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ジョグジャカルタ原則の紹介 

　すべての人間は生まれながらにして自由で平等であり、尊厳と権利を持っ
ています。すべての人権は普遍的であり、相互に依存し、不可分であり、相
互に関連しています。性的指向 )や性同一性 )は、すべての人の尊厳と人間性1 2

に不可欠であり、差別や虐待の根拠であってはなりません。 
　すべての性的指向や性同一性を持つ人々が、すべての人が権利として有す
る平等な尊厳と敬意を持って生活できるようにするために、多くの進歩が見
られました。現在、多くの国では、性別や性的指向、性同一性に基づく差別
のない平等と非差別の権利を保証する法律と憲法が制定されています。それ
らには、超法規的な殺害、拷問と虐待、性的暴行と強姦、プライバシーの侵
害、恣意的な拘留、雇用と教育の機会の否定、およびその他の人権の享受に
関する深刻な差別が含まれます。これらの違反は、人種、年齢、宗教、障害、
または経済的、社会的、その他の地位に基づくものなど、他の形態の暴力、
憎悪、差別、排除の経験によって悪化することがよくあります。 
　多くの国や社会は、慣習、法律、暴力を通じて個人にジェンダーや性的指
向の規範を課し、個人的な関係をどのように経験し、どのように自分自身を
識別するかを制御しようとしています。セクシュアリティの取り締まりは、
ジェンダーに基づく暴力とジェンダーの不平等の背後にある継続的な主要な
力であり続けています。 
　国際システムは、ジェンダーの平等と、社会やコミュニティ、家族におけ
る暴力からの保護に向けて大きな進歩を遂げています。さらに、国連の主要
な人権メカニズムは、性的指向や性同一性に基づく差別からすべての人を効
果的に保護することを保証する国の義務を確認しています。しかし、性的指
向や性同一性に基づく人権侵害に対する国際的な対応は断片的で、一貫性が
ありません。 

) 性的指向とは、異性や同性、または複数の性別の個人に対する深い感情的、愛情的、性的魅1

力、および親密な性的関係を持つ各個人の能力を指すと理解されています。
) 性同一性とは、服装、話し方、癖を含むその他の性表現、身体の個人的な感覚（自由に選択さ2

れた場合、医学的、外科的またはその他の手段による身体的な外観や機能の変更を含む）、出生
時に割り当てられた性別に一致するかしないかにかかわらず、各個人の深く感じられたジェンダー
の経験を指すと理解されています。
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　これらの欠陥に対処するには、国際人権法の包括的な体制と、性的指向や
性同一性の問題への適用についての一貫した理解が必要です。平等に基づい
て差別なくすべての人のすべての人権を促進し、保護するためには、既存の
国際人権法に基づく国の義務を照合し、明確にすることが重要です。 
　法学者の国際委員会と人権のための国際サービスは、人権団体の連合を代
表して、国の人権義務をより明確にし一貫性を持たせるために、性的指向や
性同一性に基づく人権侵害への国際法の適用に関する一連の国際法的原則を
作成するプロジェクトに着手しました。 
　著名な人権専門家グループが、これらの原則を起草、作成、議論、洗練し
ました。2006年11月6日から9日までインドネシアのジョグジャカルタのガ
ジャマダ大学で開催された専門家会議の後、人権法の問題に関連する多様な
背景と専門知識を持つ25か国の著名な専門家29人が、性的指向と性同一性に
関わる国際人権法の適用に関する権利法、ジョグジャカルタ原則を全会一致
で採択しました。 
　会議の報告者であるマイケル・オフラハティ教授は、原則の起草と改訂に
多大な貢献をしました。彼のコミットメントとたゆまぬ努力は、プロセスの
成功に不可欠でした。 
　ジョグジャカルタ原則は、幅広い人権基準と、性的指向と性同一性の問題
への適用を扱っています。原則は、人権を実施する国の主要な義務を確認し
ています。各原則には、国への詳細な勧告が付随しています。しかし、専門
家はまた、すべての関係者が人権を促進し保護する責任があることを強調し
ています。追加の勧告は、国際人権システム、国内の人権機関、メディア、
非政府組織、および資金提供者を含む他の関係者に向けられています。 
　専門家は、ジョグジャカルタ原則が、性的指向と性同一性の問題に関する
国際人権法の現状を反映していることに同意しています。また、人権法が進
化し続けるにつれて、国が追加の義務を負う可能性があることも認識してい
ます。 
　ジョグジャカルタ原則は、すべての国が遵守しなければならない拘束力の
ある国際法的基準を確認しています。この原則は、尊厳と権利において自由
で平等に生まれたすべての人々がその貴重な生得権を果たすことができる、
これまでとは異なる未来を約束します。 
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私たちは、国際人権法および 
性的指向と性同一性に関する 
専門家の国際パネルです。 

前文 

　すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等
であること、そして誰もが人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的または
その他の意見、国籍または社会的出自、財産、出生またはその他の地位な
ど、いかなる種類の区別もなく人権を享受する権利があることを再確認して
います。 
　性的指向や性同一性を理由とした暴力、嫌がらせ、差別、排除、汚名、偏
見が、世界のすべての地域の人々に向けられており、これらの経験は性別、
人種、年齢、宗教、障害、健康、経済的地位などの理由による差別によって
悪化しており、そのような暴力、嫌がらせ、差別、排除、汚名、偏見はこれ
らの虐待を受けた人々の誠実さと尊厳を損なう可能性があり、自尊心とコ
ミュニティへの帰属意識を弱め、多く身元を隠したり抑圧したり、恐怖と人
目を忍んだ生活を送ることに心を痛めています。 
　歴史的に、人々は同性の人との合意に基づく性行為を行うレズビアン、ゲ
イ、またはバイセクシャルであると認識されているか、あるいはトランスセ
クシャル、トランスジェンダー、またはインターセックスであると認識され
ているため、性的指向や性同一性によって特定の社会で識別される社会集団
に属していることを理由に、これらの人々が人権侵害を経験してきたことを
認識しています。 
　「性的指向」とは、異性、同性、または複数の性別の個人に対する深い感
情、愛情、性的魅力、親密な性的関係を持つ各個人の能力を指すと理解して
います。 
　「性同一性」とは、身体の個人的な感覚（自由に選択された場合、医学的、
外科的またはその他の手段による身体の外観や機能の変更を含む）、および
服装、話し方、マナーを含むその他の性表現を含み、出生時に割り当てられ

