
セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考える全国大会

情報保障の道のり――実現プロセスとシステム――
こんにちは。全国大会実行委員の戸梶と申します。このパネルでは、全国大会に情報保障が導入されたプ
ロセス、全国大会の「情報保障」の形式、そして情報保障システムの課題をご紹介します。実現の過程に
関しては、前回の大会に導入を実現された山本芙由美さんと、塩安九十九さんにそのプロセスをお聞きし
ました。また、情報保障システムの課題に関しては、実行委員のもすさんにご協力いただきました。聴覚
障害者の方々への情報保障が社会へ広がっていくことへの一助となれば幸いです。

2013 年 3月、友達と一緒に主催していたリバティおおさかを応援するた
めのシンポジウムについて山本さんに紹介すると参加したいということに
なり、私ははじめて手話通訳をイベントにつけることの大変さを身を持っ
て体験しました。例えば、無料で手話を利用できる範囲が少ないとか、頼
む先が少ないとか、料金が高いとか、事前に入念な準備が必要とか、そも
そも LGBT のことを手話通訳者が知らないので手話表現が適切でないなど
です。

　そのような経験から LGBT コミュニティでの現状を振り返ると、ろうフ
レンドリーとは言い難い状況に気付かされました。そして、4月の全国大
会の分科会で、ろう者で LGBT をテーマにしたものを山本さんにやって
もらおうとお願いしたところ快く引き受けてくださったのでした。ろう
LGBT 分科会があるなら、ろう者がたくさん来る、できるかぎり情報保障
をして他の分科会にも気兼ねなく参加してもらえるようにしよう、それが
スタートでした。

　この取り組みの中で教えてもらった最も大事なことを２つあげるとした
ら、情報保障をするということは、手話通訳者／ PCテイク者だけが頑張
るだけではだめで、その場を構成している人、つまりそこに居合わせてい
る全員の協力があってこそ実現することだということです。また、手話通
訳者／ PCテイク者はろう者のためだけに居るのではなく、手話がわから
ない聴者のためにも存在しているということです。昨年の詳しい報告につ
いてはウェブ上で公開していますのでそちらをご覧下さい。
（去年の情報保障の報告文）
http://queersupport.wordpress.com/jyouhouhosyou/

　全国大会後、山本さんと情報保障で集まって下さったボランティアの皆
さんや友達と、ろう LGBT サポートブックを発行しました。初版の 7000
部はあっという間になくなり、追加印刷分も現在どんどん全国に配布され
ています。

　パンフレットと動画の制作のため、大会直後10月から月１～2回のペー
スで企画を進めました。ミーティングではろう者と聴者がスムーズにコ
ミュニケーションを取るために、毎回手話通訳を用意したので、順調に議
論を重ねることができました。毎日の暮らしの中でろう者と接点を持たず
に暮らしていた私にとっては、手話での対話は新鮮で、文化の違いを感じ
ることができる体験となりました。手話での会話がマジョリティとなる会
議では、聴者はマイノリティとなり、普段とは逆の体験をすることで、コ
ミュニケーションの大事さ、難しさ、そして一般社会でのろう者への配慮
のなさなどに気づくきっかけとなりました。

　パンフレット制作では、手話を第一言語として使うろう者にとって、日
本語は後で覚えた言語（たとえるならば聴者にとっての英語のような）と
いうことなので、より読みやすい文章にするために、簡潔にまとめました。
また、インタビューを原稿に起こすためには、インタビューを録音するわ
けにいかず、メモを取りながらの作業の後、出来上がった原稿を本人に確
認してもらうという、聴者とは違う段取りになりました。印刷前には手話
表現や内容のチェックにも多くの方が関わってくださいました。

●出会いときっかけ

●「ろう LGBT サポートブック」を発行

塩安九十九（しおやすつくも）さん
プロフィール

大会で全分科会に
情報保障を実現する
ことになった経緯

　昨年の全国大会では分科会が15もある中、全国から情報保障ボランティ
アが集まってくださり、無事に全ての分科会に手話通訳、一部の分科会に
PCテイクをつけることができました。この情報保障を実施するにあたっ
ては、ボランティアの皆さんはもちろん、事前資料の作成・提出など分科
会主催者の方々にもご協力いただき、当日は参加者の皆さんにもご協力い
ただきましたこと、心から感謝申し上げます。

