報道関係者各位
2021 年 2 ⽉ 25 ⽇
⼀般社団法⼈ Famiee

医療施設、保険業などを含む、約 40 の企業・団体が利⽤を決定︕

ブロックチェーンの技術を活⽤した「家族関係証明書」の第 1 弾
スマホのアプリで完結する

同性パートナーのための「パートナーシップ証明書」、⺠間発⾏がスタート
⼀般社団法⼈ Famiee（所在地︓東京都千代⽥区 代表理事︓内⼭幸樹）は、「家族関係証
明書」の第 1 弾として、同性パートナーのための「パートナーシップ証明書」の発⾏を、2021 年 2 ⽉ 25
⽇（⽊）よりスタートします。現在、約 40 の企業や団体が、社内の福利厚⽣制度の申請時に、
Famiee の証明書の利⽤を決定しています。Famiee の証明書を⾒せることで、家族同様の権利やサ
ービスが適⽤される医療施設や保険業（共済）も含まれています。

■プロジェクトの概要
Famiee（ファミー）は、多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現を推進するプロジ
ェクトです。現在の法律上では夫婦や親⼦と認められない世界中の夫婦や親⼦が、家族として当たり前
の権利やサービスを受けられないという課題を解決するために、ブロックチェーン技術を使って家族関係証
明書を発⾏することで、そういった⼈たちが家族であることを社会的に認め、また、その証明書を受け⼊れ
る企業・団体を増やし、家族向けサービスや権利を提供する企業を増やす活動を⾏い、⺠間から社会を
変えていきます。

■プロジェクトの背景
「家族」という概念は、近年とても多様化しています。LGBT のカップル、事実婚のカップル、精⼦・卵⼦
提供を受けた親⼦、代理⺟の協⼒を得た親⼦など、従来の概念での「夫婦」「親⼦」「家族」に当てはま
らない新しい家族の形態が可視化されてきています。しかし、従来の家族の概念に基づいて作られた社
会制度の中で、新しい概念に基づき⽣きる⼈たちは、多くの困難に直⾯しています。法的には夫婦・親
⼦と認められない⼈たちが、家族としての当たり前の権利やサービスを受けられない、という課題があります。

家族形態が多様化している現代において、このような課題を解決する動きの⼀つとして、すでに複数の
地⽅⾃治体でパートナーシップ制度が導⼊されています。しかし、次のような課題があります。
＜⾃治体によるパートナシップ証明書においての課題＞
・パートナーシップ証明書を発⾏する市区町村の在住者でなければ取得できない（⼀部の例外を除く）
・パートナーシップ証明書を発⾏した市区町村から転居すると、発⾏された証明書は無効になり、転居
先で再度申請⼿続きを⾏う必要がある
・制度の導⼊に際しては、市区町村の強いリーダーシップが必要とされ、パートナーシップ制度が⽇本の
すべての市区町村に導⼊されるには時間がかかる
・申請に際して、当事者が⼆⼈そろって役所に出向く必要があり、当事者の意思にかかわらずその関係
性がオープンになる恐れがある
・⾏政ごとにパートナーシップ証明書の発⾏要件が異なるため、同性パートナー向けにサービスや福利
厚⽣制度を適⽤している企業は、証明書の違いを網羅的かつ継続的に把握しておくことは難しい。そ
のため、企業独⾃にパートナー関係を確認するところも多い
・コロナ禍において、⾏政⼿続きの⾮接触化・IT 化が求められている

■アプリで完結する、Famiee の同性カップル向け「パートナーシップ証明書」
Famiee は、「家族関係証明書」の第 1 弾として、同性パートナーのための「パートナーシップ証明書」
の発⾏を、2021 年 2 ⽉ 25 ⽇（⽊）よりスタートします。
Famiee のパートナーシップ証明書は、ダイバーシティ推進に積極的な企業・当事者団体・弁護⼠・有
志らが参加する「⺠間によるパートナーシップ証明書検討委員会」にて、当事者視点・利⽤企業視点・
法律⾯など多様な視点で求められる要件が議論され、設計されました。
Famiee では、現時点で３種類のパートナーシップ証明書を予定しています。パートナー関係を証明す
るために、パートナー間の関係性をアプリ上での契約締結によって確認する第⼀種（渋⾕区型）、関係
性をアプリ上での宣誓によって確認する第⼆種（世⽥⾕区型）、そして複数の証⼈の署名で確認する
第三種があります。今回発⾏されるのは、世⽥⾕区型の第⼆種です。
※2021 年 2 ⽉時点では、iOS 版のみ。Android 版は今後対応していく予定です。