10



ジョグジャカルタ原則

た性別と一致するかしないかにかかわらず、各個人の深く感じられた内的お
よび個人的なジェンダーの経験を指すことと理解しています。 
　国際人権法は、性的指向や性同一性に関係なく、すべての人がすべての人
権を享受する権利があることを肯定し、既存の人権の適用は、多様な性的指
向や性同一性を持つ人々の特定の状況や経験を考慮する必要があり、子ども
に関するすべての行為において、子どもの最善の利益が第一の考慮事項であ
り、子どもの年齢と成熟度に応じて十分重みがある個人的な見解を形成する
ことができる子どもは、そのような見解を自由に表明する権利があります。 
　　多様な性的指向や性同一性を持つ人々の生活や経験に適用される国際人
権法を体系的に明確にすることに大きな価値があることを認識しています。 
　このアーティキュレーションは、国際人権法の現状に依存しなければなら
ず、その法律の発展と、時間の経過とともに、さまざまな国や地域で多様な
性的指向や性同一性を持つ人々の特定の生活や経験への適用を考慮するため
に、定期的に改訂が必要であることを認めます。 

2006年11月6日から9日まで 
インドネシアのジョグジャカルタで 

開催された専門家会議の後、 
以下の原則を採択します。 
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第1原則 
人権を普遍的に享受する権利 
　すべての人は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等で
す。すべての性的指向や性同一性を持つ人々は、すべての人権を完全に享受
する権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. すべての人権の普遍性、相互関連性、相互依存性、不可分の原則を自国の憲法または
その他の適切な法律に具現化し、すべての人権の普遍的な享受の実践的な実現を保証
しなさい。 

B. すべての人権の普遍的な享受との整合性を保証するために、刑法を含む法律を改正し
なさい。 

C. 性的指向や性同一性に関係なく、すべての人によるすべての人権の完全な享受を促進
し、強化するための教育と意識向上のプログラムを実施しなさい。 

D. 国の政策と意思決定に、性的指向や性同一性を含む人間の同一性のあらゆる側面の相
互関連性と不可分性を認識し、肯定する多元的なアプローチを統合しなさい。 

第2原則 
平等および非差別の権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なく、すべての人権を享
受する権利があります。すべての人は、他の人権の享受が影響を受けるかど
うかにかかわらず、いかなる差別もなく、法の下の平等と法の平等な保護を
受ける権利があります。法律は、そのような差別を禁止し、そのような差別
に対する平等かつ効果的な保護をすべての人に保証するものとします。 
　性的指向や性同一性に基づく差別には、性的指向や性同一性に基づく差
別、排除、制限、または優先が含まれ、すべての人権と基本的自由を平等に
認め、享受し、行使する法の下の平等や法の平等な保護を無効にしたり損な

12



ジョグジャカルタ原則

う目的や効果があります。性的指向や性同一性に基づく差別は、性別、人
種、年齢、宗教、障害、健康状態、経済的地位その他の理由による差別によっ
て悪化する可能性があり、一般的に悪化しています。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 自国の憲法やその他の適切な法律に、性的指向や性同一性に基づく平等、非差
別の原則を、まだ組み込まれていない場合は、改正および解釈の手段を含めて
具現化し、これらの効果的な原則の実現を保証しなさい。 

B. 同意年齢を超える同性間の合意に基づく性行為を禁止したり、禁止するために
実際に採用されている刑法やその他の法的規定を撤廃し、同意年齢が同性と異
性の両方の性行為に適用されることを保証しなさい。 

C. 性的指向や性同一性に基づく公的および私的分野における明確な差別を禁止ま
たは撤廃するための適切な法律やその他の措置を採用しなさい。 

D. そのようなグループまたは個人の人権の平等な享受や行使を保証するために必
要となる可能性のある、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の十分な昇進を
保証するための適切な措置を講じなさい。そのような措置は差別的とは見做さ
れません。 

E. 性的指向や性同一性に基づく差別へのすべての対応において、そのような差別
が他の形態の差別と交差する可能性がある方法を考慮に入れなさい。 

F. あらゆる性的指向や性同一性、性表現の劣等、優越の考えに関連する偏見的ま
たは差別的な態度や行動の撤廃を達成する目的で、教育や研修のプログラムを
含むすべての適切な措置を講じなさい。 

第3原則 
法の下に認められる権利 

　すべての人は、法の下に人としていかなる場所ででも認められる権利があ
ります。多様な性的指向や性同一性を持つ人々は、生活のあらゆる面で法的
能力を享受するものとします。各人の自己定義された性的指向や性同一性
は、その人格に不可欠であり、自己決定、尊厳、自由の最も基本的な側面の
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一つです。いかなる人も、性同一性の法的承認の要件として、性別適合手
術、不妊手術、ホルモン療法などの医療措置を受けることを強要されてはな
りません。個人の性同一性が法的に認められることを妨げるために、結婚や
親子関係などのステータスを理由にすることはできません。いかなる人に
も、性的指向や性同一性を隠蔽、抑圧、または否定するよう圧力をかけては
なりません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、すべての人に民事上の法的能力が与えら
れ、契約を締結し、財産を管理、所有、取得（相続を含む）、管理、享受、処分する
平等な権利を含むその能力を行使する機会を保証しなさい。 

B. 各人の自己定義した性同一性を完全に尊重し、法的に認めるために必要なすべての立
法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

C. 出生証明書、パスポート、選挙記録、その他の文書を含む個人の性別を示す国発行の
すべての身分証明書が、個人の内奥に自己定義された性同一性を反映する手続きが存
在することを保証するために、必要なすべての立法上、行政上、その他の措置を講じ
なさい。 

D. そのような手続きが効率的、公正かつ非差別的であることを保証し、関係者の尊厳と
プライバシーを尊重しなさい。 

E. 身分証明書の変更が、法律または政策によって性別による個人の識別や分類が要求さ
れるすべての状況で保証しなさい。 

F. 性別移行や性別適合を経験しているすべての人に社会的支援を提供するために、的を
絞ったプログラムを実施しなさい。 

第4原則 
生きる権利 
　すべての人は、生きる権利があります。性的指向や性同一性に関する考慮
事項への言及を含め、何人も恣意的に生命を奪われてはなりません。死刑
は、同意年齢を超えた人々の間での合意上の性行為に基づいて、または性的
指向や性同一性に基づいて、いかなる人にも課してはなりません。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 同意年齢を超えた同性間の合意に基づく性行為を禁止する目的や効果を持つすべての
形態の犯罪を廃止し、そのような規定が廃止されるまで、それらの下で有罪判決を受
けた人に死刑を課してはなりません。 

B. 同意年齢を超えた合意に基づく性行為に関連する犯罪で、死刑判決が下され、現在刑
の執行を待っているすべての人を釈放しなさい。 

C. 性的指向や性同一性に基づく人々の生活に対する、国が後援したり容認する攻撃を停
止し、そのようなすべての攻撃が、政府関係者によるものか、個人またはグループに
よるものかを問わず、精力的に調査され、適切な証拠が見つかった場合、責任者が起
訴され、裁判にかけられ、しかるべき処罰を受けることを保証しなさい。 

