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［巻頭言］『論文・資料集』第Ⅱ期の発行にあたって 

 

 

 

   結成から発展へ 

 

 「ポルノ・買春問題研究会」（APP 研）が結成されたのは 1999 年の年末のことであった。当時、

バクシーシ山下の『女犯』シリーズを初めとするさまざまな暴力AVが市場にあふれている一方で、

アカデミズムの世界や一般に言論界にセックスワーク論が蔓延している状況に危機感を感じていた

数人の男女（研究者、弁護士、市民活動家など）が集まって、この会を作ったのである。APP は、

その活動を暴力ポルノの現状を調査・分析することから開始した。この調査・分析の成果は東京ウ

ィメンズプラザで開催したシンポジウムで発表された。 

 その後、私たちの会APPは暴力ポルノの分析だけでなく、アンケートによるポルノ被害の実態調

査、盗撮ポルノや着エロの実態分析、コンビニにおけるポルノの設置状況の調査、セックスワーク

論に対する理論的批判、ポルノに影響された性暴力事件裁判の傍聴、インターネットを利用した新

しい暴力ポルノの動向調査、ポルノ被害の理論的精緻化、売買春に対する北欧モデルの研究、など

の研究・調査活動を精力的に行なった。そうした調査研究の成果を明らかにし、さまざまな関連資

料を紹介する目的で、APP は 2000 年から『論文・資料集』の発行を開始し、それ以降ほぼ毎年、

『論文・資料集』を発行しつづけた。 

 2002年には、ポルノ被害の問題に先駆的に取り組んでいたアメリカのフェミニスト法学者キャサ

リン・マッキノンさんが来日し、同年 1月にAPPとの交流会（文京区シビックセンター）が実現し

た。この時のマッキノンさんとの対話は、その後、『キャサリン・マッキノンと語る――ポルノグラ

フィと買売春』（不磨書房、2003年）として出版された。 

 

  PAPSとの二人三脚 

 

 そうした中、2009年、理論社という老舗の児童書出版社が、青年に性を語るというコンセプトの

著作の執筆を暴力 AV の映画監督として名高いバクシーシ山下に依頼し、それが出版されるという

事態に危機感を覚えた婦人保護施設や児童保護施設の施設長、職員、関係者たちが、同書の絶版・

回収を求める運動に取り組んだ。APPのメンバーはその活動に積極的に協力し、その中で、ポルノ

被害をめぐってより実践的な活動を行なう団体として「ポルノ被害と性暴力を考える会」（PAPS）

が結成された。APP は PAPS と二人三脚を組んで、年１回開催された「ポルノ被害と女性・子ども

の人権シンポジウム」をはじめさまざまな活動を行なった。 

 また、APP 自身も 2009 年末に結成 10 周年を迎えたことから、2010 年には 10 周年を記念するさ

まざまな企画・活動に取り組み、とりわけ 2010 年 11 月には、大阪で活動する「性暴力を許さない

女の会」との共同で「ポルノ被害と表現の自由」という講演企画を開催し、多くの参加者を得るこ

とができた。この『論文・資料集』も10 周年記念号を充実した中身で第 10号として発行すること

ができた。深刻な人手不足と恒常的な財政不足などのさまざまな困難の中でも、APPの活動は順調

に発展しているように見えた。 

 

  震災と原発事故 

 

 しかし、2011 年 3月にあの東日本大震災と福島第一原発事故が発生すると、事態は一変した。APP

のメンバーの半分近くが福島に居住していたからである。福島在住のメンバーの一部は福島からの

避難を余儀なくされ、西日本を転々とせざるをえなくなった。さらに福島在住のAPPメンバーはあ
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の原発事故の以前から反原発運動にも参加していたので、事故以降、当然のことながら反原発運動

