

（年齢階級別）χ2=31.730  df=4  p=.000   （性別） χ2=7.356  df=2  p=.025 

 

 以前とは考えが変わり、同性婚に＜賛成＞するようになった人の多くが「社会の流れ」を理由に挙げる 

 同性婚に＜賛成＞する人のうち「以前とは、考えが変わった」142 人にその理由を自由記述でた

ずね、回答のあった 133 人の記述内容を分類したところ、「社会の流れ・風潮」に類似するものが

30.8％、「メディア・情報」が 24.8％、「知識を得た、勉強した、研修を受けた」の類が 11.3％であ

った。[sk] 
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図表 4 同性婚＜賛成者＞のうち「以前とは、考えが変わった」人が記述した理由の分布 

（全体、性別、年齢階級別） 

 

（年齢階級別）χ2=16.182  df=16  p=.440  （性別）χ2=2.997  df=8  p=.935 

 

 調査時に同性婚に＜反対＞を表明した410人にも、以前からその考えであったかをたずねている。

以前から＜反対＞だった人は男性に多く、女性に少なかった。年齢階級による差はみられなかった。

また、調査時に＜賛成＞の層と比べると、「以前とは、考えが変わった」という人が少なく、410 人

中 19 人（3.9%）であった。 

図表 5 年齢階級別、性別にみた同性婚＜反対＞者の以前の考え方 

 

 （年齢階級別）χ2=2.389  df=4  p=.665  （性別）χ2=7.356  df=2  p=.022 

全体

女性 男性 40-49歳 50-59歳 60-69歳

社会の流れ・風潮、海外の変化、多様性社会 30.8% 27.9% 33.3% 35.7% 23.0% 38.6%

メディア・情報目にする 24.8% 24.6% 25.0% 21.4% 32.8% 15.9%

知識を得た、勉強した、研修を受けた 11.3% 13.1% 9.7% 7.1% 11.5% 13.6%

特にない、わからない、なんとなく 8.3% 6.6% 9.7% 3.6% 11.5% 6.8%

必要性認識した、当事者の悩み知った 7.5% 8.2% 6.9% 7.1% 6.6% 9.1%

当事者がオープンになっている・多くいる、

　認知度がアップしている
6.8% 9.8% 4.2% 3.6% 8.2% 6.8%

人それぞれでよい、個人尊重 4.5% 4.9% 4.2% 7.1% 1.6% 6.8%

その他 3.8% 3.3% 4.2% 10.7% 3.3%

知人友人に当事者がいる 2.3% 1.6% 2.8% 3.6% 1.6% 2.3%

全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数 133 61 72 28 61 44
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同性婚に＜反対＞を表明し、「以前とは、考えが変わった」と答えた 19 人に、変わった理由をた

ずねたところ、記入された理由のほとんどが、「学ぶ機会が増えた」「メディア」など、賛成するよ

うになった理由と類似する内容もしくは「わからない」というものであった。この問いは、＜反対

＞から＜賛成＞、および＜賛成＞から＜反対＞に変わった理由をたずねる意図で調査に含めていた

が、記述された回答をみる限り、中には、「強く反対」していた人が、反対の強度を弱めた理由を記

入した可能性もある。[sk] 

 

 学歴や仕事の種類によって、同性婚の賛否に違いがみられるのだろうか 

 「身近に当事者がいる」「そうかもしれない人がいる」ことは、同性婚賛否と関連するのだろうか 

 

 短大高専卒に同性婚＜賛成＞が多く、大卒に＜反対＞多い。 

 同性婚への賛否を＜賛成＞と＜反対＞に分けて最終学歴別で違いがみられるか調べたところ、短

大高専卒に＜賛成＞者の割合が多く、大学卒に＜反対＞者の割合が多かった（図表 6 の(a)）。次に、

同性婚＜反対＞者を最終学歴別にみると、女性の場合はおおむね学歴が高いほどその割合が多かっ

た。他方男性は、短大高専卒のみその割合が少なかった。男女別にみた場合は、おおむね女性より

男性の方に＜反対＞者の割合が多かった（図表 6 の(b)）。今回の調査で大卒者に＜反対＞者が多い

理由は、男性の短大高専卒のケース数が少なく、大卒者のケース数が多かったことに起因するもの

と思われる（図表 6 の(c)）。[IH] 

図表 6 最終学歴別にみた同性婚賛否の割合 

 

「在学中」と「中退」を選んだ回答者については１つ前の段階にあたる教育機関に合算した。ケース数の関係か
ら、「小・中学校」「高等学校」卒業を「小中高卒」に、「短大」「高専」卒業を「短大高専卒」に統合した。また、
「その他」と回答した者のうち、いずれにも振り分けられない 1 名を分析から除外した。 

(a)の表 χ2=11.789  df=4  p=.019。黄色に塗りつぶされたセルは「全体」と比べた時に、同性婚に＜反対＞する
人々の割合が多いことを、青色に塗りつぶされたセルはその割合が少ないことを示す（以下同様）。 

(b)の表 小中高卒 t=-4.017 df=413.039 p=.000, 専門学校卒 t=-3.353 df=107.530 p=.001 短大高専卒 t=-.961 df=194 
p=.338, 大卒 t=-3.963 df=529.533 p=.000, 院卒 t=-.429, df=58, p=.670。 

(a) 最終学歴別 同性婚賛否の割合

同性婚↓ 小中高卒 専門卒 短大高専卒 大卒 院卒 全体

＜賛成＞(n=1085) 72.9% 77.4% 80.1% 69.1% 68.3% 72.6%

＜反対＞(n=409) 27.1% 22.6% 19.9% 30.9% 31.7% 27.4%

各列の該当者数 462 164 196 612 60 1,494

(b) 男女別 同性婚＜反対＞者の割合

同性婚＜反対者＞

の割合↓
小中高卒 専門卒 短大高専卒 大卒 院卒 全体

女性(n=144) 19.4% 13.3% 18.8% 21.7% 25.0% 19.2%

男性(n=266) 36.0% 36.4% 26.9% 36.3% 32.7% 35.7%

男女の差 あり あり ある傾向 あり なし

(c) 男女別 回答者総数

小中高卒 専門卒 短大高専卒 大卒 院卒 全体

女性 248 98 170 226 8 750

男性 214 66 26 386 52 744
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 管理職、専門・技術職、技能職は他の職業と比べて、同性婚＜反対＞の割合が男性は多く。女性は少ない。 

  同性婚に＜反対＞する割合は職業（仕事の種類）によって差がみられる。ここでは現在の職業

（現在無職の人は最近の職業）についてたずね、回答が職業分類不能の人、および無職（専業主婦

を含む）と答えた人を除いている。＜反対＞の人は専門職（34.9%）と技能職（保安を含む；33.3％）

に多く、専門職・技術職（29.4％）と販売・営業職（27.4％）は中間的であり、事務職（20.2％）、

サービス職（23.0%）は少なかった。しかし、同じ職業でも男女でかなり差があり、その差は職業に

よって異なる。男女別に分析すると全体としては男女とも職業間で差はないが、男性は専門職・技

術職、管理職、技能職では 4 割が＜反対＞であり、販売・営業職、サービス職、事務職は約 3 割と

相対的に低い。女性は、販売・営業職が 26％と最も高く、他は 2 割以下であり、管理職（13.6％）、

専門職・技術職（13.8％）は最も低い。特に管理職、専門職・技術職では男女間に 25 ポイント以上

の差がみられ、これらの職種は、女性の中では最も＜反対＞の割合が小さかった。他方、販売・営

業職では男女間で差はみられなかった。[TI] 

図表 7 職業別・男女別にみた同性婚＜反対＞の割合 

 

a) t=2.862 df=30.785 p=.008, b) t=5.398 df=312.923 p=.000, c) t=2.100 df=142.493 p=.038, d) t=0.417 df=111 p=.678,  
e) t=1.875 df=131.160 p=.063, f) t=2.489 df=122.404 p=.014, g) t=7.268 df=1435.553 p=.000 
（全体）χ2=18.568  df=6  p=.005／（女性）χ2=5.221  df=6  p=.516／（男性）χ2=5.575  df=6  p=.472 

 

 

 同僚に同性愛者か性別を変えた人が「いる」「そうかもしれない人がいる」と「賛成」が多く、「いない」と「賛成」が

少なく「反対」が多い 

 この調査では、現在あるいは過去の職場の同僚に同性愛者がいるか、また、性別を変えたあるい

はそうしようと考えている人はいるかを、それぞれにたずねている。両設問の回答を統合し、同性

愛者と性別を変えた人のいずれかまたは双方について、「いる」、「そうかもしれない人がいる」、「い

ないと思う」、「いない」と回答した人それぞれの同性婚への賛否をみると、「いる」人では「賛成」

が 40.3％（＜賛成＞は 84.5％）でもっとも多く、次いで「そうかもしれない人がいる」の 32.1%（＜

賛成＞は 79.4％）であった。また、「いない」という人の「賛成」がもっとも少なく 17.6%（＜賛成

＞は 65.7％）であった。ただし同性婚に「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせると、同僚

に同性愛者・性別を変えた人が「いない」という人でも賛成派が約 7 割（68.8％）を占めた。[sk] 

回答者数

職業 全体 女性 男性 全体 女性 男性

a) 管理職 34.9% 13.6% 37.2% 218 22 196

b) 専門職・技術職 29.4% 13.8% 39.1% 320 123 197

c) 事務職 22.2% 19.8% 30.6% 427 329 98

d) 販売・営業職 27.4% 25.5% 29.0% 113 51 62

e) サービス職 23.0% 18.3% 30.6% 187 115 72

f) 技能職 33.3% 21.2% 40.4% 141 52 89

g) 全体 27.5% 18.8% 35.9% 1406 692 714

同性婚＜反対＞の割合
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図表 8 同僚に同性愛者・性別を変えた人がいるか別にみた同性婚の賛否 

 

 χ2=36.404  df=9  p=.000 

 

 「みんながそう言っているから」「偉い人たちが言っているから」同性婚に賛成するのだろうか 

 人間の本性を善とみなす人と悪とみなす人との間に、同性婚の賛否の割合に違いがあるのだろうか 

 

 同性婚に関して否定的見解を持つ人々は、権威主義的傾向が強い 

図表 2 の a～p の各見解について、＜そう思う＞と回答した人としなかった人とを比べて、権威

主義的傾向・集団主義的傾向の強弱を調べた。おおむね、同性婚に関して否定的見解（g～p）を持

つ人々のほうに、権威主義的傾向が強くみられた。なお、集団主義的傾向は多くの項目で差がみら

れなかったため、同性婚の賛否において、権威主義と集団主義は分けて考える必要がある。[HI] 

図表 9 同性婚の各見解に＜そう思う＞と回答した場合の権威主義・集団主義との関連性 

 

［表の読み方例］ 同性婚を「a 愛し合っていればよい」と考える人は、そう考えない人に比べ、権威主義的傾向
が弱いことを示す。同性婚を「i 生殖に結びつかずよくない」と考える人は、そう考えない人に比べ、権威主義的
傾向が強く、集団主義的傾向も強い傾向にあることを示す。t 検定。「強い傾向」「弱い傾向」は.05≦p＜.1。 

 

 他人には「用心したほうがよい」と思う人や、「人間の本性は悪に近い」と思う人は、同性婚＜反対＞の傾向 

「一般的に、人は信用できると思うか。それとも人と付き合うときには、できるだけ用心したほ

うがよいと思うか」たずねたところ、「人を信用できる」と答えた人は、同性婚への＜賛成＞が 76％、

＜反対＞24％であり、「用心したほうがよい」と答えた人は、＜賛成＞67％、＜反対＞33％で差がみ

られた。また、「人間の本性」について「善」か「悪」かの 7 段階でたずねたところ、「善」に近い

40.3%

32.1%

20.4%

17.6%

44.2%

47.3%

52.8%

51.1%

13.0%

14.5%

19.9%

21.3%

2.6%

6.1%

7.0%

10.1%

0% 25% 50% 75% 100%

いる (n=77)