Famiee の証明書は、申請から発⾏までスマホのアプリ
上で⾏います。この証明書を利⽤するときには、アプリで証
明書を提⽰するほか、必要に応じて紙での出⼒も可能に
しています。
パートナーシップ証明書においては、通称名のみ記載、あ
るいは通称名と⼾籍名の併記、が選択可能になるなど、
申請する同性パートナーに寄り添った配慮がされています。

■情報の秘匿性とプライバシー保護の重視
Famiee が発⾏する証明書は、⼀⽣の時間を超え半永久的に証明書のデータが保管され、かつ検証
可能なものにするため、ブロックチェーンの技術を活⽤しています。これにより、証明書のデータを保存する
システムは、中央管理者がいなくとも半永久的に稼働し、データの改ざんが不可能になり、⾼いセキュリテ
ィを担保できるようになります。
申請者の情報は、証明書発⾏時の本⼈確認や独⾝要件確認など、申請要件の確認のみに利⽤さ
れ、個⼈情報は、証明書発⾏直後にすべて破棄されます。したがって、申請者のプライバシーは保護され、
個⼈情報漏えいのリスクを最⼤限に無くしました。
⼀⽅、証明書の偽造検知や多重申請を防⽌するため、申請者情報は理論的に解読不可能な⽅法
で符号化され、符号データのみがブロックチェーン上に記録されます。
Famiee では、申請者のプライバシー保護を最重要視しています。
＜システムの全体像とプライバシー保護の仕組み＞

申請するパートナーは、スマホで Famiee のアプリをダウンロードし、画⾯に従い利⽤申請し、申請書類
の提出を⾏います。Famiee はサーバー上で申請の通知を受けると同時に KYC・本⼈確認の専業であ
る TRUSTDOCK 社に書類確認を委託します。確認が取れたのち、申請したパートナーの情報は理論
的に解読不可能な⽅法で符号化されブロックチェーン上に保存されます。
福利厚⽣制度を活⽤したい⼈もしくはサービスを受けたい⼈から Famiee の証明書を提出された企業
や団体は、証明書の真がんを検証するため、証明書上にある QR コードから Famiee の検証サイトにア
クセスします。提出された証明書に記載された情報から⽣成される符号と、ブロックチェーン上に保存され
ている符号化されたデータを⽐較し、証明書の真正性が証明されます。

申請時に提出された書類
情報および個⼈情報は、証
明書が発⾏された時点で全
て削除され Famiee のサー
バーと TRUSTDOCK には
残りません（ただしユーザー
ID のみ Famiee のサーバー
に残ります）。証明書に記
載される個⼈情報や証明書
発⾏番号などは、Famiee
のサーバーとブロックチェーン
上に符号化された情報のみが保存されます。またパートナー関係情報や申請ステータスなどの申請情報
に関しては、Famiee のサーバーに個⼈情報が含まれないログデータのみ保存されます。

登録情報、個⼈情報、パート
ナーシップ証明書、申請情報
は、ユーザーの責任において、
ユーザーのアプリとクラウドで管
理を⾏います。
（2021 年 2 ⽉ 25 ⽇時点では、
iOS 版のみ）

実際の⼿順------------------------------------------------------------------■申請から発⾏までの⼿順
1、パートナーは、それぞれのスマホからアプリをダウンロードし、アカウントを登録する
2、証明書の種別を選択し申請を開始する（現在は第⼆種パートナーシップ証明書のみ）
3、申請に関する項⽬を⼊⼒、必要な書類を提出する
4、書類の確認が完了したら、パートナー登録に必要な招待番号が発⾏される
5、パートナーのどちらかが、相⼿の招待番号を⼊⼒する
6、招待された相⼿が招待を承認すると、パートナー登録が完了する
7、⼆⼈の関係確認および申請内容の確認、提出した書類に虚偽がないことを宣誓
8、双⽅が宣誓内容に対する署名を⾏い申請する
9、申請が正式に受理され、パートナー関係が登録される
10、証明書が発⾏される
●申請から発⾏までの⼿順の動画
https://youtu.be/TvT1wWnOHbE