に忙殺されるようになった。また東京在住のメンバーは、しだいに PAPS としての活動が中心にな

っていった。 

 こうして、APP は会として独自の活動を展開することがほとんどできなくなった。かろうじて、

2010 年に行なった 10 周年記念講演を中心に編集したパンフレット『ポルノ被害と表現の自由――

ポルノ・買春問題研究会 10 周年記念パンフレット』を 2011 年に発行することができただけであっ

た（この冊子はアマゾンの kindle 版として購入可能）。『論文・資料集』の発行も 2010 年の第 10 号

を最後に出されなくなった。こうして、APPはほとんど開店休業状態に陥った。 

 しかし、2011 年の 3.11から早 5年が経ち、西日本に避難したメンバーも関西に落ち着けるように

なってきた一方で、PAPSは 2014年ごろからポルノ被害の実際の被害者の相談を頻繁に受けるよう

になり、その相談・支援活動に忙殺されるようになった。この相談・支援活動は、裁判での勝利の

おかげもあって、広く世間に知られるようになり、ポルノ被害の問題を社会的にクローズアップさ

せる上で決定的な役割を果たした。数人の研究者や弁護士だけが取り組んでいたマイナーな問題は、

今では国会でも取り上げられるメジャーな問題になりつつある。これは、日々、寝る時間さえ惜し

んで被害者からの相談に乗り支援活動に当たってきた人々の偉大な成果である。 

 

  活動再開へ 

 

 このように、被害者の相談・支援という、これまでAPPがほとんどできていなかった分野におい

て飛躍的な発展が起きた一方で、ポルノ被害だけでなく売買春の問題に関しても、さまざまな理論

的諸問題の解明（セックスワーク論や表現の自由論との切り結び、憲法上の人権論との関係など）、

国外の研究や運動、法律などの諸状況の紹介分析、新たな法的アプローチの構築など、どちらかと

いうとより理論的な活動を行なう必要性が改めて痛感されるようになった。 

 このような理論的活動を行なう団体としては、やはりAPPは必要なのであり、メンバーの生活も

落ち着いてきたこともあって、今年 2016 年からほぼ 5 年ぶりに活動を再開することになった。そ

の第１弾として、『論文・資料集』を再刊することにした。とはいえ、『論文・資料集』の発行自身

も５年ものブランクを経ていることもあって、単純に第 11 号として発行するのではなく、2000 年

から 2010 年までの『論文・資料集』を第Ⅰ期とし、2016 年からの『論文・資料集』を第Ⅱ期とし

て区別し、その第Ⅱ期の第1 号として、本号を発行することにした。 

 これからもさまざまな紆余曲折が予想されるが、今後とも地道な理論活動を行なっていくつもり

である。みなさんの応援と協力をお願いしたい。 

 

『論文・資料集』編集部 

2016 年3 月16 日 
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ポルノ被害の相談・支援活動の飛躍的発展――特集によせて 

 

 

 

  お互いに発見しあうこと 

 2001 年の 9.11 事件の衝撃がまだ覚めやらぬ 2002 年の１月のことである。アメリカで先

駆的にポルノ被害の問題に取り組んできたフェミニスト法学者のキャサリン・マッキノン

さんが来日して、文京区のシビックセンターで私たちの会と交流の場をもった。その時、

私たちの会はまだポルノ被害の当事者と何の結びつきも持っていなかった。私たちは、そ

の交流会の席で、どうすれば被害当事者と結びつけるのかという質問をした。マッキノン

さんはその問いに対してこう答えてくれた。 

 

 サバイバーとともに活動する上で最初の障壁は、彼女らがあなたたちを発見し、あなた

たちが彼女らを発見することです。つまりお互いに発見しあうことです。……私の経験か

ら次のことが言えます。あなたたちが本当に彼女らに提供しうる何かを持っているのなら

ば、彼女らがあなたたちを見つける上での障害は何もないでしょう。（『キャサリン・マッ

キノンと語る――ポルノグラフィと売買春』不磨書房、2003 年、27～28 頁） 

 