そうかもしれない人がいる (n=131)

いないと思う (n=745)

いない (n=517)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

a b c d e f g h

愛し合っ
ていれば
よい

平等に結
婚する権
利がある

新しい家族
のあり方に
つながる

海外で許
容ゆえ、日
本でも可

時代の流
れだから可

自分には
関係ない
から可

伝統的家
族が喪失、
不可

結婚は男
女に限る、
不可

権威主義的傾向 弱い 弱い 弱い 差なし 差なし 強い 強い 強い

集団主義的傾向 差なし 差なし 差なし 弱い 弱い 弱い 差なし 差なし

i j k l m n o p

生殖に結
びつかずよ
くない

制度が悪
用されるお
それあり

少子化が
進む

子どもたち
に悪影響

自分には
関係ない
ので不要

日本には
そぐわない

社会が覆
る、慎重で
あるべき

認めたらな
んとなく不
安

権威主義的傾向 強い 強い 強い 強い 強い 強い 強い 強い

集団主義的傾向 強い傾向 差なし 差なし 差なし 差なし 差なし 差なし 差なし
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と答えた人（573 人）では同性婚への＜賛成＞が 79％、＜反対＞が 21％であり、「悪」に近いと答

えた人（371 人）では＜賛成＞65％、＜反対＞34％であった。これらから、基本的な人間観が同性

婚への賛否に影響しており、性善説寄りの人は相対的にみて同性婚に賛成する傾向があり、対人関

係に慎重であったり性悪説寄りであったりする人は同性婚に反対する傾向がみられた。[TI]  

図表 10 他者への信頼感と同性婚への賛否との関連 

 

それぞれ、「ほとんどの場合」+「たいていは」の選択者を足した合計。χ2=29.013 df=3 p=.000 

 

図表 11  人間の本性と同性婚への賛否との関連 

 

χ2=31.627 df=6 p=.000 

 

 「命」に関わる病気や事故の経験を持つ人に、同性婚賛成者が多いという現象はみられるのだろうか 

 離婚経験がある人たちはそうでない人たちに比べ、同性婚に賛成する割合が多いのだろうか 

 

 精神的な疾患を抱えていると申告する男性は同性婚に＜賛成＞する割合が多い。 

男女に分けたうえで、慢性的な身体的・精神的疾患、および生死にかかわる病気・事故にあった経

験と、同性婚の賛否に関連があるかみられるかを調べたところ、男性間でのみ、慢性的な精神的疾

患を抱えていると回答した人々は、そうでない人々に比べ、同性婚に＜賛成＞する割合が多かった。

[HI] 

  

21.9%

21.5%

21.7%

54.5%

45.4%

50.8%

18.5%

21.2%

19.6%

5.1%

11.9%

7.8%

0% 25% 50% 75% 100%

人を信頼できる(n=891)

用心したほうがよい(n=604)

全体

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

22.1%

20.1%

23.0%

21.7%

43.4%

50.8%

55.7%

50.8%

21.6%

21.4%

16.6%

19.6%

12.9%

7.6%

4.7%

7.8%

0% 25% 50% 75% 100%

「悪」に近い(n=371)

どちらともいえない(n=551)

「善」に近い(n=573)

合計

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対



同性婚に関する意識調査 報告書 -10- 

 

図表 12 慢性疾患や生死にかかわる病気・事故と同性婚賛意との関係 

 該当者が同性婚に＜賛成＞する割合 

  女性間 男性間 

a) 慢性的なからだの病気を抱えている 差なし 多い傾向 

b) 慢性的なこころの病気を抱えている 差なし 多い 

c) 生死にかかわる病気にかかったことがある 差なし 差なし 

d) 生死にかかわる事故にあったことがある 差なし 差なし 

e) 上記のどれか１つでもあてはまる 差なし 多い 

それぞれの項目における、全回答者 (n=1,495) 中の該当者の比率は、女性｜男性｜全体の順に次の通り： 
a) 23.6%｜25.5%｜24.5%, b) 6.8%｜6.6%｜6.7%, c) 5.5%｜7.0%｜6.2%, d) 1.5%｜3.9%｜2.7%。e) 30.8%｜35.8%｜
33.3%。「多い傾向」の有意水準は p<.1。以下同様。 

 

 離別経験、海外生活体験があったり、障がいを持つ人が近くにいたりする女性に、同性婚＜賛成＞割合が多い 

さまざまなライフスタイルの経験と同性婚の＜賛成＞が関連をしているのかについて調べた。離

別経験を持つ女性や、国外で生活したことのある女性、近しい関係にある人の中に障がいを持つ人

がいる女性は、そうでない女性に比べ、同性婚に賛成する割合が多かった。男性間ではその差はみ

られなかった。[HI] 

図表 13 さまざまなライフイベントの経験と同性婚賛意との関係 

 該当者が同性婚に＜賛成＞する割合 

  女性間 男性間 

a) 結婚経験がある 差なし 差なし 

b) 結婚相手と離別した経験がある 多い傾向 差なし 

c) 結婚相手が死別した経験がある 差なし 差なし 

d) 結婚・離死別いずれの経験もない 差なし 差なし 

e) 日本以外の国（地域）で３か月以上生活した経験がある 多い 差なし 

f) 特定の異性と同棲した経験がある 差なし 差なし 

g) 子がいる（子の成年・未成年は問わない） 差なし 差なし 

h) 18 歳未満の子がいる 差なし 差なし 

i) 近しい関係にある人の中に、ひとり親家族の人がいる 差なし 差なし 

j) 近しい関係にある人の中に、外国籍の人がいる 少ない 差なし 

k) 近しい関係にある人の中に、障がいを持つ人がいる 多い 差なし 

l) 親が離婚した経験がある 差なし 差なし 

m) 親が再婚した経験がある 差なし 差なし 

それぞれの項目における、全回答者 (n=1,495) 中の該当者の比率は、女性｜男性｜全体の順に次の通り：a) 79.3%
｜71％｜75.2％, b) 12.3%｜6.7％｜9.5％, c) 2.8%｜0.9％｜1.9％, d) 20.7%｜29％｜24.8％, e) 9.1%｜9.0％｜9.0％, f) 
14.4%｜12.9％｜13.6％, g) 60.1%｜56.5％｜58.3％, h) 16%｜21.6％｜18.8％, i) 35.2%｜32.5％｜33.8％, j) 12.1%｜
10.9％｜11.5％, k) 28.3%｜25.1％｜26.7％, l) 10.4%｜7.9％｜9.2％, m) 6.4%｜4.7％｜5.6％。 
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 どの程度の割合の人が「差別を法律で罰すると暮らしにくくなる」と考えているだろうか 

 「デモや抗議行動は権利のための必要な取り組みである」と考える人たちは少数派なのだろうか 

 社会的弱者に対する“逆差別”的な見方は、同性婚の賛否と関係しているのだろうか 

 

 同性婚に＜反対＞する人々は、そうでない人々に比べ、「マイノリティは、社会的弱者としての立場を必要以上

に利用している」と考える人の割合が多い。 

性的マイノリティには必要な権利がまだ十分に保障されていないと答えた人は 8 割に達した。権

利を得るにデモや抗議行動は必要な取り組みであると考える人も 6 割弱に達しており、この考え方

が少数派であるとはいえない。他方で、社会的弱者はしばしば必要以上に弱者としての立場を利用

していると考える人も 6 割に達していた。差別を法律で罰すると暮らしにくくなると考える人は約

半数であり、今回の回答者の中では見解が分かれた。 

同性婚＜賛成＞者と＜反対＞者とに分けて、これらの項目との関連性をみたところ、＜反対＞者

の方に、差別を法律で罰すると暮らしにくくなる、社会的弱者や性的マイノリティは弱者としての

立場を必要以上に利用している、性的マイノリティの権利を認めると社会秩序が乱れる、と考える

人の割合が多かった。[HI] 

図表 14 同性婚賛否別にみた各種権利主張やマイノリティ観 

 

「賛同した割合」とは各項目において「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」と回答した者の合計のこと。 
b)と d)は逆転項目である。a) t=4.711, df=755.865, p=.000, b)t=-3.964, df=718.422, p=.000, c) t=7.534, df=837.766, p=.000, 
d) t=-12.056, df=541.304, p=.000, e) t=17.536, df=568.101, p=.000, f) t=14.591, df=675.198, p=.000 

 

 インターネットの視聴と同性婚の賛否には関連性があるのだろうか 

 コンテンツの視聴頻度によって同性婚の賛否に違いがみられるのだろうか 

 

 Yahoo!等のコメント欄、まとめサイト、保守系動画サイトを高頻度で見ている人に同性婚＜反対＞の割合が多い 

 各種ネット情報の１週間あたりの視聴頻度を調べた（図表 15 の(a)）。報道機関などが配信するニ

ュースでは約半数が、インターネットニュースのコメント欄（例えば Yahoo!ニュースなどのコメン

ト欄）は約 3 割が、「ニュー速」などの「まとめサイト」は約 1 割が、「チャンネル桜」などの保守

系動画サイトについては 2.6％の回答者が週 5 回以上視聴していると回答していた。 

ネット視聴頻度と同性婚賛否の関係性を調べたところ、Yahoo!ニュースなどのコメント欄、「まと

同性婚

＜賛成＞者

同性婚

＜反対＞者

a) 差別を法律で罰すると、暮らしにくい世の

中になる
48.6% 62.0% 52.2%

b) 権利を得るには、デモや抗議行動は必要

な取り組みである
61.7% 50.2% 58.5%

c) 社会的弱者は、しばしば必要以上に弱者

としての立場を利用している
55.1% 74.9% 60.5%

d) 性的マイノリティには、必要な権利がまだ

十分に保障されていない
88.6% 56.8% 79.9%

e) 性的マイノリティの権利を認めると、社会

の秩序が乱れる
13.7% 60.0% 26.4%

f) 性的マイノリティは、しばしば必要以上に弱

者としての立場を利用している
24.9% 64.4% 35.7%

左の各項目に対して

賛同した人の割合
＜思う＞を

選択した人

の割合
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めサイト」、保守系動画サイトを週 5 回以上見ている人は、そうでない人に比べ、同性婚に＜反対

＞する割合が多かった（図表 15 の(b)）。[HI] 

図表 15 各種ネットの視聴頻度と同性婚＜反対＞の割合 

 

 

 信仰する宗教の有無や支持政党によって、同性婚賛否に違いがみられるだろうか 

 年代別にみた場合、同性婚賛否に違いがみられるのはどの政党とどの政党だろうか 

 保守的だと自認する人たちに同性婚反対が多く、革新的だとする人に賛成が多いのだろうか 

 

 同性婚に「反対」という割合は、信仰している宗教が「ある」と多く、「ない」と少ない 

 同性婚に「反対」する割合は信仰している宗教があるか否かで差がみられ、「ある」人は 20.2％

と多く、「ない」人は 6.4%で少なかった。「特に信仰していないが、家の宗教はある」という人の同

性婚賛否には、信仰している宗教が「ある」人と「ない」人との差がみられなかった。[sk] 

図表 16 信仰している宗教の有無別にみた同性婚賛否割合の分布 

 