■導⼊企業・団体において Famiee の証明書の真がんチェックをする際の⼿順
Famiee の証明書を活⽤したい⼈が、証明書（スマホ版・紙出⼒版）を、本⼈確認書類とともに企業
および団体に提出する。
1、 本⼈確認書類と証明書を⽐較し、提出者が証明書に記載されている本⼈であることを確認
2、 証明書にある QR コードをスマホで読み取る、もしくは、Famiee のホームページ上から、検証サイト
にアクセスする
3、 Famiee の検証サイトで、証明書に記載されている情報（⼆⼈の⽒名・⽣年⽉⽇・関係登録⽇・
証明書番号）を⼊⼒
4、 検証開始のボタンをタッチすると、検証が⾏われる
※下記の図は、パートナーシップ証明書

■利⽤時の確認で、証明書の偽造を検証・改ざんを検出し、不正利⽤を防ぎます
⼆⼈の関係の情報は、理論上解読不可能な形で符号化され、ブロックチェーン上で保存管理されてい
ます。万が⼀、申請者が証明書を⾃ら偽造した場合には、企業や団体でサービスや家族として受けられ
る権利を申請する⽬的で証明書を提出した際に検証を⾏うと、ブロックチェーン上のデータと、偽造された
証明書に記載の情報から⽣成される符号とが⼀致しないため、改ざんを検知できます。
また、証明書を発⾏してから 1 年ごとに、アプリを通じてパートナーそれぞれに対して関係継続確認が⾏
われます。継続が確認されると、最終関係確認⽇が更新されます。

■証明書の利⽤企業、現在約 40 社︕
現在、約 40 の企業や団体が、社内の福利厚⽣制度の申請時に、Famiee の証明書の利⽤を決定
しています。Famiee の証明書を⾒せることで、家族同様の権利やサービスが適⽤される医療施設や保
険代理店も含まれています。
（五⼗⾳順）
R&C 株式会社様、株式会社アイスタイル様、アイビーシー株式会社様、株式会社 IBJ 様、株式会社
アカルク様、アステリア株式会社様、アディッシュ株式会社様、アドバンサー株式会社様、医療法⼈博善
会様、江⼾川病院様、株式会社 ELEMENTS 様、株式会社ガイアックス様、株式会社 SAKURUG
様、産科婦⼈科舘出張佐藤病院様、株式会社 JobRainbow 様、スターティアホールディングス株式
会社、株式会社セールスフォース・ドットコム様、セガサミーホールディングス株式会社様、ソフィアメディ株
式会社様、損害保険ジャパン株式会社様、株式会社ダイバースパートナーズ様、株式会社ツナグ・ソリ
ューションズ様、株式会社ディ・ポップス様、ナレッジ・マーチャントネットワークス株式会社様、⽇本航空株
式会社様、ネットイヤーグループ株式会社様、パートナー共済様、ハウスコム株式会社様、パナソニック
株式会社コネクテッドソリューションズ社様、株式会社 PR TIMES 様、株式会社ブイキューブ様、株式
会社フレアス様、株式会社ブレインパッド様、株式会社ホットリンク様、マネックスグループ株式会社様、
株式会社丸井グループ様、株式会社みずほフィナンシャルグループ様、株式会社みらい創造機構様、株
式会社メディカルネット様、株式会社 LIFULL 様、ラクスル株式会社様、リース株式会社様、リーディン
グテック株式会社様