第5原則 
個人の安全を保証する権利 

　 
　性的指向や性同一性に関係なく、すべての人は、政府関係者や個人または
グループによるものかどうかにかかわらず、個人の安全を保証し、暴力や身
体的危害から国による保護を受ける権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. すべての必要な警察活動やその他の措置を講じて、性的指向や性同一性に関連する暴
力や嫌がらせ、すべての脅威から防止および保護しなさい。 

B. 生活のあらゆる領域において、個人または家族を含むグループの性的指向や性同一性
に基づく、暴力、暴力の脅威、暴力の扇動、及び関連する嫌がらせに対して、適切な
刑事罰を課すために必要なすべての立法措置を講じなさい。 

C. 被害者の性的指向や性同一性が、そのような暴力を正当化、言い訳、または軽減する
ために進められないようにするために、必要なすべての立法上、行政上、その他の措
置を講じなさい。 

D. そのような暴力の行為が精力的に調査され、適切な証拠が見つかった場合、責任者が
起訴され、裁判にかけられ、正当に処罰され、被害者に補償を含む適切な救済が提供
されることを保証しなさい。 

E. 性的指向や性同一性に関連する暴力の根底にある偏見と闘うために、一般市民だけで
なく、暴力の実際の加害者や潜在的な加害者に向けられた啓発キャンペーンを実施し
なさい。 
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第6原則 
プライバシーの権利 
　性的指向や性同一性に関係なく、すべての人は、家族、家庭、通信に関し
て、違法な攻撃からの名誉と評判の保護など、恣意的または違法な干渉なし
にプライバシーを享受する権利があります。プライバシーの権利には、通
常、自分の性的指向や性同一性に関する情報を開示するかしないかの選択、
ならびに自分自身の身体、他者との合意に基づく性的関係やその他の関係の
両方に関する決定や選択が含まれます。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関係なく、恣意的な干渉なしに、同意年齢を超えている
人の間で合意に基づく性行為を含む、私的な領域、親密な決定、人間関係を享
受する権利を保証するために、必要なすべての立法上、行政上、その他の措置
を講じなさい。 

B. 同意年齢を超えた同性間の合意による性行為を犯罪とするすべての法律を撤廃
し、同性と異性の両方の性行為に同意年齢が適用されることを保証しなさい。 

C. 同意年齢を超えた同性間の合意による性行為を事実上犯罪とするために一般的
に適用される刑法およびその他の法律規定が適用されないことを保証しなさ
い。 

D. 服装、話し方、マナーなどによる性同一性の表現を禁止または犯罪とする法律
や、性同一性を表現する手段として個人が身体を変更する機会を否定する法律
を廃止しなさい。 

E. 拘留が同意年齢を超えている人や、性同一性に関連している人の間で合意の上
の性行為に関係している場合、刑事上の有罪判決に基づいて拘留されているす
べての人を釈放しなさい。 

F. 性的指向や性同一性に関する情報をいつ、誰に、どのように開示するかを通常
選択する権利を留保し、恣意的または望ましくない開示や、他人によるそのよ
うな情報の開示の脅威からすべての人を保護しなさい。 
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第7原則 
恣意的な拘束からの自由の権利 

　すべての人は、恣意的に逮捕または拘留されません。性的指向や性同一性
に基づく逮捕または拘留は、裁判所の命令によるかどうかにかかわらず、恣
意的です。逮捕されたすべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、平等
に基づいて、逮捕の理由と起訴の性質を知らされ、司法官の前に速やかに持
ち込まれ、いずれかの犯罪で起訴されているかどうかにかかわらず、拘留の
合法性を決定するために裁判所の手続きを行う権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 差別的な申請を助長したり、偏見に基づいて逮捕の余地を与える漠然とした文
言の刑法規定の撤廃を含め、性的指向や性同一性がいかなる状況においても逮
捕または拘留の根拠とならないようにするために、必要なすべての立法上、行
政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性に関係なく、逮捕されたすべての人が平等に基づいて、逮
捕の理由とその性質を知らされ、起訴されたかどうかにかかわらず、司法官の
前に速やかに持ち込まれ、拘留の合法性を決定するために裁判所の手続きを行
う権利があることを保証するために必要なすべての立法上、行政上、その他の
措置を講じなさい。 

C. 個人の性的指向や性同一性に基づく逮捕や拘留の恣意性について、警察やその
他の法執行機関の職員を教育するための研修と意識向上のプログラムを実施し
なさい。 

D. すべての逮捕や拘留の正確かつ最新の記録を維持し、拘留の日付、場所、理由
を示し、個人の性的指向や性同一性によって動機づけられる可能性のある逮捕
や拘留を特定するために適切に義務付けられ、装備されている機関によるすべ
ての拘留場所の独立した監督を保証しなさい。 
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第8原則 
公正な裁判を受ける権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく偏見や差別なしに、法律での
訴訟における権利と義務、刑事告発の決定において、法律で定められた有能
で独立した公平な法廷による公正な公聴会を受ける権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 民事および刑事手続、および権利と義務を決定する他のすべての司法および行
政手続きにおいて、司法プロセスのあらゆる段階で性的指向や性同一性に基づ
く不利益な扱いを禁止し、排除するために必要なすべての立法上、行政上、そ
の他の措置を講じ、当事者、証人、擁護者、意思決定者としての信頼性や性格
が性的指向や性同一性を理由として疑われることがないようにしなさい。 

B. 性的指向や性同一性に関する偏見によって、全体的または部分的に動機づけら
れた刑事訴追や民事訴訟から人を保護するために、すべての必要かつ合理的な
措置を講じなさい。 

C. 裁判官、裁判所職員、検察官、弁護士その他の人々に対して、性的指向や性同
一性に関するものを含め、国際人権基準および平等と非差別の原則に関する研
修と意識向上のプログラムを実施しなさい。 

第9原則 
拘禁中に人道的に扱われる権利 
　自由を奪われたすべての人は、人道的に、また人間の固有の尊厳を尊重し
て扱われなければなりません。性的指向や性同一性は、各人の尊厳に不可欠
です。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 拘留により、性的指向や性同一性に基づいて人をさらに隔離したり、暴力、虐
待、身体的・精神的・性的虐待のリスクに晒されたりすることを確実に回避す
ることを保証しなさい。 

B. 生殖に関する健康、HIV/エイズ情報や治療へのアクセス、ホルモンまたはその
他の治療へのアクセス、ならびに必要に応じて性別適合治療へのアクセスな
ど、性的指向や性同一性に基づく人の特定のニーズを認識し、拘留者のニーズ
に適切な医療やカウンセリングへの適切なアクセスを提供しなさい。 