　情報保障を付けることで多くのろう者が参加してくださったことは、と
ても嬉しく、励みになりました。今年も同様に情報保障が実施できるよう
引き継いでくれた実行委員の皆さん、今年も集まって下さっているボラン
ティアの皆さんに感謝申し上げます。（塩安）

　これまで長年 LGBT の当事者運動をしてきた中で、「障害者」というテーマはいつも頭の隅にありました。私
が 1999 年から所属している G-FRONT 関西には、以前「障害者ブランチ」がありました。たまに参加すること
があったのですが、2001 年頃になくなってしまいました。その後、LGBT 単一のトピックで活動を展開する（自
分の主張だけする）のは無理があるしおもしろくもないし、どうにか横の運動とつながりを作って行きたいと思っ
ていたら、障害者運動に関わっている人たちと親しくなり友達になり、普段いっしょに遊ぶ中でいろいろとおも
しろい発見がありました。

　アライ（Ally：味方）という言葉が普及してきています。LGBT のアライを増やすにはどうしたらいいのか、
というのが最近の戦略かもしれません。LGBT はアライに何を求めるのか。それを考える過程で、私が障害者の
アライになるにはどうしたらいいんだろうと思いました。LGBT が誰かのアライになることは、LGBT のアライ
を増やすことにもなると思うからです。そして誰かのアライであろうとした時、アライを増やそうという戦略も
双方向からの視点で展開できるはずです。
　ろう者に対して私がアライであるにはどうしたらいいのか。それはイベント主催者としては、とりあえず、誰
でもアクセス可能な空間をなるべく用意するということだと思います。それは必然的に情報保障の取り組みとな
りました。（あともっと手話を覚えたらよかった！）

　現在カナダに暮らしているのですが、LGBT コミュニティに行くとグループの主催者レベルの人はだいたい手
話ができます（！）普通に参加してる LGBT の中にも指文字を知っている人がいたり、LGBT コミュニティ内の
手話の普及率は日本よりも高いように感じます。ろうの人が何年もかけて今のようなコミュニティの状況を作っ
てきたのかなーと憶測しています。英語のコミュニケーションに余裕ができてきたら、アメリカ手話を勉強して
その友達ともっと会話できるといいなと思ってます。（日本の手話が先だろーとつっこまれそうだけど。）

●障害者のアライとして

新設Ｃチーム企画所属。共著『トランスがわかりません !!』

『恋愛のフツーがわかりません !!』。その他映像作品など。

新設 Cチーム企画のホームページ

http://rupan4th.sugoihp.com/

　2012年11月30日放映のNHKバリバラ～障害者情報バラエティー～「セクシャルマイノリティー」
の回にろう LGBT として出演しました。塩安九十九さんも出演しておられて、そこでお互いのことを
初めて知りました。また、2013 年 3月に雨宮処凛さんを招いた塩安さんの企画があり、手話通訳者
依頼について直接、連絡をとるようになりました。実際、企画の中で、手話通訳者が LGBT について
の知識がなく性にかかわる侮蔑的な表現を知らないまま表現してしまっていたことを彼に伝えまし
た。また、ろう社会や手話通訳者ネットワークの中にも LGBT に対する差別や偏見は聴者社会と同じ
ように強いということも伝えました。そこで、2013 年全国大会で「ろう LGBT」のための分科会で
問題提起しませんか？と声をかけてくださり、初めてのことでしたが、やるなら “ 今でしょ！ ” とい
う勢いで進めることになりました。