■導⼊企業や賛同者からのコメント
●出井伸之 様（クオンタムリープ株式会社 代表取締役会⻑ ファウンダー）
「この問題は⽇本ではなかなか⾒えにくく社会の中に隠されていますが、まず⾒えるようにすることが最も⼤
切です。⼦どもの貧困問題と同様に、徐々に⾒えてくることで賛同者も増えてくると思います。Famiee の
活動が、企業や個⼈から応援されて問題を認識することが⼀番重要だと思っています。頑張ってください」
●松本⼤ 様（マネックスグループ株式会社 代表執⾏役社⻑ CEO）
「LGBT は⼈⼝の 7%いると⾔われていますが、これは左利きの⼈や AB 型の⼈の割合と同じです。ごく
普通に、左利きの⼈や AB 型の⼈が周りいるように、ごく普通に LGBT の⼈もいます。私たちマネックスグ
ループ、マネックス証券では、就業規定や慶弔規定の上で LGBT のカップルも他の家族と同じ扱いにして
います。Famiee のパートナーシップ証明書ももちろん受け⼊れます。当たり前のことが当たり前に受け⼊
れられる社会の早い実現を⽬指す Famiee プロジェクト、私たちも応援しています」
●星賢⼈ 様（株式会社 JobRainbow 代表取締役）
「この事業は国という枠組みを超え、家族の在り⽅を再定義するすごいプロダクトになると確信しました。
真摯にさまざまな LGBT 当事者や多様な⽅々に向き合いながら Famiee の社会実装に取り組まれるメ
ンバーの皆さんの姿を近くで⾒ていたからこそ今⽇という⽇を迎えられたことをうれしく思います。また⼀⼈の
LGBT 当事者としてもこれから Famiee がつくる未来にわくわくしています。ローンチおめでとうございます」
●下⼭⽥志帆 様（⼥⼦サッカー選⼿）
「Famiee 証明書発⾏おめでとうございます。現在、私⾃⾝、同性のパートナーがいますが、ライフプランを
考える時に諦めなくてはいけないことや選択してもできないことが多かったので、今回その選択肢が増えうれ
しく思っています。Famiee を中⼼に、⾃分に合う選択のできる⼈が⼀⼈でも多く増えていく社会になると
いいと思います」
●⾜⽴哲真 様（R&C 株式会社 代表取締役、⼀般社団法⼈保険乗合代理店協会 理事）
「ローンチおめでとうございます。我々保険業界としても、まだまだパートナーシップ制度への対応の遅れは
ありますが、業界をあげて取り組んでいきたいと思っています。我々は、パートナー共済そして保険事業とし
てほけんの未来を虹⾊にというミッションのもと活動しています。誰もが安⼼して保険に⼊れて残せる、そん
な社会を⼀緒に作っていきたいと思います。」
●明星智洋 様（江⼾川病院 腫瘍⾎液内科部⻑ 兼 がん免疫治療センター⻑ 兼 プレシジョンメ
ディスンセンター⻑）
「医療機関として、輸⾎や⼿術の同意書の取得や家族へのインフォームドコンセントなどへの同席も、
Famiee の証明書の発⾏に伴って我々の医療機関では、通常の家族同等で扱います。その他 LGBT
の⽅たちの権利を⾏使できるように少しでも体制の整備に努めていきたいと思います。⼀緒にこのプロジェ
クトを成功させましょう」
今後、Famiee は、住んでいる国や地区などにかかわらず家族関係を証明する家族関係証明書（第 1
弾はパートナーシップ証明書）の発⾏と、採⽤する⺠間企業を増やすための啓発活動を⾏い、多様な
家族形態が当たり前のように認められる社会の実現を⽬指して活動してまいります。より多くの企業・団
体様の導⼊、そしてご賛同をお待ちしております。

◆⽀援企業・団体︓（五⼗⾳順）
withID 株式会社様、株式会社エニーアップ様、株式会社グラコネ様、株式会社 CRIEN 様、株式会
社 JobRainbow 様、StakedTechnologies 株式会社様、株式会社 SoVa 様、株式会社電通パ
ブリックリレーションズ様、株式会社 TRUSTDOCK 様、⽇本マイクロソフト株式会社様、株式会社 PR
TIMES 様、株式会社ホットリンク様、OneMile 商標知的財産事務所様

◆設⽴スポンサー︓
株式会社ホットリンク様、⼩柴正浩（ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 代表取締役）様、
林秀彦様、株式会社メディカルネット様、出井伸之様、渡辺洋⾏（B Dash Ventures 株式会社）
様、安渕聖司（アクサ⽣命保険株式会社 代表取締役社⻑兼 CEO）様、⾼濱正伸（株式会社こう
ゆう 花まる学習会 代表）様、ハウスコム株式会社 様、野呂洋⼦（銀座柳画廊 副社⻑）様、株
式会社フレアス様、株式会社 SAKURUG 様、株式会社ディ・ポップス様、スターティアホールディングス株
式会社様、栗岡⼤介（くりや株式会社 代表取締役社⻑）様、株式会社ツナグ・ソリューションズ様、
ナレッジ・マーチャントワークス株式会社様、⽯渡広⼀郎（弁理⼠）様、駒崎弘樹（NPO 法⼈フロー
レンス 代表理事）様、⼩宮⾃由様・同夫⼈様、佐藤光紀（株式会社セプテーニ・ホールディングス 代
表取締役）様、⼭野智久（アソビュー株式会社 代表取締役）様、加治慶光様、パートナー共済様、
R&C 株式会社様
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