C. 可能な限り、すべての受刑者が性的指向や性同一性に適した拘留場所に関する
決定に参加することを保証しなさい。 

D. 性的指向や性同一性、性表現に基づいて、暴力や虐待を受けやすいすべての受
刑者に保護措置を講じ、合理的に実行可能な限り、そのような保護措置が一般
受刑者が経験する以上に権利を制限しないことを保証しなさい。 

E. 配偶者の面会は、許可されている場合、パートナーの性別に関係なく、すべて
の受刑者と被拘禁者に平等に許可されることを保証しなさい。 

F. 性的指向や性同一性の分野で活動する組織を含む非政府組織だけでなく、国に
よる拘留施設の独立した監視を提供しなさい。 

G. 性的指向や性同一性に関するものを含め、国際人権基準と平等、非差別の原則
に関して、拘留施設に従事している職員や、公共部門および民間部門の他のす
べての職員のための研修や意識向上のプログラムを実施しなさい。 

第10原則 
拷問や残虐、非人道的、屈辱的な扱い、処罰

から逃れる権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に関する理由を含め、拷問や残虐、非
人道的、または屈辱的な扱いや処罰から解放される権利があります。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 被害者の性的指向や性同一性に関する理由や行為の扇動に関連する理由で行わ
れる拷問や残虐、非人道的または屈辱的な取り扱いや処罰を防止し、保護する
ために必要なすべての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性に関連する理由で行われた拷問や残虐、非人道的または屈
辱的な取り扱い、刑罰の被害者を特定するためのすべての合理的な措置を講
じ、救済や補償を含む適切な救済策を提供し、必要に応じて、医学的および心
理的支援を提供しなさい。 

C. そのような行為を実行または防止する立場にある公共部門や民間部門のその他
すべての役人、警察、刑務官のための研修や意識向上のプログラムを実施しな
さい。 

第11原則 
人身売買やあらゆる形態の搾取から保護され
る権利 
　すべての人は、実際または認識されている性的指向や性同一性を理由とし
て、性的搾取を含むがこれに限定されない人身売買、販売、およびあらゆる
形態の搾取から保護される権利があります。人身売買を防止するために設計
された措置は、実際または認識されている性的指向や性同一性、または他の
アイデンティティの表現に基づく様々な形態の不平等や差別を含む、脆弱性
を高める要因に対処するものとします。そのような措置は、人身売買の危険
に晒されている人々の人権と矛盾するものであってはなりません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 実際または認識されている性的指向や性同一性を理由として、性的搾取を含む
がこれに限定されない人身売買、販売、およびあらゆる形態の搾取に関する予
防的、保護的性質のすべての必要な立法上、行政上、その他の措置を講じなさ
い。 
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B. こうした立法や措置が、そのような慣行の影響を受けやすい人々の行動を犯罪
化したり、汚名を着せたり、またはその他の方法で不利益を悪化させたりしな
いようにしなさい。 

C. 実際または認識されている性的指向や性同一性に基づいて、人身売買や、性的
搾取を含むがこれに限定されないあらゆる形態の搾取に対する脆弱性を高める
要因に対処するための法的、教育的、社会的措置、サービス、およびプログラ
ムを確立しなさい。社会的排除、差別、家族や文化的コミュニティからの拒
絶、経済的自立の欠如、ホームレス、自尊心の低下につながる差別的な社会的
態度、住居、宿泊施設、雇用、社会サービスへのアクセスにおける差別からの
保護の欠如などの要因を含みます。 

第12原則 
働く権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、きちんとした生
産的な仕事、公正で好ましい労働条件、失業からの保護を受ける権利があり
ます。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 職業訓練、採用、昇進、雇用条件、報酬など、公的や私的な雇用における性的
指向や性同一性に基づく差別を撤廃、禁止するために必要なすべての立法上、
行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性に基づくあらゆる差別を撤廃し、警察や軍隊に勤務するな
ど、あらゆるレベルの政府サービスや公共機能における雇用を含む公共サービ
スのすべての分野で平等な雇用と昇進の機会を保証し、差別的な態度に対抗す
るための適切な研修と意識向上プログラムを提供しなさい。 
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第13原則 
社会保障や社会的保護措置を受ける権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、社会保障やその
他の社会的保護措置を受ける権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、雇用給付、育児休暇、失業給付、健
康保険、介護または福利厚生（性同一性に関連する身体改造を含む）、その他
の社会保険、家族手当、葬儀手当、年金、および病気や死亡の結果としての配
偶者やパートナーへの支援の喪失に関する手当を含む社会保障やその他の社会
的保護措置への平等なアクセスを保証するために、必要なすべての立法上、行
政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 子どもが社会保障制度内や社会福祉給付の提供において、子どもの性的指向や
性同一性、またはその家族の構成員の性的指向や性同一性に基づくいかなる形
態の差別的扱いを受けないようにしなさい。 

C. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、貧困削減戦略やプログラムへのアク
セスを保証するために必要なすべての立法上、行政上、その他の措置を講じな
さい。 

第14原則 
適切な生活水準の権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、十分な食料、安
全な飲料水、適切な衛生設備、衣類を含む適切な生活水準、および生活条件
の継続的な改善を受ける権利があります。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、十分な食料、安全な飲料水、適切な
衛生設備、衣類への平等なアクセスを保証するために、必要なすべての立法
上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

第15原則 
適切な住居の権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、立ち退きからの
保護を含む適切な住居を得る権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性、婚姻状況や家族状況に基づく差別なしに、避難所やその
他の緊急宿泊施設を含む、居住権の保証と手頃な価格で居住可能な、交通の便
のいい文化的で適切で安全な住宅を入手する権利を保証するために、必要なす
べての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 国際的な人権義務に準拠していない立ち退きの執行を禁止するために、必要な
すべての立法上、行政上、その他の措置を講じ、性的指向や性同一性、婚姻状
況、家族状況に基づく差別なしに、強制立ち退きに対する保護を受ける権利が
侵害されたり、侵害の脅威に晒されていると主張する人には、より良いまたは
同等の品質の代替土地と適切な住宅へ再定住する権利を含む、十分かつ効果的
な法的またはその他の適切な救済策が利用できることを保証しなさい。 

C. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、土地や家屋の所有権および相続に対
する平等な権利を保証しなさい。 

D. 社会的排除、家族内およびその他の形態の暴力、差別、経済的自立の欠如、家
族や文化的コミュニティによる拒絶など、特に子どもや若者のホームレスに対
する脆弱性を高める性的指向や性同一性に関連する要因に対処するために、近
隣のサポートとセキュリティのスキームを促進するだけでなく、支援プログラ
ムを含む社会プログラムを確立しなさい。 
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E. すべての関連機関が、性的指向や性同一性の結果としてホームレスや社会的不
利益に直面している人々のニーズを認識し、敏感になるようにするための研修
と意識向上プログラムを提供しなさい。 