χ2=32.980  df=6  p=.000 
 

 信仰に熱心であると、同性婚「反対」が多い 

次に、信仰が「ある」または「特に信仰していないが、家の宗教はある」人に、信仰の熱心さをた

ずねたところ、熱心であると同性婚に「反対」する人の割合が多い結果となり、「熱心である」人の

50.0％、「まあまあ熱心である」人の 20.3％が「反対」と回答していた。ただし「熱心である」と回

週に5回以

上

週に3、4

回

週に1、2

回

週に1回よ

り少ない

サイトを知

らない 全体 n

報道機関配信ニュース 52.2% 14.7% 12.8% 14.7% 5.6% 100.0% 1495

Yahoo!等のコメント欄 31.7% 13.7% 15.0% 29.3% 10.3% 100.0% 1495

まとめサイト 10.3% 8.0% 12.2% 35.5% 34.0% 100.0% 1495

保守系動画サイト 2.6% 1.7% 3.6% 18.6% 73.5% 100.0% 1495

週に5回以

上

週に3、4

回

週に1、2

回

週に1回よ

り少ない

サイトを知

らない 全体 χ2 df p

報道機関配信ニュース 26.4% 32.3% 25.1% 25.5% 34.9% 27.4% 6.318 4 .177

Yahoo!等のコメント欄 31.6% 31.2% 26.3% 21.7% 27.3% 27.4% 13.099 4 .011

まとめサイト 35.7% 31.9% 23.5% 26.6% 26.1% 27.4% 8.558 4 .073

保守系動画サイト 59.0% 28.0% 40.7% 28.1% 25.5% 27.4% 26.468 4 .000

(b)　同性婚に＜反対＞と答えた人の割合

(a)　各種ネット視聴頻度の割合

21.2%

19.4%

23.3%

49.0%

52.0%

50.8%

9.6%

21.9%

19.4%

20.2%

6.7%

6.4%

0% 25% 50% 75% 100%

ある (n=104)

特に信仰していないが、家の宗教はある (n=448)

ない (n=917)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対
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答した人は全回答者中 10 人、「まあまあ熱心である」と回答した人は同 59 人で、少数派である。

「そんなに熱心でない」人の回答傾向は、信仰がないという人とほとんど同じであった。[sk] 

図表 17 信仰している宗教の有無・信仰の熱心さ別にみた同性婚賛否割合の分布 

 

χ2=40.190  df=9  p=.000 

 

 同性婚賛否を信仰の有無・宗教・宗派で比べると、キリスト教信者の場合と、回答者自身が仏教を信仰している

場合に「反対」割合が高い一方で、宗派による差はみられず 

 信仰している宗教や宗派で同性婚の賛否を比べると、キリスト教信者に「反対」が 21.4％と多い

傾向がみられ（有意水準 10%）、また、信仰のない層では「賛成」が多く、「反対」が少なかった。

信仰の有無の問いや宗派の問いに無回答だった層では、「賛成」が少なく、「反対」が多かった。な

お、神道や、細分化した仏教の各宗派では、賛否の割合に差がなかった。[sk] 

図表 18 信仰している宗教の有無・宗教・宗派別にみた同性婚賛否割合の分布 

 

 ＜賛成＞割合の高い順に表示。χ2=31.880  df=27  p=.237 

 

 

10.0%

15.3%

20.6%

22.9%

30.0%

45.8%

52.5%

50.4%

10.0%

18.6%

19.8%

19.6%

50.0%

20.3%

7.1%

7.0%

0% 25% 50% 75% 100%

熱心である (n=10)

まあまあ熱心である (n=59)

そんなに熱心ではない (n=480)

信仰なし (n=942)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

33.3%

22.8%

23.8%

23.3%

18.9%

30.3%

16.1%

14.3%

26.7%

50.0%

57.9%

52.4%

50.8%

53.5%

39.4%

50.4%

50.0%

33.3%

8.3%

8.8%

16.7%

19.4%

21.3%

21.2%

21.9%

14.3%

33.3%

8.3%

10.5%

7.1%

6.4%

6.3%

9.1%

11.7%

21.4%

6.7%

0% 25% 50% 75% 100%

創価学会 (n=12)

密教・法華系 (n=57)

禅系 (n=42)

信仰なし (n=917)

浄土系 (n=127)

仏教・宗派特定せず (n=33)

有無・宗派無回答 (n=274)

キリスト教 (n=14)

神道 (n=15)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対
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 さらに、信仰している宗教・宗派について、本人が信仰しているか、家の宗教かも考慮した上で

比較すると、回答者本人が仏教を信仰している場合と、キリスト教（大半は本人が信仰）を信仰し

ている場合で、「反対」が多かった。また、本人に信仰があり宗派に無回答であった層と、信仰の有

無に回答しなかった層にも「反対」が多いことが示された。[sk] 

図表 19 信仰している宗教の有無・宗教・宗派（本人・家）別にみた同性婚賛否割合の分布 

  

＜賛成＞割合の高い順に表示。χ2=60.527  df=24  p=.000 
 

 支持政党別にみると、自由民主党支持者に同性婚反対者が多い 

 支持政党別に、同性婚＜反対＞割合をみると、自民党支持者の＜反対＞割合が 4 割台（41.5%）

でもっとも高く、ついで日本維新の会の支持者、NHK から国民を守る党の支持者で、いずれも 3 割

であった。＜反対＞割合が自由民主党に比べて少ないのは、少ない順に、社会民主党（0.0％）、れ

いわ新選組（6.9％）、公明党（12.1％）、日本共産党（20.6％）、立憲民主党（20.9％）であった（Games-

Howell の方法を用いた多重比較法による）。[sk] 

図表 20 支持政党別にみた同性婚＜反対＞割合 

 

2019 年 12 月時点での登録政党。「その他」には、国民民主党、沖縄社会大衆、希望の党を含む。 

21.4%

23.3%

32.1%

17.9%

16.7%

33.3%

14.3%

10.0%

7.7%

53.9%

50.8%

39.3%

53.6%

51.0%

33.3%

50.0%

40.0%

38.5%

18.5%

19.4%

7.1%

8.9%

25.0%

33.3%

14.3%

30.0%

26.9%

6.2%

6.4%

21.4%

19.6%

7.3%

21.4%

20.0%

26.9%

0% 25% 50% 75% 100%

仏教ー家(n=243)

信仰なし (n=917)

仏教ー本人 (n=28)

宗教宗派無回答ー本人 (n=56)

宗教宗派無回答ー家 (n=192)

神道・他ー家 (n=9)

キリスト教 (n=14)

神道・他ー本人 (n=10)

宗教宗派信仰無回答あり (n=26)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

同性婚＜反対＞割合 回答者数

自由民主党 41.5% 323

日本維新の会 30.9% 68

NHKから国民を守る党 30.4% 23

その他 22.2% 9

立憲民主党 20.9% 86

日本共産党 20.6% 34

公明党 12.1% 33

れいわ新選組 6.9% 29

社会民主党 0.0% 9

この中に支持する政党はない 24.8% 572

わからない 22.3% 251

答えたくない 29.3% 58

回答者全体 27.4% 1495
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 自民党と比較して同性婚反対者の少ない政党は、年齢によって異なる 

 どの年齢層でも自民党支持者に同性婚＜反対＞者がもっとも多いが、どの党が自民党支持者に比

べて少ないかは年齢によって異なっていた。自民党支持者と比べ、＜反対＞者が少ないのは、40-49

歳では立憲民主党支持者、50-59 歳では立憲民主党支持者に加え、れいわ新選組とその他、60-69 歳

では、公明党支持者と社会民主党支持者であった。また、60-69 歳の立憲民主党支持者の同性婚＜

反対＞者は 34.5%と多く、公明党と社会民主党で少ない（ともに 0.0%）ことが示された（Games-

Howell の方法を用いた多重比較法による。サンプル数の関係から、40-49 歳では社会民主党、60-69

歳では「その他」を比較分析から除外している）。[sk] 

図表 21 年齢階級別、支持政党別にみた同性婚＜反対＞割合 

 
 

 政治意識が「保守的」であると、同性婚＜反対＞割合が高く、特に男性では政治意識による差が顕著 

 政治意識を「保守的」（=1）から「革新的」（=7）の 7 段階でたずね、段階別に同性婚＜反対＞割

合をみると、おおむね、回答者自身の認識が「保守的」であるほど多く、「革新的」であるほど少な

かった。保守寄りの「1」と「2」を選んだ人は、中間の「4」、革新寄りの「5」と「6」を選んだ人

に比べ、またやや保守寄りである「3」を選んだ人は革新寄りの「5」、「6」の選択者に比べ、＜反対

＞割合が高かった。 

 性別で分けてみると、女性では、政治意識による同性婚＜反対＞割合の差はみられなかったが、

男性ではもっとも保守的である「1」および保守寄りの「2」、「3」のそれぞれが、革新寄りの「5」、

「6」と差があり、また、「4」と「6」の間にも差があることが示された。[sk] 

図表 22  性別、政治意識別にみた同性婚＜反対＞割合 

 

40-49歳 50-59歳 60-69歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳

自由民主党 41.0% 43.9% 39.0% 105 123 95

日本維新の会 40.0% 33.3% 26.5% 10 24 34

NHKから国民を守る党 50.0% 11.1% 25.0% 10 9 4

その他 40.0% 0.0% 0.0% 5 3 1

立憲民主党 5.9% 17.5% 34.5% 17 40 29

日本共産党 22.2% 27.3% 14.3% 9 11 14

公明党 16.7% 12.5% 0.0% 12 16 5

れいわ新選組 14.3% 0.0% 14.3% 7 15 7

社会民主党 0.0% 0.0% 0.0% 0 5 4

この中に支持政党なし 26.4% 20.8% 29.5% 193 240 139

わからない 20.4% 24.8% 20.9% 103 105 43

答えたくない 44.4% 25.9% 15.4% 18 27 13

回答者全体 28.6% 25.6% 28.9% 489 618 388

同性婚＜反対＞割合 回答者数

全体 女性 男性 全体 女性 男性

保守的　1 43.0% 26.9% 50.9% 79 26 53

2 36.7% 27.3% 44.5% 218 99 119

3 30.2% 18.2% 44.2% 410 220 190

4 24.8% 18.9% 32.4% 513 291 222

5 16.9% 12.4% 20.8% 195 89 106

6 13.0% 17.7% 10.8% 54 17 37

革新的　7 19.2% 12.5% 22.2% 26 8 18

回答者全体 27.4% 19.2% 35.7% 1495 750 745

＜反対＞割合 回答者数
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 少子化社会を深刻だと思うか否かによって、同性婚賛否の割合に差はみられるのだろうか 

 人口が減ることを少子化社会の問題ととらえている人に、同性婚反対が多いのだろうか 

 少子化対策として結婚や出産を奨励すべきと考える人に、同性婚反対が多いのだろうか 

 

 少子化社会に対する問題意識の有無による、同性婚賛否の差はみられない 

 少子化社会が深刻な問題と思うか否かと同性婚の賛否の関連を調べると、少子化社会が問題だと

＜思う＞人（全体の 91.0%）で同性婚に＜反対＞する割合は 27.1％、少子化社会が問題だと＜思わ

ない＞人（全体の 9.0%）で同性婚に＜反対する＞割合は 30.4%で、両者の間に差はみられなかった。

[sk] 

図表 23 少子化が深刻な問題と思うか否か別にみた同性婚の賛否割合 

  

χ2=0.647  df=1  p=.421（Fisher の直接法でも有意差なし） 

 

 少子化社会が問題だと思う理由によって、同性婚の賛否割合に差はみられない 

 少子化社会が問題である、と考える理由としてもっとも多くの回答者に選ばれたのが「年金など

の社会保障制度が危うくなるから」で 76.0 %、2 番目が「働き手が少なくなるから」で 66.6%、3 番

目が「人口が減ることで、社会の活気がなくなるから」で 60.9%であった。「日本人」や「日本とい

う国」に言及した理由を選ぶ割合は半数に満たなかった。それぞれの理由の選択の有無による、同

性婚＜反対＞割合には、差がみられなかった。 [sk] 