 私たちがこの言葉にどれほど勇気づけられたことか。私たちは、サバイバーに、被害者

当事者に見つけてもらえるよう、そしてその時に彼女らに提供できるものを持っていられ

るよう、地道に研究と活動を続けた。だがその日はなかなかやって来なかった。それはひ

とえに私たちの非力さのゆえである。2009 年、私たちは、理論社問題（理論社という児童

書の老舗出版社が暴力 AV 監督として最も有名なバクシーシ山下に青年向け啓蒙書の執筆を依

頼し出版した事件）をきっかけに、婦人保護施設や児童保護施設の施設長や職員の方々と「ポ

ルノ被害と性暴力を考える会（PAPS）」を結成した。理論的な調査研究からより実践的な

活動へと、活動の重心が移った。 

 そして、この PAPS が活動を開始してから数年後に、ついにその日はやってきた。後で

紹介する AV 出演強要事件を通じて、PAPS の名前は一気に世間に広がり、被害者からの相

談が殺到するようになった。その被害相談の波はいまだに衰えておらず、いかに多くの被

害が潜在的に存在し、そして日々生み出されているかが明らかになった（現時点ですでに

130 件以上の被害相談が来ている）。 

 そして被害の内容も、マッキノンや私たちがポルノ被害の類型として想定していたもの

と同じだった。強制や脅しによる主演の強制、撮影中における意に反する行為の強制、意

に反するポルノの流通、ポルノ出演が家族や友人や学校にばれたという相談、等々、であ

る。私たちがすでに知識の上で知っていたこと、すなわちポルノ産業が膨大な性被害、無

数の性暴力の上に構築されている産業であることが、被害者自身の口から明らかになった

のである。 

 もちろん、これほどの被害実態が明らかになっても、ポルノ擁護派は、そのような被害

はごく一部の話であって、ポルノ産業の大部分は健全に運営されていると言いつのって、

被害実態を極小化しようと躍起になっている。だがもはや誰にも否定することなどできは

しない。ポルノ被害は、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントや

レイプや人身売買やその他のあらゆる「女性に対する暴力」と並んで、この社会に厳然と
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存在している「性暴力」なのだ。 

 

  裁判になった出演強要事件 

 これほど多くの相談が殺到するようになるきっかけとなったのは、先に述べたように、

裁判にまでなった AV 出演強要事件である。この事件については本号に掲載した２つの資料

に詳しいが、簡単にここでも紹介しておく。 

 被害者のＡさんは高校生であった時に駅の改札前でスカウトされた。当初はタレントに

なれるという話であり、Ａさんもその話を信じて、一読しただけではよくわからない難解

な契約書にサインをさせられた。この時点でＡさんは未成年であったため、この契約書に

はアダルトビデオの出演に関する条項はなかったが、いずれにせよ、各条項に関する十分

な説明も受けることなく、署名捺印が求められ、またこの契約書のコピーすらＡさんには

渡されなかった。Ａさんは当時未成年だったのだから、民法上、この種の契約には親権者

の同意が必要なのだが、そのような同意ももちろん取られなかった。 

 タレント活動をするものと思っていたＡさんに与えられた仕事はいわゆる着エロの DVD

の撮影だった。きわどい水着や、手ブラ（手で乳房を隠すポーズ）、性的に露骨なポーズな

どを強要され、その模様を撮影され、販売された。撮影終了後、Ａさんはタレント活動を

辞めたいと申し出たが、プロダクション側は「辞めたら 100 万円の違約金が発生する」「撮

影に来なければ親に連絡する」と言って脅し、さらに数本の着エロの撮影を強要された。

彼女はいやいやながらこれらの撮影にしたがったが、その間、この活動に対する報酬はま

ったく支払われなかった。 

 その後、Ａさんが成人年齢に達する頃にアダルトビデオの撮影が強行された。本人はこ

の時もいやだという意思を表明したが、再び違約金が持ち出されて、撮影を拒否すること

ができなかった。その時の心境をＡさんは後の手記において次のように吐露している。 

 

業界の人は信じられないくらいに口が上手で、脅したり、AV に出るのはよいことだと洗

脳に近いことを言い続けたりしました。そして私の場合は、出演する毎に、違約金がとん

でもない額になっていきました。それを支払わなければ裁判で負けて本当に支払う羽目に

なると追い詰められ、最後は AV に出演せざるを得なくなったのです。 

 