第16原則 
教育を受ける権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、またそれらを考
慮して、教育を受ける権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、教育への平等なアクセス、および教
育システム内での生徒、職員、教師の平等な扱いを保証するために、必要なす
べての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 教育が各生徒の個性、才能、精神的および身体的能力を最大限に伸ばすことに
向けられていることを確認し、すべての性的指向や性同一性の生徒のニーズに
応えることを保証しなさい。 

C. 多様な性的指向や性同一性を考慮し、尊重した理解、平和、寛容、平等の精神
に基づいて、人権の尊重、各子どもの両親や家族、文化的アイデンティティ、
言語、価値観の尊重の発展に教育が向けられることを保証しなさい。 

D. 多様な性的指向や性同一性の理解と尊重を高めるために、とりわけ、これらの
理由に関連する生徒、両親、家族の特定のニーズを含む教育方法、カリキュラ
ム、リソースが役立つことを保証しなさい。 

E. いじめや嫌がらせを含む、学校環境内のあらゆる形態の社会的排除や暴力か
ら、さまざまな性的指向や性同一性を持つ生徒、職員、教師を、法律や政策が
適切に保護することを保証しなさい。 

F. そのような排除や暴力を受けた生徒が、保護の理由で取り残されたり隔離され
たりしないようにし、彼らの最善の利益が参加型の方法で特定され、尊重され
ることを保証しなさい。 
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G. 教育機関における規律が、生徒の性的指向や性同一性、性表現に基づく差別や
罰則なしに、人間の尊厳と合致する方法で管理されるように、すべての必要な
立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

H. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、教育制度においてすでにそのような
形態の差別を受け入れている成人も含め、すべての人が生涯学習の機会とリ
ソースにアクセスできるようにしなさい。 

第17原則 
達成可能な最高水準の健康を享受する権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、達成可能な最高
水準の身体的、精神的健康を享受する権利があります。性と生殖に関する健
康は、この権利の基本的な側面です。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、達成可能な最高水準の健康への権利
を享受することを保証するために、必要なすべての立法上、行政上、その他の
措置を講じなさい。 

B. すべての人が性的指向や性同一性に基づく差別なしに、性と生殖に関する健康
に関連するものを含む医療施設、商品、サービス、自己の医療記録にアクセス
できるようにするために、必要なすべての立法上、行政上、その他の措置を講
じなさい。 

C. 医療施設、商品、サービスが性的指向や性同一性に基づいて差別されることな
く、すべての人の健康状態を改善し、そのニーズに応えるように設計されてい
ること、および医療記録の機密が保持されるよう取り扱うことを保証しなさ
い。 

D. 性的指向や性同一性のために人々の健康を損なう差別や偏見、その他の社会的
要因に対処するためのプログラムを開発し、実施しなさい。 
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E. すべての人が、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、真のインフォームド
コンセントに基づいて、医療やケアに関する情報が提供され、自分で決定を下
す権限を知らされ、権限が与えられるように保証しなさい。 

F. すべての性的および生殖に関する健康、教育、予防、ケアおよび治療のプログ
ラムやサービスが、性的指向や性同一性の多様性を尊重し、すべての人が差別
なく平等に利用できることを保証しなさい。 

G. 性的適合に関連する身体の変更を求める人々が、有益で差別のない治療、ケ
ア、サポートにアクセスできるようにしなさい。 

H. すべての医療サービス提供者が、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、利
用者やそのパートナーを近親者として認識することを含め、治療することを保
証しなさい。 

I. 医療部門で働く人々が、各人の性的指向や性同一性を完全に尊重しながら、達
成可能な最高水準の医療をすべての人に提供できるように、必要な政策と、教
育や研修のプログラムを採用しなさい。 

第18原則 
医療虐待からの保護 
　すべての人は、性的指向や性同一性に基づいて、いかなる形態の医学的ま
たは心理的治療、処置、検査を受けることを強制されたり、医療施設に拘束
されたりすることはできません。あらゆる分類の規定にかかわらず、個人の
性的指向や性同一性は、それ自体は病状ではなく、治療、治癒、または抑制
すべきものではありません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性行動、外見、認識されているジェンダー規範に関して、文化に由来するかど
うかにかかわらず、固定観念に基づくものを含め、性的指向や性同一性に基づ
く有害な医療行為から完全に保護するために、必要なすべての立法上、行政
上、その他の措置を講じなさい。 
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B. 子どもの年齢と成熟度に応じて、子どもの完全で自由なインフォームドコンセ
ントなしに性同一性を押し付けようとする医療処置によって子どもの身体が不
可逆的に変更されないようにするために、必要なすべての立法上、行政上、そ
の他の措置を講じ、子どもに関するすべての行為において、子どもの最善の利
益が第一に考慮されるという原則によって導かれていなければなりません。 

C. 子どもが医療虐待の危険に晒されたり、医療虐待を受けたりしないように、子
どもの保護メカニズムを確立しなさい。 

D. HIV/エイズやその他の疾患のワクチン、治療、不妊に関連するものを含め、非
倫理的または非自発的な医療処置や研究から、多様な性的指向や性同一性を持
つ人々の保護を保証しなさい。 

E. そのような虐待を助長、促進したり、その他の方法で乱用を可能にする、開発
援助の性質のものを含め、医療資金提供規定やプログラムを見直し、修正しな
さい。 

F. 医学的または心理的な治療やカウンセリングが、性的指向や性同一性を治療、
治癒、または抑制すべき病状として明示的もしくは暗示的に扱わないことを保
証しなさい。 

第19原則 
意見および表現の自由の権利 

　性的指向や性同一性に関係なく、すべての人は意見と表現の自由の権利が
あります。これには、国境に関係なくあらゆる媒体を通じて、人権、性的指
向、性同一性に関するものを含む、あらゆる種類の情報やアイデアを求め、
受け取り、伝達する自由だけでなく、言論、態度、服装、身体的特徴、名前
の選択、その他の手段によるアイデンティティや人格の表現が含まれます。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、他者の権利と自由を尊重しつつ、性
的指向や性同一性に関する情報やアイデアの取得、伝達を含む、法的権利の擁
護や資料の発行、放送、会議の組織化や参加、より安全な性情報の普及とアク
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セスなど、意見や表現の自由を完全に享受できるように必要なすべての立法
上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性の問題に関して、多元的で非差別的であるようにメディア
の成果と組織を国は管理し、そのような組織の人材採用や昇進の方針が性的指
向や性同一性に被差別的であることを保証しなさい。 

C. 言論、態度、服装、身体的特徴、名前の選択、その他の手段によるものを含め、
アイデンティティや人格を表現する権利を完全に享受できるように、必要なす
べての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