図表 24 少子化が問題だと思う理由の選択の有無別にみた同性婚＜反対＞の割合（n=1,360） 

 
a) t=-.293 df=1358 p=.770; b) t=.895 df=1358 p=.371; c) t=.623 df=1358 p=.533; d) t=-1.431 df=997 p=.153; e) t=-.863 df=1358 
p=.389; f) t=1.713 df=9.27 p=.120 

 

 前節で示した通り、少子化社会を問題だと思わない人は少数派で全体の 1 割に満たない。これら

の人に少子化社会が問題だと思わない理由をたずねたところ、選択率が半数を超えた理由はないが、

もっとも多いのが「少子化に対応できる社会保障制度を作ればよい、と思うから」の 41.5%、次い

で「人口が減ることで、ゆとりのある社会になるから」の 30.4%であった。 

 これらの理由を選択したか否か別に同性婚＜反対＞割合をみると、「外国人を受け入れ、新た日

同性婚↓ ＜思う＞ ＜思わない＞ 全体

＜賛成＞ 72.9% 69.6% 72.6%

＜反対＞ 27.1% 30.4% 27.4%

全体 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数 1360 135 1495

少子化が深刻な問題だと思うか

各項目を

選択した人のうち、

同性婚に＜反対＞の割合

各項目を

選択しなかった人のうち、

同性婚に＜反対＞の割合

各項目の

選択割合

 a) 人口が減ることで、社会の活気がなくなるから 27.4% 26.7% 60.9%

 b) 年金などの社会保障制度が危うくなるから 26.5% 29.1% 76.0%

 c) 働き手が少なくなるから 26.6% 28.2% 66.6%

 d) 日本から、日本人がどんどん減ってしまうから 29.4% 25.8% 36.5%

 e) 日本という国を維持できなくなるから 28.3% 26.2% 45.5%

 f) その他 （具体的に） 10.0% 27.3% 0.7%
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本を作ればよいから」を選んだ人では 0.0％、「日本という国や国境にこだわらず、地球規模でみれ

ば、問題ではないから」を選んだ人では 15.7%であり、いずれの理由についても、それを選択しな

かった人に比べて、反対割合が低いことが示された。他の理由については、選択の有無による、反

対割合の差はなかった。[sk] 

 

図表 25 少子化が問題だと思わない理由の選択の有無別にみた同性婚＜反対＞の割合（n=135） 

 
g) t=-.626 df=133 p=.532; h) t=.003 df=133 p=.998; i) t=-1.897 df=50.95 p=.064; j) t=7.778 df=124 p=.000; k) t=3.177 
df=127.21 p=.002; l) t=.562 df=133 p=.575 

 

 少子化対策として、結婚や出産を奨励すべきだという考えを持っている人に同性婚＜反対＞が多い 

 少子化対策についての考え方をみると、結婚・出産を奨励すべきかに対し「そう思う」という人

に同性婚に「反対」する回答が多く、「そう思わない」という人に「賛成」が多かった。 

図表 26 少子化対策として結婚・出産を奨励すべきかの考え別にみた同性婚賛否割合 

 

χ2=57.492  df=9  p=.000 

  

次に、結婚や出産を奨励すべきだと思うか否かの問いへの回答を、＜思う＞と＜思わない＞に分け、

年齢階級別に同性婚賛否をみると、40 代では賛否に差がみられなかったのに対し、50 代では奨励すべ

きと＜思う＞人に同性婚「賛成」が少なく、「どちらかといえば反対」と「反対」が多いこと、逆に、

奨励すべきと＜思わない＞人に同性婚「賛成」が多く、「どちらかといえば反対」と「反対」が少ない

ことが示された。60 代では「賛成」と「どちらかといえば賛成」の間に差がみられ、結婚や出産を奨

励すべきと＜思う＞人に同性婚「賛成」が多く、また「どちらかといえば賛成」が少なく、これに対

して奨励すべきと＜思わない＞人では逆に「賛成」が少なく、「どちらかといえば賛成」が多かった。 

各項目を

選択した人のうち、

同性婚に＜反対＞の割合

各項目を

選択しなかった人のうち、

同性婚に＜反対＞の割合

各項目の

選択割合

g) 人口が減ることで、ゆとりのある社会になるから 34.1% 28.7% 30.4%

h) 少子化に対応できる社会保障制度を作ればよい、と思うから 30.4% 30.4% 41.5%

i) より多くの国民に仕事などの活躍の機会が与えられるから 44.1% 25.7% 25.2%

j)  外国人を受け入れ、新たな日本を作ればよいから 0.0% 32.8% 7.4%
k) 日本という国や国境にこだわらず、地球規模でみれば、問題ではないから 15.7% 39.3% 37.8%

l) その他 （具体的に） 25.0% 31.3% 14.8%

23.7%

16.1%

25.3%

38.5%

44.6%

56.2%

51.3%

39.3%

20.4%

21.4%

18.2%

10.3%

11.3%

6.3%

5.2%

12.0%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=388)

どちらかといえばそう思う (n=682)

どちらかといえばそう思わない (n=308)

そう思わない (n=117)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対
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図表 27 年齢階級別、少子化対策として結婚・出産を奨励すべきか否か別にみた同性婚賛否割合 

 
40-49 歳 χ2=3.755  df=3  p=.289  50-59 歳 χ2=19.332  df=3  p=.000  60-69 歳 χ2=7.124  df=3  p=.068 

 

 生活満足度が高ければ、同性婚に賛成するのだろうか 

 生活に心理的な余裕のない人たちが、同性婚に反対しているのだろうか 

 

 生活全般、各領域における満足度が、同性婚賛否に関連する場合も 

 生活全般や、さまざまな領域での満足度をたずねたところ、一部の項目で同性婚賛否の差がみら

れた。生活全体への満足度は、かなり満足、どちらかといえば満足、どちらかといえば不満、かな

り不満の 4 段階でたずね、＜満足＞と＜不満＞に分けて、それぞれの同性婚＜反対＞割合を比較し

た。それ以外の項目は、(満足)1--2--3--4--5(不満)の 5 段階でたずね、上記では、1 と 2 を＜満足＞、

3 を＜中間＞、4 と 5 を＜不満＞とする 3 グループに分け、これら 3 グループ間で、同性婚＜反対

＞割合を比較した。 

 その結果、生活全般では、40 代、「住んでいる地域」では 60 代と女性、「健康状態」では 40 代、

「余暇の過ごし方」では 40 代と男性、「家庭生活」では 40 代、「友人関係」では 40 代、60 代と女

性で同性婚＜反対＞の割合に差がみられた。いずれにおいても、＜満足＞層の方が同性婚＜反対＞

が少なく、＜中間＞・＜不満＞層の方が、＜反対＞が多かった。 

 「現在の家計の状態」「親との関係」「配偶者との関係」「きょうだいとの関係」「自分の子どもとの

関係」の満足度では、同性婚＜反対＞＜賛成＞の割合に差がなかった。[sk] 

図表 28  生活全般の満足度別にみた同性婚＜賛成＞＜反対＞割合 

 

χ2=2.784  df=1  p=.095 （注：Fisher の直接法では p=.101） 

 

＜思う＞ ＜思わない＞ ＜思う＞ ＜思わない＞ ＜思う＞ ＜思わない＞

賛成 23.2% 26.1% 18.4% 32.9% 14.8% 26.4%

どちらかといえば賛成 47.3% 47.2% 52.6% 50.3% 56.2% 45.1%

どちらかといえば反対 22.9% 16.8% 20.4% 12.7% 19.9% 20.9%

反対 6.7% 9.9% 8.5% 4.0% 9.1% 7.7%

全体 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数 328 161 445 173 297 91

40-49歳

結婚や出産を奨励すべきだと…

50-59歳

結婚や出産を奨励すべきだと…

60-69歳

結婚や出産を奨励すべきだと…

同性婚↓ ＜満足＞ ＜不満＞ 全体

＜賛成＞ 74.0% 70.0% 72.6%

＜反対＞ 26.0% 30.0% 27.4%

全体 100.0% 100.0% 100.0%

回答者数 969 526 1495

生活全般の満足感
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図表 29  年齢階級別、性別、各領域の満足度別にみた同性婚賛否の結果 

 

 

 同性愛について抱いている各種イメージによって、同性婚の賛否は変わってくるのだろうか 

 性別変更についての嫌悪感は、同性愛（同性婚）への嫌悪感と関連しているのだろうか。トランス

ジェンダーに関する人々の意識は、同性愛と切り離して考えてしまってよいのだろうか 

 

 同性愛が生まれつきかどうかや、一般的に肯定的とみなされるイメージや、否定的とみなされるイメージが、同

性婚賛否に関連する 

 ここでは、同性愛や同性愛者に対する様々な認識やイメージによって、同性婚の賛否に差があ

るかをみていく。まず、同性愛が生得されたものかの認識では、「同性愛は生まれつきのもの」だ

と＜思う＞人に同性婚＜反対＞が少なく、＜思わない＞人に＜反対＞が多かった。逆に「同性愛

者に育てられ方の影響がある」と「思春期の一時的なものである」については、＜思う＞人に同

性婚＜反対＞が多く、＜思わない＞人に＜反対＞が少なかった。 

 同性愛や同性愛者についてのイメージによる、同性婚賛否の差もみられた。「純粋」、「知的」、（男

性同性愛者は）「おしゃれである」といった一般的に肯定的とみなされるイメージを持つ人に、同性

婚＜反対＞が少なく、こうしたイメージを持たない（＜思わない＞）人に、＜反対＞が多かった。 

 一方、「わがまま」「親やきょうだいのことを考えていない」「性的な誘惑をしてくる」といった否

定的なイメージについては、そう＜思う＞人に同性婚＜反対＞が多かった。「女性同性愛者は男っ

ぽい」については、そう＜思う＞人と＜思わない＞人で、同性婚＜反対＞者の割合に差はなかった。 

全体 40-49歳 50-59歳 60-69歳 女性 男性

現在の生活全体

＜満足＞＜不満＞
差なし

＜満足＞反対少

＜不満＞反対多
差なし 差なし 差なし 差なし

住んでいる地域 ＜中間＞反対多 差なし 差なし ＜中間＞反対多
＜満足＞反対少

＜中間＞反対多
差なし

健康状態 差なし
＜満足＞反対少

＜中間＞反対多
差なし 差なし 差なし 差なし

余暇の過ごし方
＜満足＞反対少

＜中間＞反対多

＜満足＞反対少

＜中間＞反対多
差なし 差なし 差なし ＜中間＞反対多

家庭生活 差なし
＜満足＞反対少

＜不満＞反対多
差なし 差なし 差なし 差なし

友人との関係

＜満足＞反対少

＜中間＞反対多

＜不満＞反対多

＜満足＞反対少

＜不満＞反対多
差なし ＜満足＞反対少

＜満足＞反対少

＜不満＞反対多
差なし
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図表 30 同性愛・同性愛者についてのイメージ別にみた同性婚＜反対＞割合 

 

a) t=7.248 df=1150.195 p=.000; b) t=-7.005 df=606.568 p=.000; c) t=5.540 df=174.732 p=.000; d) t=16.004 df=810.370 p=.000; 
e) t=9.753 df=859.572 p=.000; f) t=5.834 df=859.572 p=.000 g) t=-1.115 df=859.572 p=.000; h) t=-11.319 df=263.421 p=.000; 
i) t=-10.650 df=210.126 p=.000; j) t=-3.396 df=179.264 p=.001 

 

 