 撮影の１日目に複数名の男性によって性行為を強要され、その模様が撮影された。Ａさ

んはこの撮影が終わった後にアダルトビデオの出演の条項を含む第２次契約書が結ばれた。

Ａさんは生まれて初めての AV 撮影のショックから心神耗弱状態にあり、契約への署名を拒

否できる精神状態ではなかった。そして、この第２次契約書をたてに、１本目のアダルト

ビデオの撮影の続きが強行された。 

 Ａさんはこの２回目の撮影後に、もうアダルトビデオの撮影はしたくないと強く主張し

たが、今度は「あと９本の撮影をしなければ、1000 万円の違約金が発生する」と脅された。

違約金の額はいつのまにか 10 倍にはね上がっており、本人の知らないあいだに合計で 10

本もの AV 撮影の契約がプロダクションとメーカーのあいだで交わされていたのだ。そして、

すぐ次の撮影の日程も決まっていた。 

 Ａさんは絶望に打ちひしがれ、藁をもつかむ気持ちで、ネットで知った「ポルノ被害と

性暴力を考える会（PAPS）」にメールで相談をした。PAPS の相談担当者は翌日ただちにＡ

さんと面談し、撮影日が目前に迫っていたため、すぐに警察に相談するとともに、プロダ

クションに対してタレント活動をいっさい行なわない旨の通告を電話で行なった。あわて

たプロダクション側はその日の夜にＡさんの自宅にまで押しかけた。その現場に警察官も

来ていたが、「あと２本出演したらどうか」などとＡさんに言う始末だった。 
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 その後、正式に弁護士（後で【資料１】にそのブログを紹介する伊藤和子弁護士）に依

頼して、プロダクションとのいっさいの契約を解除することを意思表示した内容証明便を

プロダクション側に送付した。プロダクション側はこれに納得せず、あろうことか 2460 万

円もの莫大な損害賠償の支払いを求める民事訴訟を起こしたのである。こうして舞台は司

法の場に移された。 

 

  画期的な地裁判決 

 この事件において東京地裁は 2015 年 9 月に原告（プロダクション側）の請求を却下する

判決を下した。結局、原告側は控訴を断念したので、この判決がそのまま確定した。そし

てこの判決で提示された却下の理由は実に画期的なものであった。 

 判決は、まず第１に、この契約が、その形式上は被告（Ａさん）が原告（プロダクショ

ン側）にマネジメントの依頼をするという体裁の契約であったが、実際にはプロダクショ

ン側の指示のもとにプロダクション側が定めた作品にＡさんを出演させ、その撮影現場に

派遣するという実態のものであることを指摘し、それが「雇用類似の契約」であること、

すなわち契約者と被契約者とのあいだに権力関係ないし支配従属の関係がある契約である

ことを認めている。AV 女優とプロダクション側との契約は、形式上、女優の側がプロダク

ションにマネジメントを依頼するという形式を取るのだが（これは職業安定法や労働派遣

法などの法律による規制を回避するため）、実際には女優はプロダクション側に雇われ、そ

の指示のもとに撮影を行なう従属的な存在であることが、実態に即して判断されたわけで

ある。 

 第２に、このことにもとづいて判決は、契約上の規定（違約金の発生、撮影に応じなか

った場合の損害賠償義務など）にかかわらず、「やむを得ない事由」がある場合には、ただ

ちに契約の解除をすることができるものとの判断を下している。つまり、解除する「やむ

を得ない事由」があるかぎり、それを正式に申し出さえすれば、違約金など支払う必要は

なく、解除は可能になるのである。重要なのは、何が「やむを得ない事由」に当たるのか、

である。ここにおいて判決が示した論理はきわめて重要である。判決は、「アダルトビデオ

への出演は、原告が指定する男性と性行為等をすることを内容とするものであるから、出
．

演者である被告の意に反してこれに従事させることが許されない性質のもの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

といえる」と

述べ、契約に定められている行為の特異性（性的行為）に着目している。その上で判決は、

次のように結論づけている。 

 

 それなのに、原告は、被告の意に反するにもかかわらず、被告のアダルトビデオへの出演

を決定し、被告に対して、第２次契約に基づき、1000 万円という莫大な違約金がかかるこ

とを告げて、アダルトビデオの撮影に従事させようとした。したがって、被告には、このよ

うな原告との間の第２次契約を解除する「やむを得ない事由」があったといえる。 

 