D. 公序良俗や道徳、公衆衛生、公安の概念が、多様な性的指向や性同一性を肯定
する意見や表現の自由の行使を、差別的な方法で制限するために採用されない
よう保証しなさい。 

E. 意見や表現の自由の行使が、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の権利や自
由を侵害しないことを保証しなさい。 

F. 性的指向や性同一性に関係なく、すべての人が情報やアイデアへの平等なアク
セス、および公開討論への参加を享受できるようにしなさい。 

第20原則 
平和な集会および結社の自由の権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、平和的なデモを目的とす
る場合を含め、平和的な集会と結社の自由の権利があります。人々は、性的
指向や性同一性に基づく団体や、多様な性的指向や性同一性を持つ人々に情
報を配布したり、それらの人々の間のコミュニケーションを促進したり、権
利を擁護したりする団体を差別なく形成し、認識することができます。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性の問題に関して平和的に組織し、結社し、集まり、擁護す
る権利を保証し、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、そのような団体や
グループの法的承認を得るために、必要なすべての立法上、行政上、その他の
措置を講じなさい。 
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B. 特に、公序良俗や道徳、公衆衛生、公安の概念が、多様な性的指向や性同一性
を肯定するという理由だけで、平和的な集会や結社の権利の行使を制限するた
めに採用されないようにしなさい。 

C. いかなる状況においても、性的指向や性同一性に関連する理由で、平和的な集
会や結社の権利の行使を妨げず、暴力や嫌がらせに対する適切な監視およびそ
の他の身体的保護が、これらの権利を行使する人々に提供されることを保証し
なさい。 

D. 法執行機関やその他の関係当局者がそのような保護を提供できるように、研修
や意識向上プログラムを提供しなさい。 

E. 自発的な団体やグループの情報開示規則が、実際には、性的指向や性同一性の
問題に取り組んでいる団体やグループ、またはその構成員に差別的な影響を及
ぼさないことを保証しなさい。 

第21原則 
思想、良心、宗教の自由の権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、思想、良心、宗教の自由
の権利があります。これらの権利は、法律の平等な保護を否定したり、性的
指向や性同一性に基づく差別する法律、政策、慣行を正当化するために、国
が行使してはなりません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関係なく、個人が宗教的および非宗教的信念を単独もし
くは他者と協力して、その信念を尊重し、強制や信念の押し付けから自由であ
ろうと保持、実践する権利を保証するために、必要なすべての立法上、行政
上、その他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性の問題に関するさまざまな意見、確信、信念の表現、実
践、促進が、人権と両立しない方法で行われないようにしなさい。 
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第22原則 
移動の自由の権利 
　合法的に国内にいるすべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、国境
内で自由に移動、居住する権利があります。性的指向や性同一性を引き合い
に出して、その人の自国を含むいずれかの国への入国、出国、帰国を制限し
たり、妨害することはできません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関係なく、移動と居住の自由の権利が保証されるよう
に、必要なすべての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

第23原則 
亡命を求める権利 
　すべての人は、性的指向や性同一性に関連する迫害を含め、他の国で迫害
からの庇護を求め、享受する権利があります。国は、その人の性的指向や性
同一性に基づいて、拷問や迫害、その他の形態の残虐で非人道的な、もしく
は品位を傷つける取り扱いや処罰を受けるという十分に理由のある恐怖に直
面する可能性がある国に、その人を排除や追放、引き渡すことはできませ
ん。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく迫害の十分な理由のある恐怖が難民の地位や亡命
の承認の根拠として受け入れられるように、法律を見直し、修正し、制定しな
さい。 
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B. 性的指向や性同一性に基づいて亡命希望者を差別する政策や慣行がないことを
保証しなさい。 

C. その人の性的指向や性同一性に基づいて、拷問、迫害、その他の形態の残虐で
非人道的な、もしくは品位を傷つける取り扱いや処罰の十分に理由のある恐怖
に直面する可能性のある国に連れ去られたり、追放されたり、引き渡されたり
しないことを保証しなさい。 

第24原則 
家族を作る権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、家族を作る権利がありま
す。家族はさまざまな形で存在します。どの家族も、構成員の性的指向や性
同一性に基づく差別を受けることはありません。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく差別なしに、養子縁組や生殖補助医療（ドナー受
精を含む）へのアクセスを含め、家族を作る権利を保証するために、必要なす
べての立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

B. 法律や政策が、家系や結婚によって定義されていないものを含め、家族形態の
多様性を認めていることを保証し、構成員の性的指向や性同一性に基づいてい
かなる家族も差別の対象とならないように、家族関連の社会福祉やその他の公
益、雇用、移民に関するものを含む、必要なすべての立法上、行政上、その他
の措置を講じなさい。 

C. 公立や私立の社会福祉機関、法廷、行政当局、立法機関のいずれが行うかにか
かわらず、子どもに関するすべての行為や決定において、子どもの最善の利益
が第一に考慮されるものとし、子どもや家族、その他の人の性的指向や性同一
性がそのような最善の利益と両立しないと見做されないことを保証するため
に、すべての必要な立法上、行政上、その他の措置を講じなさい。 
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D. 子どもに関するすべての行為や決定において、個人的な意見を形成できる子ど
もが自由に意見を表明する権利を行使できるようにし、そのような意見が子ど
もの年齢や成熟度に応じて正当に重視されることを保証しなさい。 

E. 同性婚や登録パートナーシップを認めている国において、異性の既婚者や登録
パートナーが利用できる権利や資格、義務、利益が、同性の既婚者や登録パー
トナーにも平等に利用できるようにするために、必要なすべての立法上、行政
上、その他の措置を講じなさい。 

F. 異性の未婚のパートナーが利用できる義務や資格、特権、利益が、同性の未婚
のパートナーにも平等に利用できるようにするために、必要なすべての立法
上、行政上、その他の措置を講じなさい。 

G. 結婚やその他の法的に認められたパートナーシップは、意図する配偶者やパー
トナーの自由かつ完全な同意がある場合にのみ締結できることを保証しなさ
い。 

第25原則 
公共生活に参加する権利 
　すべての市民は、選出される役職に立候補し、自分たちの福祉に影響を与
える政策の策定に参加し、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、警察や
軍隊での勤務を含むあらゆるレベルの公共サービスと雇用に平等にアクセス
する権利を含む、公務の実施に参加する権利があります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 公的および政治的な生活や問題に参加する権利の完全な享受を保証するために
法律を見直し、改正し、各人の性的指向や性同一性に基づいて差別することな
く、それらを十分に尊重して、警察や軍隊での勤務を含め、あらゆるレベルの
公的機能における政府サービスと雇用を受け入れなさい。 

B. 公共生活への参加を妨げたり制限したりする、性的指向や性同一性に関する固
定観念や偏見をなくすために、あらゆる適切な措置を講じなさい。 
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C. 性的指向や性同一性に基づく差別することなく、それらを十分に尊重して、福
祉に影響を与える政策の策定に参加する権利を保証しなさい。 