 同性愛嫌悪があると、同性婚に反対する傾向 

 同性愛嫌悪を、男性間、女性間それぞれの恋愛感情と性行為についてたずねたところ、これらに

対し嫌悪感を示す人は同性婚に反対し、示さない人は賛成する傾向がみられた。細かくみると、男

性が男性に、女性が女性に恋愛感情を抱くことが「おかしい」、男性どうしの性行為を「気持ちが悪

い」と「思う」と、同性婚に「賛成」、「どちらかといえば賛成」が少なく、「どちらかといえば反対」

「反対」が多かった。また、「おかしい」、「気持ちが悪い」と「思わない」と、「賛成」が多く、「ど

ちらかといえば賛成」、「どちらかといえば反対」、「反対」が少なかった。女性どうしの性行為につ

いても、ほぼ同様の結果であったが、「気持ちが悪い」と「思わない」人の「反対」割合では差がみ

られなかった。ただし、もっとも嫌悪感が示された、男性どうしの性行為について、「気持ちが悪

い」と「思う」人であっても、同性婚に「賛成」は 10.7%、「どちらかといえば賛成」は 29.7%で、

＜賛成＞を表明する人が 4 割であった。 

男女間の性行為を気持ちが悪いと「思う」人は 1％でごくわずかだが、同性婚「反対」が多い傾

向があり（有意水準 10%）、また、「思わない」人に「賛成」が多かった。 

＜思う＞を選択

した人のうち

同性婚に＜反対＞

した人の割合

＜思わない＞を選択

した人のうち

同性婚に＜反対＞

した人の割合

＜思う＞を

選択した人の

割合

a) 同性愛は生まれつきのものである 20.4% 37.6% 59.1%

b) 同性愛者になるのは、育てられ方の影響がある 41.8% 22.3% 26.4%

c) 同性愛は思春期の一時的なものである 48.7% 25.1% 10.0%

d) 同性愛は純粋なものだ 13.6% 52.5% 64.5%

e) 同性愛者は知的である 11.1% 32.4% 23.4%

f) 男性同性愛者はおしゃれである 17.8% 31.4% 29.0%

g) 女性同性愛者は男っぽい 30.0% 26.8% 20.3%

h) 同性愛者はわがままである 61.8% 21.7% 14.2%

i) 同性愛者は自分の親やきょうだいのことを考えていない 63.4% 22.7% 11.7%

j) 同性愛者は性的な誘惑をしてくる 40.1% 26.0% 10.2%
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図表 31 「男性が男性に恋愛感情を抱くのはおかしい」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2= 761.537  df=9  p=.000 

 

図表 32 「女性が女性に恋愛感情を抱くのはおかしい」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=732.859  df=9  p=.000 

図表 33 「男性どうしの性行為は気持ちが悪い」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=475.105  df=9  p=.000 

2.2%

5.5%

14.5%

53.5%

12.9%

43.6%

67.6%

40.4%

32.3%

39.7%

15.3%

3.8%

52.7%

11.2%

2.6%

2.3%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=93)

どちらかといえばそう思う (n=385)

どちらかといえばそう思わない (n=621)

そう思わない (n=396)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

1.4%

5.0%

13.4%

53.5%

10.1%

41.1%

65.9%

40.3%

30.4%

40.2%

17.5%

4.0%

58.0%

13.6%

3.2%

2.2%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=69)

どちらかといえばそう思う (n=338)

どちらかといえばそう思わない (n=686)

そう思わない (n=402)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

10.7%

13.0%

26.2%

60.3%

29.7%

60.5%

61.9%

33.3%

34.1%

23.0%

9.8%

3.2%

25.6%

3.5%

2.2%

3.2%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=317)

どちらかといえばそう思う (n=622)

どちらかといえばそう思わない (n=367)

そう思わない (n=189)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対
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図表 34 「女性どうしの性行為は気持ちが悪い」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 
χ2=447.934  df=9  p=.000 

 

図表 35 「男と女の間の性行為は気持ちが悪い」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=77.644  df=9  p=.000 

 

 トランス嫌悪があると、同性婚に反対する傾向 

上記で示した同性愛嫌悪に加え、性別を変えることについても、「おかしい」と思うか否かと、

「気持ちが悪い」と思うか否かをたずね、同性婚賛否との関連をみた。男性から女性に変えること

についても、女性から男性に変えることについても、「おかしい」、「気持ちが悪い」の形で嫌悪感を

示す人は、同性婚に反対する傾向がみられた。 

細かくみると、「おかしい」あるいは「気持ちが悪い」と「思う」人に同性婚「反対」が多く、「賛

成」と「どちらかといえば賛成」が少なかった。逆に「おかしい」、「気持ちが悪い」と「思わない」

人には「賛成」が多く、「どちらかといえば賛成」、「どちらかといえば反対」、「反対」が少なかった。 

また、性別を変えることに対して嫌悪感を示さない（「思わない」）と、強い賛成が多く、弱い賛

成は少ないという微妙なところにも差がみられた。 

このように、トランス嫌悪も、同性愛嫌悪と同様に同性婚賛否との関連がみられたことから、ト

ランスジェンダーに関する意識は同性愛・同性婚に対する意識と切り離して考えることができない

と言える。  

6.8%

10.2%

19.2%

53.8%

23.5%

53.2%

62.5%

33.6%

33.3%

28.6%

15.7%

6.9%

36.4%

8.0%

2.6%

5.8%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=132)

どちらかといえばそう思う (n=462)

どちらかといえばそう思わない (n=624)

そう思わない (n=277)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

21.4%

11.9%

14.0%

28.0%

21.4%

45.9%

60.4%

45.7%

35.7%

30.3%

20.9%

17.1%

21.4%

11.9%

4.6%

9.1%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=14)

どちらかといえばそう思う (n=109)

どちらかといえばそう思わない (n=541)

そう思わない (n=831)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対
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図表 36 「性別を男性から女性に変えるのはおかしい」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=814.492  df=9  p=.000 

図表 37 「性別を女性から男性に変えるのはおかしい」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=831.477  df=9  p=.000 

 

図表 38 「性別を男性から女性に変えるのは気持ちが悪い」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 
χ2=897.485  df=9  p=.000 

6.7%

3.3%

10.0%

49.9%

10.7%

32.2%

67.6%

42.5%

24.0%

46.7%

19.7%

5.3%

58.7%

17.8%

2.7%

2.3%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=75)

どちらかといえばそう思う (n=242)

どちらかといえばそう思わない (n=691)

そう思わない (n=487)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

6.8%

3.2%

10.2%

49.8%

9.5%

31.7%

68.2%

42.4%

24.3%

46.6%

19.2%

5.6%

59.5%

18.5%

2.3%

2.3%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=74)

どちらかといえばそう思う (n=249)

どちらかといえばそう思わない (n=686)

そう思わない (n=486)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対

2.9%

2.2%

9.8%

49.1%

10.3%

28.3%

68.2%

42.6%

20.6%

51.3%

19.2%

5.9%

66.2%

18.1%

2.7%

2.4%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対



同性婚に関する意識調査 報告書 -24- 

図表 39 「性別を女性から男性に変えるのは気持ちが悪い」への回答別にみた、同性婚賛否割合 

 

χ2=896.709  df=9  p=.000 

 

 人権や性的マイノリティについて学習した経験は、どれだけの人にあるのだろうか 

 同性愛や性同一性障害に関する正しい知識の有無は、同性婚の賛否と関連性があるのだろうか 

 

 性的マイノリティについての学習経験は 7割がなし。職場の研修は 1割、学校は 4％ 

 人権や性的マイノリティに関する学習経験の有無を、学校や職場などの状況ごとにたずねた（経

験ありの割合：複数回答）。人権については、義務教育や高校で「基本的人権」として必修事項のは

ずだが、「学校で習った」という回答は 6 割にとどまった。「職場の研修で習った」のは 2 割強であ

り、「自分で勉強した」と並んだ。職場で学習したのは、セクシュアルハラスメントなどのハラスメ

ント防止研修が多いと思われる。市民講座は 1 割弱と少なかった。これらのどこでも学習しなかっ

たと答えた人は 3 割いた。 

 LGBT 等の性的マイノリティに関する学習経験については、この調査の対象となる年代では学校

は 4.3％とわずかであり、市民講座はそれよりも少なかった。職場の研修は 1 割であった。自分で

勉強したのは 2 割で、学習手段として最も多かった。これらのどこでも学習しなかった人は 7 割に

上った。 

 同性婚への＜賛成＞＜反対＞と学習経験の有無をクロス集計したところ、有意な関連があったの

は、性的マイノリティについて「自分で勉強した」かどうかだけであった（＜反対＞の割合は、自

分で勉強した人は 17.6％、自分で勉強しなかった人は 29.8％であった（p=.000））。 [TI] 

図表 40 人権や性的マイノリティについての学習経験（経験ありの割合：複数回答） 

 

 

3.5%

2.9%

9.8%

49.0%

3.5%

29.6%

68.3%

42.7%

21.1%

48.1%

19.5%

5.9%

71.9%

19.3%

2.5%

2.4%

0% 25% 50% 75% 100%

そう思う (n=57)

どちらかといえばそう思う (n=243)

どちらかといえばそう思わない (n=687)

そう思わない (n=508)
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学習機会 人権について 性的マイノリティについて

a) 学校で習った 59.2% 4.3%

b) 市民講座で習った 8.0% 3.3%

c) 職場の研修で習った 23.6% 11.4%

d) 自分で勉強した 25.8% 19.7%

e) どこでも学習しなかった 31.2% 72.4%
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 同性愛や性同一性障害についての知識がなかったり、誤った知識があったりすると、同性婚に否定的になりやすい  

 「日本の精神医学界では、同性愛は精神病とされている」という内容が正しいかどうか、たず

ねた。「正しくない」と正解を答えた人は、＜賛成＞が 8 割（賛成 26.9％、どちらかといえば賛成

52.9％）であった。これに対し「正しい」と誤った回答をした人は、＜賛成＞が 6 割であり、＜反

対＞は 4 割、なかでも「反対」が全体の 2 割以上いた。「わからない」という回答をした人は、断

定的な回答が少なく、「どちらかといえば」の回答が 7 割と多い。 

また、「日本では、性同一性障害を理由に戸籍の性別を変えることができる」という内容が正し

いかどうか、たずねた。「正しい」と正解を答えた人は、＜賛成＞が 8 割（賛成 26.4％、どちらか

といえば賛成 52.0％）であった。これに対し「正しくない」と誤った回答をした人は、＜賛成＞

が 6 割であり、＜反対＞は 4 割、なかでも「反対」が全体の 2 割弱いた。「わからない」という回

答をした人は、断定的な回答が少なく、「どちらかといえば」の回答が 7 割と多い。[TI] 

図表 41 同性愛についての知識と同性婚への賛否との関係 

 
χ2=100.048  df=6  p=.000 

 

図表 42 性同一性障害についての知識と同性婚への賛否との関係 

 
χ2=62.710 df=6 p=.000 
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 回答者は、婚姻制度の外に置かれた同性カップルが何に困っていると推測しているのだろうか 

 同性婚が法制化されたら、何割の回答者が「自分に困ることが出てくる」と考えているだろうか 

 