 つまり、「性行為」という仕事の特殊な性質上、これは本人の「意に反して従事させるこ

とが許されない性質」のものであるから、本人の意に反してアダルトビデオの出演を決定

し、違約金を持ち出して撮影に従事させようとしたことをもって、契約を解除する「やむ

を得ない事由」があったと判断しているのである。 

 私たちは以前から「性的人格権」という概念にもとづいて次のように主張してきた。性

的なものは人格の核心をなすものであり、一般の労働よりも強く保護されなければならず、

通常の労働よりもはるかに本人の拒否権が尊重されなければならない、と（『証言・現代の

性暴力とポルノ被害』東京都社会福祉協議会、2010 年、51～52 頁）。セックスを単なる労
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働とみなすセックスワーク論では導けない論理を私たちは以前から展開していたわけだが、

判決は事実上、この論理を採用したわけである。 

 判決の画期的な点として私たちが指摘した以上の２点のうち、１つ目の論理は、女優と

プロダクションとの契約を雇用類似契約とみなすものであるから、おそらくセックスワー

ク論にもとづいても導けるだろう。だが、２つ目の論理はセックスワーク論では導けない

と思われる。なぜなら、それは性行為を労働一般と明確に区別してより強い保護を認める

論理だからである。私たちは、出演者の人権保護につながるかぎりで、労働の論理も採用

するが、労働の論理だけでは出演者の尊厳は保護しきれないと考えており、それを超えた

論理、すなわち性的人格権という論理を採用する必要があると考えている。判決は事実上、

この立場に立つものである。 

 

  典型的に見られるパターン 

 この事件は、多くの出演強要事件の典型的なパターンを踏襲している。未成年の時点で

タレントになれるという美辞麗句で契約させ、成年になった時点でアダルトビデオの撮影

に持ち込んでいること。毎年たくさんの AV が発売されているから絶対に周囲にばれないと

言いくるめていること（実際には周囲にばれる場合は非常に多い）。AV はいいことだ、立

派な仕事だという洗脳。拒否したら、多額の違約金を持ち出したり、親にばらすという脅

し文句を用いていること。口のうまい業界の人間複数がよってたかってまだ 20 歳前後の若

い女性１人を取り囲んで、おだてたり脅したりして、相手が根負けして契約書にサインす

るまで延々と「説得」を続けること。本人の知らぬ間に何本ものビデオ撮影の契約を結ん

でいること、等々。これらはいずれも典型的なパターンなのであって、けっしてごく一部

の悪徳プロダクションによる特異な事例ではない。 

 もちろん、本人が積極的に AV 女優になることを望んでいる場合には、このような手練手

管を用いる必要は最初からないのだから、そういう人々が強要や脅しを体験することなど

ないのは当然である。そういう自ら望んで AV 女優になった人々の経験や主観を根拠に、被

害の存在を否定したり、そうした被害の広範な存在の可能性を否定するのはナンセンスで

ある。 

 実際、PAPS やライトハウス（人身売買に取り組む NGO）への被害相談には、この事件

で見られた手口の一部ないし全部が形を変えて繰り返されている事例が多数存在する。次

から次へと新しい「女優」をデビューさせ続けなければ生き残れないこの業界において（毎

年 500 人が新たに新人としてデビューしていると言われている）、本人が積極的に望んでい

る場合のみアダルトビデオに出演させているというような言い分を誰が信じるだろうか？ 

実際、約 30 年間、AV 制作に携わり業界トップの１人とされる男性人物も、新聞の取材に

答えて次のように証言している（『産経』2016 年 3 月 14 日）。 

 

ＡＶメーカー各社は利益を確保するため、新作を増やし、次々と新人をデビューさせな

いといけない。さらに「誰もやったことのない過激さ」がユーザーから求められる。そう

した中で、女性をだまして出演させたり、やり過ぎとも思える性行為が行われたりしてい

る。ギャラを女優に渡さないなど目に余る行為もあるようだ。…… 

女優はプロダクションが制作メーカーに派遣する。“出演の合意がある”という建前なの

で、メーカー側は女優とトラブルが起きても「プロダクションと話し合って」と責任を取

らない。プロダクション側も「出演契約を結んでいる」と強弁する。出演の発覚を恐れて

訴え出ることもできず、結局は女性たちが泣き寝入りすることになる。 

 