ろう社会に LGBT の知識や理解を持っている人が少なく、手話通訳者養成講座の中にも LGBT 手話表
現を指導するためのカリキュラムがありません。実際の通訳でLGBTの人たちへのカウンセリングや、
トランスジェンダーの人たちの改名・性別変更手続きなどの裁判手話通訳があっても、そうした知識
が少ない手話通訳者には頼みにくい、ということがありました。また、コミュニケーション方法が異
なるため、聴者 LGBT コミュニティの中にも、ろう者が入っていきにくい、どうやって入っていけば
いいのかわからない、という問題もありました。塩安さんと話していて、それはすぐにアクションを
起こさなければならない問題だとお互いに認識しました。塩安さんは、自分は聴者だが、LGBT コミュ
ニティを持っているので、ろう者も入りやすいコミュニティを作りたいと話してくれ、そうした思い
が一致しました。

全国大会では、一部の分科会だけではなく、分科会すべてに手話通訳や、パソコンテイクを入れよう、
ということになり。人を募集しようということになりました。私のこれまでの活動のつながりや、個
人的に友達などに口コミでお願いをしました。塩安さんが作ってくれた手話通訳募集のビラ（資料１）
を名古屋の LGBT イベント「NLGR」で配りました。

　また LGBT に関する手話表現があったものの、ろう社会、手話通訳者ネットワークには普及してい
なかったので、同じ活動をしている、ろう LGBT で集まって、それぞれの手話表現を確認しあいまし
た。確定された手話表現（資料２）は大会手話通訳者事前学習会で指導・共有しました。
　手話表現にもいろいろ課題はあります。男と女に分ける手話表現が多いということもあります。「～
さん」や「結婚」という手話表現もそうですし「LGBT」や「トランスジェンダー」など、今までの
表現を変えたのもあれば、新しく作ったのもあります。「FTM」や「MTF」は今まで使っていたのを
そのまま使いましたが、「性同一性障害」は大変でした。日本の手話を作っている日本手話研究所が
あるのですが、その研究所で作っている「性同一性障害」という手話は、よくないとおもいました（資
料３）。「同一」をそのまま表すのではなく、男と女の間を行き来したり、揺れているのが私たちです。
そして、ろう LGBT 当事者を中心にみんなが気持ちよく使える手話を考えようとしました（資料４）。

　こうしたセクマイの全国大会で全分科会に手話通訳をつけるのは、全国でも初めての試みでした。このよ
うな取り組みは反響を呼びました。１５の分科会すべてに手話通訳やパソコンテイクを付けた理由は、聴者
と同じように、ろう者も自由に出入りできるような雰囲気を作りたかったからです。一般的な講演会では、
手話通訳が用意されていても、あらかじめ、その手話通訳者に近いろう者の席が設置されています。それで
は、ろう者はその席に座る必要があり、自由に移動もできません。また、そこに座るだけでろう者だと周り
にわかるため、プライバシーの問題もありました。
　そうではなく、全分科会に、そしてどこからでも手話が見えるようにすること、それによって、聴者と同
じようにろう者が自分で分科会や自分の座る席を選ぶことができるようにしたかったのです。通訳者の人の
前にいくとろう者だとわかってしまうので、アウティングもすごく心配があるし（注）、ろう者の席を決め
ないようにしたかったのです。

（注：ろう者の世界は健常者の世界に比べて狭く、そのため LGBT のろう者であることがわかると、自分を
同定されてアウティングされるリスクがより高い。

情報保障体制が全部整った大会で、初の「手話ろう！ろう LGBT」分科会を開催したことで、全国から多く
のろう LGBT が参加してくれました。LGBT コミュニティにもろう者がいるということを知ってもらうため
には良い機会でした。昨年は、LGBT 当事者の手話通訳者が多かったので、そのためすごく気持ちが通じた
という声も聞いています。また LGBT でない手話通訳の人も勉強になったし、2014 年も通訳として参加し
たい、と言ってくれました。
　ろう LGBT 分科会でいろいろニーズを聞いていると、多くの問題を可視化、形として残したいという意見
がありました。そのため新たに形にするプロジェクトが立ち上がって、塩安さんが助成金をとってきてくれ
て、すぐ実現できました。その結果、「ろう LGBT サポートブック」（＊５）ができたんです。塩安さんがい
なかったらここまでできなかったし、お互い必要だったからこそ、ここまでやってのけることができました。
この取り組みによって、私たち、ろうLGBTの活動は本格的なものとなりました。「ろうLGBTサポートブック」
の発行、ろう LGBT 団体「Deaf-LGBT-Center」の立ち上げによって、ろうコミュニティの中にも ”性の多様性 ”
について少しずつ変化が見えはじめています。