 9割近くの人が、同性カップルに何らかの困りごとがあると回答。様々な困り事が回答の 3割を超えて選ばれた 

リストを示し、同性カップルにどのような困り事があると思うか、あてはまる項目をすべて挙げ

てもらったところ、「困っていることがない」という回答は 13.7％にすぎなかった。「税の配偶者控

除が受けられない」60.3%を筆頭に、「子どもの学校で、「両親」扱いされない」「パートナー（やそ

の親のための）結婚・介護休暇、忌引きなどが利用できない」「入院や手術の際、親族と同等に扱わ

れない」は約半数が、「部屋を貸してくれない」「同性二人で育児をしていても、血縁関係のない方

の親は親権がない」「パートナーを生命保険の受取人とすることが難しい」「住宅ローンをふたりの

共同で組むことが難しい」「パートナーが亡くなっても葬儀への親族としての出席を断られる」は

約 3 分の 1 の人が困難と認識していた。「外国人である場合、日本人と結婚していれば在留資格が

得られるが、同性パートナーはそれを得ることができない」点については、他の項目よりイメージ

しにくいと思われるが、それでも 25.7％の人は困難があるととらえていた。[TI] 

図表 43  同性カップルが困っていると思われること 

 
 

 同性婚の制度ができた場合、自分にとって困ることがない人が 7割。ある人の中でも同性婚賛成が過半数 

もし同性婚の制度ができた場合、自分にとって困ることがあるかどうかをたずねたところ、＜な

い＞人が 7 割（まったくない 26.2％+ほとんどない 45.4％）で、＜ある＞人は約 3 割（たくさんあ

る 5.7%＋多少ある 22.7%）にとどまった。＜ない＞人は 8 割が同性婚に＜賛成＞であった。＜ある

＞人についても 54.2%が同性婚に＜賛成＞であった。[TI] 

図表 44  同性婚で自分に困ることの有無別にみた、同性婚への賛否 

 
χ2=127.372 df=3 p=.000 

a) 所得税や相続税の配偶者控除が受けられない 60.3%

b) 子どもの学校で、「両親」扱いされない 48.1%

c) 結婚・介護休暇、忌引きなどをパートナー（やその親）のために利用できない 47.2%

d) 入院や手術の際、相手方が親族と同等に扱われない 46.6%

e) 同性カップルには、大家や不動産屋が嫌がって部屋を貸してくれない 38.5%

f) 同性二人で育児をしていても、血縁関係のない方の親は、子どもの親権がない 37.9%

g) パートナーを生命保険の受取人とすることが難しい 36.1%

h) 住宅ローンを組む際、ふたりの共同名義にするむことが難しい 34.6%

i) パートナーが亡くなっても葬儀への親族としての出席を断られる 32.9%

j) 同性パートナーが外国人の場合に在留資格を得られない 25.7%

k) 困っていることはない 13.7%
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 都市規模（人口）別によって同性婚の賛否に違いはみられるだろうか 

 同調圧力の強い地域社会に住む人々とそうでない人との間で同性婚の賛否に差はあるのだろうか 

 同性パートナーシップ認定制度は、制度のある自治体に住む回答者に認知されているのだろうか 

 その制度を持つ自治体に住む人とそうでない人との間で、同性婚の賛否に差はあるのだろうか 

 

 個人に圧力を及ぼしたり変化を嫌う地域社会に住んでいる人々に、同性婚を否定的にとらえる見方が多い 

回答者が住んでいる自治体を都市規模別（「政令指定都市・特別区」「中都市（およそ人口 20 万

人以上）」「小都市（およそ人口 20 万人未満）」「町・村」で分け、同性婚の賛否との関連性をみた

が、都市規模による賛否の違いはみられなかった。 

そこで、住んでいる地域社会のイメージと同性婚に関する諸見解との間の関連性を調べた。在住

地域社会に「初対面の人でもつながりがあったことがたびたびある」「結婚・出産の圧力がある」

「個より家を守るのが大事とされる」「新たな試みに足を引張ろうとする」といったイメージをた

ずね、同性婚の賛否に差があるかを確かめたところ、地域にそうしたイメージを持つ人は、持たな

い人に比べて、同性婚に関する否定的な見解（図表 2, g～p）を支持する人の割合が多かった。肯定

的な項目（図表 2, a～f）との関連性はみいだせなかったことから、在住の地域イメージは同性婚に

関する否定的な見解のみに関連があると思われる。[HI] 

 

 パートナーシップ認定制度の認知度は低い 

全回答者の 21.5％（322 人）が調査時にパートナーシップ認定制度のある自治体に在住してい

た。制度のある自治体に在住する回答者は、そうでない回答者に比べ、在住自治体にその制度が

「ある」「あると思う」と答える割合が多かった。ただし、制度のある自治体の在住者の中でも

71.4％が、自分の自治体にはその制度が「ない」「ないと思う」と答えており、制度の周知が望ま

れた。 

なお、パートナーシップ認定制度の自治体に在住しているかどうかによっては、同性婚の賛否

に差はみられなかった。 [HI] 

図表 45 住んでいる自治体にパートナーシップ認定制度はあると思うか 

（パートナーシップ認定制度がある自治体在住者のみの集計） 

 

該当者＝322 人 
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 おわりに 研究チームからの所見 

本報告書 2 ページの「調査法の概要ならびに、結果の解釈の留意点」で述べたように、この調

査は、インターネット調査会社の登録者（モニタ）を対象にした調査であるため、結果を日本社

会の 40～69 歳の傾向として敷衍し論じることは、慎重になる必要がある。また、本調査は他の多

くの社会調査と同じく、追跡調査を伴わない一度きりの調査であるため、因果関係を明らかにす

る分析は困難であり、2019 年 12 月現在における人々の意識・属性の関連性がみえるにとどまる。 

このことについて一例を挙げて説明しておきたい。報告書の中では、インターネット・コンテ

ンツの視聴と同性婚賛否に関連性があることが示された。Yahoo!ニュースなどのコメント欄や「ま

とめサイト」、保守系動画サイトには、性の多様性を認めないコメントや情報がしばしばみられる

ため、頻繁に視聴する回答者はそうしたサイトの影響を受け、同性婚に＜反対＞の意識を持って

いる可能性が考えられる。ただし、そのようなコンテンツを頻繁に見ているから同性婚に反対す

るのか、反対しているからそうしたコンテンツに親和性を感じ、コンテンツに触れる回数が増え

るのか、あるいは両者が相互に補強しあう影響関係にあるのかは、この調査の結果だけでは明ら

かにすることができない。 

 とはいえ、ここまでの結果の記述にあるように、意識や属性の様々な関連性が本調査で明らか

にされたのも確かである。ここでは結果を振り返りつつ、分析を分担した 3 人の研究者それぞれ

によるコメントや推測、展望に類するものを書いていきたい。[HI] 

＊ 

同性婚へは７割超が＜賛成＞していた。2019 年に実施した全国調査（第 2 回男女のあり方と社

会意識に関する調査（無作為抽出）、結果は未公刊）の 40-69 歳のデータと比較をすると、「賛

成」と「やや賛成」を選択する割合にやや差がみられるものの、おおむね回答傾向は同様であっ

た。これに対し、本報告書図表 2 に一覧を掲げた同性婚への「見解」に関する質問は、全国調査

では複数選択式だったものを、この調査においてはそれぞれの項目について「そう思う」から

「そう思わない」の択一式で選択肢に印をしてもらう方式に変えたため、結果に大きな違いがみ

られた。具体的には、ネガティブな項目（「生殖に結びつかないから好ましくない」など）が複数

選択式の時より多くの賛同が得られていることが分かった。これは質問方法によって結果に違い

がみられるという調査法の課題を示すものである。[HI] 

 賛否の変化については、現在同性婚に賛成している人の半数以上がもともと賛成だったわけで

はなく、社会全体の変化や個人的なきっかけがあって、賛成に変わったことが示唆された。デー

タをみる限り、特に具体的な「何か」をきっかけとする人もいたが、多くの人が、社会の流れや

風潮に影響されていたようである。同性婚について、調査時点で賛成であっても反対であって

も、それ以前は考えたことがなかったという人もまた一定割合いたことから、日本においてこの

テーマが社会問題として意識されつつある段階にあることが、推測される。[sk] 

最終学歴別に同性婚賛否をみたところ、短大高専卒に同性婚＜賛成＞の割合が多く、大卒に＜

反対＞の割合が多いという差がみられた。女性は最終学歴が高いとおおむね＜反対＞割合が高

く、また今回の回答者には大卒の男性が多かったことから、このような結果となって表れたと考

えられる。高学歴の女性に＜反対＞者の割合が高いという傾向性については、他の社会調査では

みられていないため、今回のインターネットモニタの特徴である可能性がある。[HI] 

同性婚＜反対＞の比率は、職業によって有意差がみられたが、男女別に分けると有意差はみら

れなかった。その一因は、女性より男性に＜反対＞が多いことと、職業によって男女の割合が大
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きく異なることの複合的効果である。全体で＜反対＞が最も多い管理職は、圧倒的に男性が多

く、逆に＜反対＞の最も少ない事務職、サービス職は、女性が多数を占めている。同じ職業でも

管理職、専門・技術職、技能職は他の職業と比べても、同性婚＜反対＞の割合が男性は多く、女

性は少ない点も興味深い。職業分類としては同じでも、置かれた業務の内容や地位・キャリアが

男女で分断されている場合があることが背景にあるのではないかと考えられる。[TI] 

身近に当事者がいると認識されている場合に、同性愛者に対し、また、同性愛者の権利に対し

肯定的であることがこれまでの研究でも示されてきたが、今回の調査の対象であった 40-69 歳の

ウェブモニタでも、同性婚について同様の結果がみられた。 

 ただし当事者を知ることをきっかけとして、同性婚に反対していた人の意見が賛成に変わった

かどうかを、この調査は明らかにすることができない。もともと同性愛全般に肯定的な人は当事

者の存在に気づきやすく、カミングアウトされやすいために観察できた関連性の可能性もあるか

らである。なお、上記の同性婚に対する考えが以前とは考えが変わった理由として、「身近な当事

者の知人」を挙げた人は 2.3％であった。とはいえ、当事者の知人がいることは重要ではないと結

論づけることは性急である。今回の調査では相対的に、「社会の流れ」「風潮」の方が多くの回答

者に認識されていたと考えられる。[sk] 

同性婚と関連する心理として、権威主義的傾向と集団主義的傾向が別々の作用をしていると推

測される今回の結果は、興味深いものであった。しばしば性的マイノリティに不寛容な立場の政

治家などによって「同性婚に関する世論は新聞社などの権威化されたマスコミに扇動されてい

る」と主張されることがある。しかし今回の結果は、権威主義を強く内面化している人の方が、

同性婚に否定的な見解を持つ人の割合が多いという知見が得られ、そうした主張が一面的である

ことが示された。ただし、上述の分析にあるように、賛否の見解を変えた人の理由として「社会

の変化」「風潮」をあげた回答者が多いことにも留意すべきだろう。 

視聴するインターネット・コンテンツによって同性婚への賛否の割合が異なるというのは興味深

い結果だった。報道機関等の配信するニュースの視聴頻度ではなく、Yahoo!ニュースなどのコメン

ト欄、まとめサイト、そしていわゆる保守系動画サイトの視聴頻度が同性婚＜反対＞と関連して

いた。ヤフー・ジャパンは、2019 年 3 月 28 日に、LGBT 差別やヘイトスピーチをコメント欄で禁

止する方針を打ち出したが、依然、差別的なコメントは多く放置され、強い改善が望まれている

状況にある。 

 社会における差別禁止への見解、デモや抗議行動への見解、性的マイノリティを含むマイノリ

ティへの見解が、同性婚賛否と関連していたことは注目すべき結果である。おしなべて同性婚に

＜反対＞する人々のほうに、「少数者は必要以上にそのマイノリティ性を強調している」などの認

識を持つことが明らかとなった。“逆差別”ともとれるこうした認識は、性別や世代と関係がある

のか、それともインターネット視聴や生活満足度などと複合的に関連があるのかは、引き続き精

査をしていく必要がある。[HI] 