第26原則 
文化的生活への参加の権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に関係なく、文化的生活に自由に参加
し、文化への参加を通じて性的指向や性同一性の多様性を表現する権利があ
ります。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関係なく、それらを十分に尊重して、すべての人の文化
的生活への参加の機会を保証するために、必要なすべての立法上、行政上、そ
の他の措置を講じなさい。 

B. これらの原則で言及されている人権を一貫して尊重しながら、性的指向と性同
一性の問題について異なる見解を持つグループを含む、国内に存在するさまざ
まな文化的グループの支持者間の対話と相互尊重を促進しなさい。 

第27原則 
人権を促進する権利 

　すべての人は、性的指向や性同一性に基づく差別なしに、国内および国際
レベルでの人権の保護と実現を促進する権利を、個人的に、もしくは他者と
協力して持っています。これには、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の
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権利の促進や保護に向けた活動、および新しい人権規範を開発、議論し、そ
の受け入れを提唱する権利が含まれます。 

国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関連する権利を含む、人権の促進や保護、実現に向けた
活動に好ましい環境を保証するために、必要なすべての立法上、行政上、その
他の措置を講じなさい。 

B. 性的指向や性同一性の問題に取り組んでいる人権擁護者を、もしくは多様な性
的指向や性同一性の人権擁護者を攻撃対象とする行動やキャンペーンに対抗す
るためのすべての適切な措置を講じなさい。 

C. 人権擁護者が、性的指向や性同一性に関係なく、また彼らが提唱する人権問題
に関係なく、国内および国際的な人権団体や団体への非差別的なアクセス、参
加、コミュニケーションを享受できるようにしなさい。 

D. 暴力、脅迫、報復、事実上または法律上の差別、圧力、または人権活動に応じ
て国や国以外によって実行される暴力、事実上または法律上の差別、圧力、ま
たはその他の恣意的な行動に反対し、性的指向や性同一性の問題に取り組んで
いる人権擁護者の保護を保証しなさい。性的指向や性同一性に基づくそのよう
な扱いに反対し、あらゆる問題に取り組んでいる人権擁護者に同じ保護が保障
される必要があります。 

E. 国内および国際レベルで、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の人権を促進
し、保護する組織の承認や認定を支援しなさい。 

第28原則 
効果的な救済と補償を受ける権利 

　性的指向や性同一性に基づく侵害を含む、人権侵害のすべての被害者は、
効果的かつ適切な救済を受ける権利があります。多様な性的指向や性同一性
を持つ人々に補償を提供したり、適切な昇進を保証する目的で講じられた措
置は、効果的な救済と補償を受ける権利に不可欠です。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に基づく人権侵害の被害者を守るため、返還、補償、社会
復帰、満足、再発防止の保証、もしくは必要に応じてその他の手段で完全な救
済が受けられるように、法律や政策の改正を含む必要な法的手続きを確立しな
さい。 

B. 是正措置がタイムリーに施行され、実施されることを保証しなさい。 
C. 是正と救済を提供するための効果的な制度と基準が確立され、すべての職員が
性的指向や性同一性に基づく人権侵害の問題について研修されていることを保
証しなさい。 

D. すべての人が、救済と是正を求めるプロセスに関する必要なすべての情報にア
クセスできるようにしなさい。 

E. 救済を保証するための費用を負担することができない人々に財政援助が提供さ
れ、そのような救済を保証するための金銭的またはその他の障害が取り除かれ
ることを保証しなさい。 

F. これらの原則に従って国際人権基準の尊重と遵守を促進することを目的に、性
的指向や性同一性に基づく差別的な態度に対抗するため、公教育のすべてのレ
ベル、専門機関、潜在的な人権侵害者である教師や生徒を対象とした措置を含
む研修と意識向上プログラムを保証しなさい。 

第29原則 
説明責任 

　これらの原則で扱われている権利を含む人権が侵害されているすべての人
は、違反に対する直接的または間接的な責任者が公務員であろうがなかろう
が、違反の深刻さに応じた方法でその行動に責任を負わせる権利がありま
す。性的指向や性同一性に関連する人権侵害の加害者が処罰されずにいては
なりません。 
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国は、次のことを行うものとします。 
A. 性的指向や性同一性に関連する人権侵害に対する加害者の説明責任を保証する
ために、適切でアクセスしやすく効果的な刑事、民事、行政、その他の手続き、
および監視メカニズムを確立しなさい。 

B. これらの原則に記載されている犯罪を含む、被害者の実際の、もしくは認識さ
れている性的指向や性同一性に基づいて実行されたすべての犯罪の申し立て
が、迅速かつ徹底的に調査されることを保証し、適切な証拠が見つかった場
合、責任者が起訴され、裁判にかけられ、正当に処罰されることを保証しなさ
い。 

C. 性的指向や性同一性に基づく差別の撤廃を確実にするための法律や政策の策
定、執行を監視するための独立した効果的な機関や手続きを確立しなさい。 

D. 性的指向や性同一性に基づく人権侵害の責任者が責任を問われるのを妨げるあ
らゆる障害を取り除きなさい。 
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その他の推奨事項 

　社会や国際社会のすべての構成員は、人権の実現に関する責任を負ってい
ます。したがって、次のことを勧告します。 

A. 国連人権高等弁務官は、これらの原則を支持し、世界中で実施を促進し、現場
レベルを含む人権高等弁務官事務所の業務にそれらを統合しなさい。 

B. 国連人権理事会は、これらの原則を支持し、国によるこれらの原則の遵守を促
進する目的で、性的指向や性同一性に基づく人権侵害に実質的な考慮を払いな
さい。 

C. 国連人権特別手続は、性的指向や性同一性に基づく人権侵害に十分な注意を払
い、これらの原則をそれぞれの業務の実施に統合しなさい。 

D. 国連経済社会理事会は、その決議1996/31に従って、多様な性的指向や性同一
性を持つ人々の人権を促進し、保護することを目的とする非政府組織を保証
し、認定しなさい。 

E. 国連人権条約機関は、これらの原則を、判例法や国別報告書の審査など、それ
ぞれの業務の実施に精力的に統合し、必要に応じて、多様な性的指向や性同一
性を持つ人々への人権法の適用に関する一般的なコメントやその他の解釈テキ
ストを採用しなさい。 

F. 世界保健機関とUNAIDSは、人権と尊厳を十分に尊重しながら、性的指向や性
同一性に関連する人々の健康ニーズに対応し、適切な医療サービスとケアの提
供に関するガイドラインを策定しなさい。 

G. 難民のための国連高等弁務官は、性的指向や性同一性に基づいて迫害を経験し
た、または十分な根拠のある恐怖を持っている人を保護し、人道支援やその他
のサービスの受領、難民の地位の決定に関連して性的指向や性同一性に基づい
て差別されないようにするために、これらの原則を統合しなさい。 