●ろう LGBT ムーブメントのはじまり

●全分科会に手話通訳をつけた理由

資料２資料１

●ろう LGBT の問題

● 2013 年セクマイ全国大会との関わり

大阪市在住。
両親ともにろう者。セクシャリティはクイア。
2007 年、兵庫教育大学院で障害児心理学を専攻、博士
前期課程修了。
同年夏、後に戸籍婚をする、ろうFTM*の諒さんと出会う。
2012 年 8月 NHK「バリバラ」セクシャルマイノリティ
の回で諒さんと出演。
2013 年 10 月「セクマイの医療・福祉・教育を考える
全国集会」にて初のろう LGBT 分科会担当。以降、ろ
う LGBT サポートブック&動画制作に関わるなど、ろう
LGBT 講演 /研修活動を幅広く展開中。
また、性別違和感を持つ人たちへのピアサポートなども
行う。

Deaf-LGBT-Center の HPアドレス
http://deaf-lgbt-center.jimdo.com

通訳保障までの
道のり
山本芙由美（やまもとふゆみ）さん
プロフィール

資料 5

資料４
山本さんたちが考案した
「性同一性障害」の手話表
現
（①「性」を表す手話→②
③障害を表す手話）

資料 3
手話研究所の考案した「性
同一性障害」の手話表現
（①男性女性を表す二本の
指を握りしめる→②③「障
害」を表す手話）

　２０１４年度セクシュアルマイノリティの全国
大会では、（去年と同様）ボランティアをはじめ
多くの方々の協力があり、手話通訳と PC通訳を
準備することができました。ありがとうございま
した。
　ろうと LGBT のムーブメントは山本さんや塩安
さんが取り組んで進めていました。自分は情報保
障のシステムと課題について説明をしたいと思い
ます。

　情報保障とは、聴覚障害者やろう者の方が、音
声言語中心の講演などで「言語の違い・障害」を
理由に情報にアクセスできない状況を改善するた
め音声情報を変換・翻訳し提供することです。シ
ステム自体は、左図の通りです。具体的にどのよ
うな性質なのかについて紹介したいと思います。

A B ①分科会主催者へ分科会概要資料の配布と回収
②分科会主催者から情報保障用資料の配布と回収

①事前学習会出席者確認・資料共有
②事前学習会開催（概要資料配布、シフト割り振り、ML登録）
③学習会欠席者へのフォロー
④各分科会の情報保障用資料の配布
⑤シフト調整、個別相談

セクマイ全国大会
実行委員会

情報保障
統括担当

手話通訳＆
PCテイク
ボランティア

PCテイク
ボランティア

聴覚障害者自立
生活センター LIC

分科会
担当

分科会
担当

分科会主催者

パネル主催者

情報保障ボラン
ティアに関心の
ある人々

通訳者募集広報
Twitter、FB など

情報保障ボランティア
申込み

ろう者
難聴者

情報保障
アドバイザー

実行委員会
の参加

手話通訳
PCテイク
要約筆記などの
手配

A

B

分科会主催者

PCテイク
派遣依頼、
学習会会場
提供

通訳者募集の
協力・取次、
当事者として
情報保障の
チェック、
LGBT 手話
表現の講師

PCテイク派遣

大会への参加者
の方々

情報保障への協力
のお願い
（グランドルールなど）

今大会の情報保障システム
　見落としがちなのは、日本語が苦手なろう者の存在です。普段手話（特に日本手話）
を扱う人にとって、日本語は母語ではありません。文字情報は日本語なので、聴覚障害
者やろう者全般に PC通訳があれば十分に伝わるというものではありません。これは筆
談も同様のことが言えます。「耳がきこえない」から筆談すればよいというのは誤りで、
やり取りされる言葉が日本語である以上、聴覚障害者やろう者にとって不利な状況であ
るという指摘がされています。