 同性婚と宗教の関係は論争的なテーマである。仏教や神道は、キリスト教と異なり、同性愛を

禁止するようなことはなかったとされるため、これらの宗教を信じることが、同性愛、あるいは

同性婚に対する考えに影響をおよぼさないといわれることがある。他方、本人が仏教徒である場

合に、同性愛に対して否定的な見解をしめす傾向が示された先行研究もある。今回みられた結果

は、信仰を持つことやその熱心さに加え、本人が仏教徒であると、同性婚反対が多いというもの

だった。日本社会における、宗教・信仰と同性婚に対する意識の関連性に新たな知見を与えるも
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のであったといえる。回答者の中で信仰を持つ人は比較的少数派だったが、統計的な違いがみい

だされたことは、重要といえるだろう。 

支持政党と同性婚賛否の関連性の結果は、その政党の同性婚に対する見解とほぼ一致していた。

2019 年に LGBT 法連合会が各党に行なったアンケート結果で得た、各党の見解とほぼ一致する。（同

アンケートでは、同性間の婚姻に賛成は立憲民主党、日本共産党、社会民主党、同性間も利用でき

るパートナーシップ制度を設けるべき、としたのが、国民民主党と日本維新の会、反対が自民党、

検討が必要としたのが公明党であった。）ただし、自民党支持者であれおよそ６割が同性婚に＜賛

成＞だったことは注目すべき結果である。また、立憲民主党支持者は全年代においては＜反対＞者

が２割にすぎなかったが、60 代では３割５分にのぼることも分かった。支持者と支持政党の見解の

ずれや、支持者自体が一枚岩ではないことなどが示された。 

政治意識については、一般的に予想されるとおり、保守的だと認識すると同性婚反対が多く、革

新的であると同性婚賛成が多いが、最も革新的である回答「7」を選んだ層では革新寄りである 5 や

6 を選んだ層よりも、反対が多くなっていた。「革新的」という言葉が回答者にどのようにとらえら

れたのかについては、この調査からは明確でなく、今後の研究課題としたい。 

 少子化に対する考え方と同性婚の賛否の関連がある可能性を探ったところ、「同性婚を認めると

少子化が進行する」といった考えがあるように、同性婚と少子化を結びつけられることがある

が、少子化社会を問題だと思うか否か、そして問題だと思う理由との関連はみられなかった。し

かし、少子化の対処法として結婚や出産を奨励すべきという考えを持つか否かと、同性婚の賛否

との関連は、50、60 代にはみられた。 

 生活全般やさまざまな領域での満足度をたずねて同性婚賛否との関連を調べたところ、おおむ

ね、満足していると同性婚に賛成、不満だと反対が多いことを示した。自分自身の生活に満足し

ていないことが、同姓婚など、さまざまな権利を「他者」に与えることに消極的になるのではな

いかと考えられる。特に 40 代で、健康や余暇、家庭生活などでの満足度が低いと同性婚に反対す

るとの結果は、ロスジェネ世代においては、自分自身の生活への満足度がマイノリティの権利に

ついての考えと強く関連している可能性が示唆される。これは新しい発見であった。 

 同性愛や同性愛者に対する様々なイメージも、同性婚賛否に関連していた。先行研究で言われ

ているように、生まれつきであるという認識は同性婚に対し肯定的であることに関連していた。

また、肯定的なイメージをもつと賛成、否定的イメージをもつと反対する傾向がみられたが、調

査で用いた肯定的イメージ（先行研究等から抜粋した項目である）は、ステレオタイプ的である

ため、仮に同性婚賛成派を増やすという目的でこれらの肯定的イメージを促進する活動を行った

としても、結果が実を結ぶとはいえないだろう。 

 「LGB」と「T」はイシューが違う、と主張されることがある。「LGBT」といった形で、さまざま

な性的マイノリティを一括りにすることには批判があり、直面する課題が異なることも確かであ

る。ただし、本調査においては、トランスジェンダーに嫌悪感を示すことは、同性愛に嫌悪感を

示すことと関連をしており、また同性婚に反対を示すこととも関連があった。この意味におい

て、同性愛者の問題とトランスジェンダーの問題とは、切り離して考えられるべきではない。[sk] 

人権や性的マイノリティについての学習経験は、現状では乏しいものであったといえる。人権

については小中学校の社会科、高校の地歴・公民で必修事項であるが、それでも習ったという回

答は 6 割にとどまっている。日常生活やニュースで見聞きする諸課題を人権問題としてとらえる

視点を養う教育が望まれる。性的マイノリティについては、学校や研修などで習ったとしても、



同性婚に関する意識調査 報告書 -31- 

現状では 1、2 時間程度の場合がほとんどであり、同性婚については触れないか、あっても少し触

れる程度であろう。それだけでは同性婚が認められていないことの問題や人権の面からとらえる

ことは困難であっても不思議ではない。他方、自分で勉強する分にはそうした時間的制約はな

く、主体的な学習を深めることで、それまでの否定的な考えを変えることも起きると考えられ

る。 

同性カップルが困っている事柄として、現実にはさまざまな事柄がある（例えば LGBT 法連合会

による、「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト」に多数

挙げられている）。この調査では、それらの中から主なもの 10 項目を選んで尋ねた。あくまで回

答者からみて、「困りごと」があると思うかどうかを尋ねたのであって、各項目について現実の同

性カップルが困っている割合ではない点に、まず注意が必要である。例えば税の配偶者控除はす

べての同性カップルが現在もしくは将来に直面する問題であるが、それを認識している回答者は 6

割であった、ということである。回答の上位の項目は、税の配偶者控除がないこと、子どもの学

校で両親扱いされないこと、休暇や忌引きの制度がないこと、といった中高年ならだれでも身近

でイメージしやすい項目が上がっている。逆に、同性パートナーが外国人の場合に在留資格が得

られない、パートナーが亡くなっても葬儀への親族としての出席を断られる、など多くの人にと

っては比較的イメージが浮かびにくい項目は、挙げる人の割合が低くなっている。配偶者控除以

外の項目は、5 割未満であった。その一つの理由としては、近年は、同性パートナーも受取人にな

れる生命保険が増えているといった改善のニュースが徐々に増え、同性カップルが必ずしも困ら

なくなってきたと思われていることもあるかもしれない。しかし、ニュースになるのはまだごく

限られた場合であるからであることにも、注意を要する。これら困難は単なる意識の問題ではな

く、社会制度に起因しており、その抜本的な解決のためには、同性婚の法制化により同性も異性

と同様に結婚が可能になることや、同性カップルと異性カップルとを差別しない法制度の整備が

必要であることを踏まえながら、結果を読み解く必要があろう。[TI] 

パートナーシップ認定制度は、その自治体の在住者であれ、その認知度が大幅に低かった。活

動や行政の啓発のあり方が問われる形となった。なお、在住自治体におけるこの制度の有無と、

同性婚賛否との間に関連性はみいだせられなかったが、今後はこの二者間に関連性が出てくる可

能性があり、継続して注視する必要のある項目だと考えている。[HI] 
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 付録 1 速報 
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 付録 2 本報告書でとりあげた質問項目一覧 

 

【 】は質問項目名、数字は設問番号（調査画面には表示されない）。 

｜は項目の区切り、／は選択肢の区切りを示す。 

SA は択一回答設問、MA は複数回答設問、OA は自由記述設問を示す。 

 

【性別】2. あなたの性別に印をつけてください（出生時の戸籍・出生届の性別）。(SA) 

女性／男性 

【年齢】3. あなたの年齢を教えてください（満年齢）。（SA プルダウン） 

 

【最終学歴】5. あなたが通った学校について、最後に通った学校は次のうちどれですか。(SA) 

小・中学校／高等学校／専修・専門学校（高卒後）／｜短大／高専／大学／大学院／その他（具体的に［  ］） 

【卒退、在学の別】6. その学校の卒業・中退・在学中の別について教えてください。(SA) 

卒業（修了）した／中退した／現在、在学中（休学等も含む） 

【職業（仕事の種類）】8. （仕事についている、休業中、ついたことがある回答者のみ） あなたは通常、お勤め先（職

場）でどのような仕事をしていますか。次の中でもっとも近いものに印をつけてください（現在お勤めをしておらず、

過去にお勤めの経験がある場合は、最近のお仕事についてお答えください）。 

管理職（課長相当以上の役職）／専門職・技術職／事務職／販売・営業職／サービスの仕事（介護職員、理美容

師、接客業、ビル管理人を含む）／保安の仕事（自衛官、警察官、消防士、警備員など）／農林漁業の仕事／モ

ノを製造・加工する仕事／機械や設備・乗物を運転する仕事／建設現場の仕事・採掘の仕事／その他 （具体的に

［    ］） 

【生活満足度（全体）】10. あなたは現在、生活全体にどのくらい満足されていますか。(SA) 

  かなり満足／どちらかといえば満足／どちらかといえば不満／不満 

【生活面の満足（個別）】11. 生活面に関する以下の各項目について、現在あなたはどのくらい満足していますか。(SA) 

 住んでいる地域｜現在の家計の状態｜健康状態｜余暇の過ごし方｜家庭生活 

 1 満足／2／3／4／5 不満 

【関係性への満足】12. 以下の人との関係性について、現在あなたはどのくらい満足していますか。そのような人がいな

い場合は、「該当する人はいない」に印をつけてください。(SA) 

親との関係｜配偶者との関係｜きょうだいとの関係｜自分の子どもとの関係｜友人との関係 

1 満足／2／3／4／5 不満／6 該当する人がいない 

【ネット視聴頻度】13. あなたは、日々の暮らしで次のようなサイトなどを、インターネットで読むことがどの程度あり

ますか。最近 6 か月のあなたの行動についてお答えください。(SA) 

報道機関が配信したネットニュースを読むこと｜インターネットニュースのコメント欄を読むこと（例えば「ヤフー

ニュース」のコメント欄など）｜ブラウザやアプリで「まとめサイト」を読むこと（例えば「ニュー速」「痛いニュ

ース(ﾉ∀`)」など）｜「チャンネル桜」「虎ノ門ニュース」といった動画サイトを見ること 

週に 5 回以上／週に 3、4 回／週に 1、2 回／週に 1 回より少ない／そのサイトの存在を知らない 

【宗教・宗派】14. あなたには、信仰している宗教がありますか。(SA) 

ある／特に信仰していないが、家の宗教はある／ない／答えたくない 

SQ1 15. その宗教宗派は何ですか。(OA)（無回答許容） ［      ］ 

SQ2 16. あなたは、自分が熱心な信者だと思いますか。(SA)（無回答許容） 

熱心である／まあまあ熱心である／そんなに熱心ではない／答えたくない 

【一般的信頼感】17. 一般的に、人は信用できると思いますか。それとも、人と付き合うときには、できるだけ用心した

ほうがよいと思いますか。(SA) 

ほとんどの場合、信用できる／たいていは、信用できる／たいていは、用心したほうがよい／ほとんどの場合、 

用心したほうがよい 

【人間の本性】18. 人間の本性について、あなたはどのようにお考えですか。番号（１～７）を１つ選んでください。(SA) 

1 人間の本性は本来「悪」である／2／3／4／5／6／7 人間の本性は本来「善」である 

【政治的態度】19. 政治的な考え方全般を、保守的から革新的までの７段階に分けるとしたら、今のあなたはどれにあて

はまりますか。(SA) 

1 保守的／2／3／4／5／6／7 革新的 

【支持政党】20. あなたの支持する政党は、以下のうちどれですか。(SA) 
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自由民主党｜立憲民主党｜国民民主党｜公明党｜日本維新の会｜日本共産党｜社会民主党｜NHK から国民を守