H. 人権への取り組みを行う地域や準地域の政府間組織、地域の人権条約機関は、
これらの原則の推進が、さまざまな人権メカニズム、手続き、その他の取り決
め、イニシアチブの業務の実施に不可欠であることを保証しなさい。 

I. 地域の人権裁判所は、解釈する人権条約に関連する原則を、性的指向や性同一
性に関する判例法に積極的に統合しなさい。 

37



ジョグジャカルタ原則

J. 国内、地域、国際レベルで人権に取り組んでいる非政府組織は、特定の業務の
枠組みの中で、これらの原則の尊重を促進しなさい。 

K. 人道支援組織は、これらの原則をあらゆる人道支援や救援活動に組み込み、援
助やその他のサービスの提供において、性的指向や性同一性に基づいて人を差
別することを控えなさい。 

L. 国内人権機関は、国や国以外によるこれらの原則の尊重を促進し、多様な性的
指向や性同一性を持つ人々の人権の促進や保護をその活動に統合しなさい。 

M. 医療、刑事、民事司法、教育部門の組織を含む専門組織は、これらの原則の実
施を積極的に促進することを確実にするために、その慣行とガイドラインを見
直しなさい。 

N. 商業組織は、自らの労働力に関してこれらの原則を確実に尊重し、国内的、国
際的にこれらの原則を推進する上での重要な役割を認識し、それに基づいて行
動しなさい。 

O. マスメディアは、性的指向や性同一性に関する固定観念の使用を避け、人間の
性的指向と性同一性の多様性の寛容と受容を促進し、これらの問題に関する意
識を高めなさい。 

P. 政府や民間の資金提供者は、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の人権を促
進、保護するために、非政府組織やその他の組織に財政援助を提供しなさい。 

　これらの原則と勧告は、多様な性的指向や性同一性を持つ人々の生活と経
験に対する国際人権法の適用を反映したものであり、ここに記載されている
いかなる内容も、国際、地域、または国の法律や基準で認められている人々
の権利と自由を制限するものとして解釈されるべきではありません。 
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付属 

ジョグジャカルタ原則への署名者 

フィリップ・アルストン（オーストラリア）、超法規的、要約、恣意的な処刑に関
する国連特別報告者、法学教授、ニューヨーク大学ロースクール、米国 
マキシム・アンメギチェアン（モルドバ）、国際レズビアン・ゲイ協会のヨーロッ
パ地域 
マウロ・カブラル（アルゼンチン）、ゴルドバ国立大学研究員、アルゼンチン、国
際ゲイ・レズビアン人権委員会 
エドウィン・キャメロン（南アフリカ）、司法、控訴最高裁判所、ブルームフォン
テーン、南アフリカ 
ソニア・オヌファー・コレア（ブラジル）、ブラジル学際的エイズ協会研究員、セ
クシュアリティ政策ウォッチ共同議長（専門家会議共同議長） 
ヤキン・エルターク（トルコ）、女性に対する暴力に関する国連特別報告者、教授、
社会学部、中東工科大学、アンカラ、トルコ 
エリザベス・エバット（オーストラリア）、女性に対する差別撤廃に関する国連委
員会元メンバー兼委員長、国連人権委員会元構成員、国際法学者委員会委員 
ポール・ハント（ニュージーランド）、達成可能な最高水準の健康圏に関する国連
特別報告者および教授、法学部、エセックス大学、英国 
アスマ・ジャハンギール（パキスタン）、委員長、パキスタン人権委員会 
マイナ・キアアイ（ケニア）、ケニア国家人権委員会委員長 
ミロン・コタリ（インド）、適切な住宅の権利に関する国連特別報告者 
ジュディス・メスキータ（英国）、人権センター上級研究員、エセックス大学、英
国 
アリス・M・ミラー（米国）、公衆衛生学部助教授、共同ディレクター、コロンビ
ア大学人権プログラム、米国 
サンジ・ムセノノ・モナゲン（ボツワナ）、高等裁判所（ガンビア共和国）裁判官、
人権と人民の権利に関するアフリカ委員会コミッショナー、拷問およびその他の残
虐、非人道的または屈辱的な扱いの禁止と防止に関するロベン島ガイドラインの実
施に関するフォローアップ委員会委員長（人権と人民の権利に関するアフリカ委員
会） 
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ヴィティット・ムンタルブホルン（タイ）、朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に
関する国連特別報告者、チュラロンコーン大学法学教授（専門家会議共同議長）、
タイ 
ローレンス・ミュート（ケニア）、ケニア国家人権委員会委員 
マンフレッド・ノワク（オーストリア）、拷問およびその他の残虐、非人道的また
は屈辱的な扱いまたは刑罰に関する国連特別報告者、国際法学者委員会構成員、
ウィーン大学人権教授、オーストリア、ルートヴィヒ・ボルツマン人権研究所所長 
アナ・エレナ・オバンド・メンドーサ（コスタリカ）、フェミニスト弁護士、女性
人権活動家、国際コンサルタント 
マイケル・オフラハティ（アイルランド）、国連人権委員会構成員、応用人権教授、
英国・ノッティンガム大学人権法センター共同ディレクター（ジョグジャカルタ原
則策定報告者） 
スニル・パンツ（ネパール）、ブルーダイヤモンド協会会長、ネパール 
ディミトリーナ・ペトロヴァ（ブルガリア）、平等権利信託事務局長 
ルディ・モハメド・リズキ（インドネシア）、国際連隊に関する国連特別報告者、
上級講師、パジャジャラン大学法学部学務担当副学部長、インドネシア 
メアリー・ロビンソン（アイルランド）、「権利の実現・倫理グローバリゼーショ
ンイニシアチブ」創設者、元アイルランド大統領、元国連人権高等弁務官 
ネベナ・ヴコヴィッチ・サホヴィッチ（セルビア）、子どもの権利に関する国連委
員会構成員、ベオグラード児童権利センター会長、セルビア 
マーティン・シャイニン（フィンランド）、人権とテロ対策に関する国連特別報告
者、憲法および国際法教授、オーボ・アカデミ大学人権研究所所長、フィンランド 
万燕海（中国）、アイチ・アクション・プロジェクト創設者、北京アイチシング健
康教育研究所所長 
スティーブン・ホイットル（英国）、マンチェスターメトロポリタン大学平等法教
授、英国 
ロマン・ヴィエルシェフスキー（ポーランド）、国連人権委員会構成員、ポズナン
人権センター長、ポーランド 
ロバート・ウィンテミュート（カナダ、英国）、人権法学部教授、キングス・カレッ
ジ・ロンドン、英国 
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