　補聴器や磁気ループ、人工内耳など、技術の進歩で「耳の聞こえない状態」から「聞
こえる状態」に近づけるということがなされてきました。しかし、補聴器などをつけた
から聴者と同様の聴力を得るというものではありません。機械を通すと音声がまざった
りするため、数人の会話（飲み会など）ではうまく機能しない場合があります。また、
ろう者中心のムーブメントとして、「聞こえる状態を目指すこと自体、聴者中心の価値
基準にのっとっている」という指摘がされています。（ゲイが異性愛になるように努力
するのはどうかという指摘に通じるところがありますね＝脱医療化）

　上記に挙げた手話の違いや、PC通訳に関しても聞こえの程度や手話の有無によって、
情報保障の形は大きく変わってきます。また、通訳者を介すること自体、タイムラグが
発生したり、コミュニケーションの形態が変化することから、自然な会話が成り立たな
いという指摘もされます。みなさまに理解していただきたいことは、情報保障をつけた
からといって、聴者と対等になっているということではないということです。聴覚障害
者やろう者が不利な状況は、上記に記述したコミュニケーションの違いにおける問題を
はじめとして存在し続けています。しかし現在の社会は聴者のマジョリティ中心に構築
されており、音声言語のやり取りがほとんどです。それらの情報にアクセスするために
は、次善の策として、手話通訳や PC文字通訳に頼らざるえない状況があります。

●　手話通訳に関して
　音声情報を手話に翻訳する通訳です。手話には大きく分けて「日本語対応手
話」と「日本手話」があるとされています。「日本語対応手話」は日本語の音
声言語の単語を動作と対応させてつくられた手話のことで、単語に対応する手
話表現がひとつずつあります。「日本手話」はろう者の間で自然発生的に用い
られていた手話のことで日本語とは違う言語体系をもちます。
　聴者（健常者）が用いる音声言語は日本語なので、通訳をする場合、日本語
の単語に対応させた手話表現がある「日本語対応手話」が主に使われます。し
かし、「日本手話」を用いるろう者にとってはわかりにくい表現であるという
指摘がなされています。
　逆に「日本手話」は、日本語を母語にする難聴者や中途失調者の人たち、聴
者にとってわかりにくいということも言われ、巷でいわれる「手話」には最低
でも２つの立場があり、手話通訳がついていれば、ろう者・難聴者の対応がな
されている・負担がないと言い切れるものではありません。

● PC 通訳に関して

●電子機器（補聴器など）について

●ご理解いただきたいこと

ろう者 日本語を母語とし手話を扱う難聴者 手話を使わない難聴者
扱う言語 日本手話 日本語 日本語
有用な情報保障 日本手話通訳 日本語対応手話通訳・PC通訳 電子機器・PC通訳

※聞こえの程度や育った環境によってコミュニケーション方法は多様なため、上記の表
に限るものではない。
（※ PC通訳は要約筆記などを含む）
（※電子機器は、磁気ループ、補聴器、人工内耳など）

関西学院大学大学院社会学研究科の院生。
専攻は障害学。セクシュアリティはゲイ。
半カミングアウト状態。
2014 年度「セクマイと医療・福祉・教育
を考える全国大会」の情報保障総括担当。
聴覚障害者自立生活センター LIC をフィー
ルドに聴覚障害者（主に手話を扱わない難
聴者）にむけた情報保障について研究中。
ゲイを題材にした 4コマ漫画「モスコミ」
を出展中。

情報保障のシステムと課題
飯塚諒（もす）さん　
プロフィール

　PC通訳とは音声情報を文字に変換する方法です。通訳というより、要約の
議事をとるといったほうがわかりやすいかもしれません。要約筆記（手書きに
よる筆記）を先駆けとして、IT の普及に伴い PCが代替として導入されてきま
した。難聴者や中途失調者の方の中には、手話を扱わない人が多くおられます。
その人にとっての情報伝達として有効的です。手話通訳に比べて通訳者は専門
的な知識を必要としないことや、通訳された内容は聴者（健常者）でも理解で
きる、専門用語を通訳者が意味まで理解する必要が少ないため、大学の講義な
どを中心に広がりをみせています。