る党｜れいわ新選組｜希望の党｜沖縄社会大衆党｜この中に支持する政党はない｜わからない｜答えたくない 

【少子化社会への態度】21. 日本は少子化社会と言われていますが、あなたはそれが深刻な問題だと思いますか。(SA) 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【少子化が問題だと思う理由】22. そう思う、どちらかといえばそう思うと答えた方にうかがいます。その理由を次のう

ちから、いくつでも選んでください。(MA) 

人口が減ることで、社会の活気がなくなるから｜年金などの社会保障制度が危うくなるから｜働き手が少なくな

るから｜日本から、日本人がどんどん減ってしまうから｜日本という国を維持できなくなるから｜その他（具体

的に） 

【少子化が問題だと思わない理由】23. そう思わない、どちらかといえばそう思わない、と答えた方にうかがいます。そ

の理由を次のうちから、いくつでも選んでください。(MA) 

人口が減ることで、ゆとりのある社会になるから｜少子化に対応できる社会保障制度を作ればよい、と思うから

｜より多くの国民に仕事などの活躍の機会が与えられるから｜外国人を受け入れ、新たな日本を作ればよいから

｜日本という国や国境にこだわらず、地球規模でみれば、問題ではないから｜その他（具体的に） 

【少子化対策（結婚・出産奨励）への態度】24. 「少子化対策として、結婚や出産を奨励（しょうれい）すべきだ」とい

う考えについてどう思いますか。(SA) 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【“逆差別”・マイノリティ観】25.-26. 次のそれぞれの考えについて、あなたはそう思いますか、それともそう思いませ

んか。もっとも近いものを選択肢の中から１つ選んで印をつけてください。(SA) 

差別を法律で罰すると、暮らしにくい世の中になる｜権利を得るには、デモや抗議行動は必要な取り組みである｜社

会的弱者は、しばしば必要以上に弱者としての立場を利用している｜性的マイノリティには、必要な権利がまだ十分

に保障されていない｜性的マイノリティの権利を認めると、社会の秩序が乱れる｜性的マイノリティは、しばしば必

要以上に弱者としての立場を利用している 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【権威主義】27. 次のような意見についてどう思いますか。それぞれについてあなたの考えに一番近い番号に印をつけて

ください。(SA) 

権威のある人々にはつねに敬意をはらわなければならない｜以前からなされてきたやり方を守ることが最上の結果を

生む｜伝統や慣習にしたがったやり方に疑問を持つ人は、結局は問題をひきおこすことになる｜この複雑な世の中で

何をなすべきか知るいちばんよい方法は、指導者や専門家にたよることである 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらともいえない／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【集団主義】28. あなたが集団での中でどのように行動しているのかについておたずねします。それぞれについて、もっ

ともふさわしい選択肢に印をつけてください。(SA) 

多数の人の意見に合わせて、自分の意見を変えることはない｜友人集団の仲間と非常に意見が違っているときには、

仲間と反対の意見でも主張する｜自分の友人集団でも、間違っていると思ったら、それをとがめる｜友人集団の仲間

に支持されなくても、自分の意見を変えない 

1 全くあてはまらない／2／3／4／5 非常によくあてはまる までの 5 件法 

【人権・性的マイノリティについての学習経験】29. あなたは、学校の授業や市民講座・職場の研修、あるいは自分で、

人権や性的マイノリティについて学んだことはありますか。(SA) 

人権について学校で習ったことが｜人権について市民講座で習ったことが｜人権について職場の研修で習ったことが

｜人権について自分で勉強したことが｜性的マイノリティについて学校で習ったことが｜性的マイノリティについて

市民講座で習ったことが｜性的マイノリティについて職場の研修で習ったことが｜性的マイノリティについて自分で

勉強したことが 

ある／ない 

【当事者との接触】30. あなたのまわりの人々についておたずねします。現在あるいは過去の職場の同僚に同性愛者はい

ますか。(SA) 

31. 職場の同僚（現在過去を問わず）に性別を変えた、あるいはそうしようと考えている人はいますか。(SA) 

いる／そうかもしれない人がいる／いないと思う／いない／仕事についた経験はない・同僚ができた経験はない 

【同性愛に対するイメージ】37. 同性愛・同性愛者に関するあなたのお考えやイメージをおたずねします。それぞれにつ

いて、あなたのお考えやイメージにもっとも近いものを選んで○をつけてください。(SA) 

同性愛は純粋なものだ｜同性愛は思春期の一時的なものである｜同性愛は生まれつきのものである｜同性愛者になる

のは、育てられ方の影響がある｜同性愛者は知的である｜同性愛者はわがままである｜同性愛者は自分の親やきょう

だいのことを考えていない｜同性愛者は性的な誘惑をしてくる｜男性同性愛者はおしゃれである｜女性同性愛者は男
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っぽい 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【同性愛・性同一性障害の正しい知識】38./39. 次の 1.と 2.について述べられていることは正しいと思いますか、正しく

ないと思いますか。それぞれについて１つ選んで印をつけてください。(SA) 

1. 日本の精神医学界では、同性愛は精神病とされている 

2. 日本では、性同一性障害を理由に戸籍の性別を変えることができる 

正しい／正しくない／わからない 

【同性愛・トランス嫌悪】38. 次の a～j について、あなたのお考えやお気持ちをおたずねします。それぞれについて、あ

なたのお考えやお気持ちにもっとも近いものを選択肢から選んで印をつけてください。(SA) 

男性が男性に恋愛感情を抱くのはおかしい｜女性が女性に恋愛感情を抱くのはおかしい｜男性どうしの性行為は気持

ちが悪い｜女性どうしの性行為は気持ちが悪い｜男と女の間の性行為は気持ちが悪い｜この項目については選択肢「2」

を選んでください [satisfice 検出用項目]｜性別を男性から女性に変えるのはおかしい｜性別を女性から男性に変える

のはおかしい｜性別を男性から女性に変えるのは気持ちが悪い｜性別を女性から男性に変えるのは気持ちが悪い 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【同性婚賛否】39. 同性同士の結婚を法律で認めること（同性婚）について、あなたは賛成ですか、それとも反対ですか。

(SA) 

賛成／どちらかといえば賛成／どちらかといえば反対／反対 

【同性婚見解】40./41. 同性どうしの結婚を法律で認めるかどうかについて、さまざまな意見がありますが、それぞれに

ついてあなたはどう思いますか。もっとも近い選択肢に印をつけてください。(SA) 

愛し合っていればよい｜誰にも平等に、結婚する権利がある｜新しい家族のあり方につながるのでよい｜海外で認め

られているから、日本でもあってよい｜時代の流れだからあってよい｜自分には関係ないからあってよい｜伝統的な

家族のあり方が失われるのでよくない｜結婚は男女に限るべきである｜生殖にむすびつかないから好ましくない｜同

性同士の結婚を認めると、別の目的のために制度が悪用されるおそれがある｜少子化が進むから好ましくない｜子ど

もたちに悪影響を及ぼす｜自分には関係ないので必要ない｜海外ではあり得るかもしれないが、日本の社会にはそぐ

わない｜社会のあり方が根底からくつがえされるので、慎重であるべきだ｜認めた場合の社会の先行きがなんとなく

不安だ 

そう思う／どちらかといえばそう思う／どちらともいえない／どちらかといえばそう思わない／そう思わない 

【同性婚賛否（以前）】41. 同性どうしの結婚を法律で認めること（同性婚）に「賛成」「どちらかといえば賛成」とお答

えた方におたずねします。あなたは同性どうしの結婚を法律で認めること（同性婚）に、以前からその意見でしたか。

(SA) 

以前から、「賛成」もしくは「どちらかといえば賛成」だった／以前とは、考えが変わった／以前は、考えたこと

もなかった 

【同性婚賛否（以前）】42. 同性どうしの結婚を法律で認めること（同性婚）に「反対」「どちらかといえば反対」とお答

えした方におたずねします。あなたは同性どうしの結婚を法律で認めること（同性婚）に、以前からその意見でしたか。

(SA) 

以前から、「反対」もしくは「どちらかといえば反対」だった／以前とは、考えが変わった／以前は、考えたこと

もなかった 

【同性婚賛否が変わった理由】43. あなたの意見が変わったきっかけや理由は、なんだと思いますか。(OA) 

［        ］ 

【同性婚が認められて困ることの有無】45. 現在、日本社会で同性婚は認められていませんが、もしそうした制度ができ

た場合、あなたにとって困ることがあると思いますか。（SA） 

 困ることがたくさんあると思う／困ることが多少はあると思う／困ることはほとんどないと思う／困ること

はまったくないと思う 

【同性カップルが困っていること】46. 現在の日本で、生活を共にする同性カップル（パートナー）は、どのようなこと

で困っていると思いますか。あてはまるものにいくつでも印をつけてください。（MA） 

結婚休暇や介護休暇、忌引きなどの制度をパートナー（あるいはパートナーの親）のために使うことができない｜同

性カップルには、大家や不動産屋が嫌がって部屋を貸してくれない｜一緒に住宅を購入するために住宅ローンを組む

際、ふたりの共同名義にすることが難しい｜所得税や相続税の配偶者控除が受けられない｜子どもの学校で、その子

の親となる同性パートナーの二人が「両親」として扱われない｜同性どうしで子育てをしていても、血のつながらな

い方の親は、子どもの親権を得ることができない｜入院や手術の際、相手方が親族と同等に扱われない｜パートナー

を生命保険の受取人とすることが難しい｜パートナーが亡くなっても葬儀への親族としての出席を断られる｜外国人

である場合、日本人と結婚していれば日本に住むための在留資格を得られるが、同性パートナーはそれを得ることが
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できない｜困っていることはない 

【都市規模】47. あなたがお住まいの地域として、最もあてはまるものは次のうちどれですか。(SA) 

政令指定都市／中都市（およそ人口 20 万人以上）／小都市（およそ人口 20 万人未満）／町・村 

【地域での監視】48. あなたのお住まいの地域についておたずねします。ここでの地域は、日常的に１時間程度で行き

来できる範囲を想像してください。(SA) 

休日に、近くのどこかに行くと、だれか知り合いに会う｜あなたのお住まいの地域で初対面の人が、自分の友人や家

族・親せきとつながりのあることがたびたびある｜あなたのお住まいの地域には、結婚して子どもをもたなければな

らない雰囲気がある｜あなたのお住まいの地域には、自分をさておいても家を守っていくことが重要だ、という雰囲

気がある｜あなたのお住まいの地域には、何か新しいことをしようとすると、批判されたり足を引っ張られたりする

雰囲気がある 

あてはまる／どちらかといえばあてはまる／どちらかといえばあてはまらない／あてはまらない 

【居住自治体のパートナーシップ制度認知】49. あなたのお住まいの自治体には、同性カップルをパートナーとして認定

するパートナーシップ制度はありますか。(SA) 

ある／あると思う／ないと思う／ない 

【パートナーシップ制度在住 2019/12/2 現在】50. あなたのお住まいの地方自治体は、以下の中にありますか。ない場

合は一番最後にある「この中にはない」を選んでください。選択肢が 32 個ございますので、よくご覧の上ご回答くだ

さい。（SA プルダウン） 

北海道札幌市／茨城県／栃木県鹿沼市／群馬県大泉町／千葉県千葉市／東京都渋谷区／東京都世田谷区／東京

都中野区／東京都豊島区／東京都江戸川区／東京都府中市／神奈川県横浜市／神奈川県小田原市／神奈川県横

須賀市／神奈川県鎌倉市／愛知県西尾市／三重県伊賀市／大阪府大阪市／大阪府堺市／大阪府枚方市／大阪府

大東市／大阪府交野市／兵庫県宝塚市／兵庫県三田市／岡山県総社市／福岡県福岡市／福岡県北九州市／長崎

県長崎市／熊本県熊本市／宮崎県宮崎市／沖縄県那覇市／この中にはない 
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