 「業界全体が悪いと思われたくない」として弁護士ドットコムのインタビューに応じた
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ある現役の AV 女優でさえ、「何もかも終わったあと『やっぱりイヤだった』っていう子は、

たまにいますね。あと、途中から自己嫌悪に陥ってしまう子とかも」（「弁護士ドットコム・

ニュース」2016 年 3 月 11 日）と証言している。また、「今回の報告書には、人気が落ちれ

ば激しいプレイを求められていくということが記されています。そういうことはあります

か？」という質問に対しては、「それはありますね。たとえば、『中出し解禁』とか『アナ

ル解禁』とかが増えていきます。同じことばかりやっていると飽きられていくし、どんど

ん若くて可愛い子が出てくるから、新しいことに挑戦していかないといけない」と答えて

いる。業界全体を擁護するためのインタビューであったのだが、はからずもこの業界全体

に蔓延する問題の一端が暴露されたと言えるだろう。 

 

  巨大な反響 

 Ａさんの事件を担当した伊藤和子弁護士はこの AV 強要事件を引き受けた時とプロダク

ション側が民事訴訟を起こした時の２回にわたって、Yahoo ブログ記事でこの事件と AV 被

害の問題を訴え（2014 年）、また裁判で被告側が勝利した時（2015 年）も、この裁判の画

期的意義を明らかにするとともに、改めて AV 被害の深刻さを訴えた。これらのブログ記事

は何百もツィートされ、またフェイスブックでも大量にシェアされた。そのおかげで、私

たちが 10 年以上かけて訴えてもほとんど反響の得られなかったポルノ被害、AV 被害の問

題が、一気に世間に知られるようになった。多くのマスメディアに取り上げられ（その一

部は資料として本号に掲載）、PAPS やライトハウスに新聞社や雑誌、テレビからの取材が

殺到した。また、被害相談自体も一気に増大し、相談件数は 2012 年に１件、2013 年に１

件であったのが、2014 年には 32 件、2015 年には 81 件へと急増した（この傾向は 2016 年

になっても続いている）。 

 伊藤弁護士が事務局長をしている国際人権 NGO 団体ヒューマンライツ・ナウ（HRN）

は、AV 被害の相談の主たる窓口になっている PAPS やライトハウスなどの相談支援団体へ

の調査にもとづいて、2016 年 3 月 3 日に 40 ページにも及ぶ AV 被害の調査報告書（URL

は、http://hrn.or.jp/news/6600/）を発表し、これらの団体代表と共同で記者会見を行なっ

た。この報告書と記者会見も大きな衝撃を世間に与え、Ａさんの裁判勝利の時よりもさら

に大きな規模でマスコミで取り上げられ、ツィッターなどのネットでも取り上げられるよ

うになった。そして、先ほど見たように、業界側の人々もいっせいに反発や反撃を開始し

たのも、この記者会見報道がきっかけだった。 

 また一般のマスコミだけでなく、人権問題にまじめに取り組んでいるメディアからも大

きな注目を浴びた。とりわけ、『賃金と社会保障』という雑誌はその 2016 年 1 月合併号

（1649-1650 号）において、「AV ポルノ被害」という表題で 30 頁にもわたる大特集を組ん

だ。また、今年の 3 月 11 日には国会質問においても、共産党の議員がこの AV 被害の問題

を取り上げ、政府の対策を求めた。国連女性差別撤廃委員会（CEDAW）への日本側の NGO

レポートにもこの AV 被害の問題が入れられた。 

 この問題に対する取り組みはまだ始まったばかりであり、今後も多くの紆余曲折やバッ

クラッシュがあるだろう。また、いったん流通してしまった作品の回収がきわめて困難で

あるなど、いまだ未解決の課題は多い。しかし、けっしてこの歩みが後戻りすることはな

いだろう。ポルノ被害は、レイプ、売買春や人身売買、ドメスティック・バイオレンスや

セクシュアル・ハラスメントなどとともに、「女性に対する暴力」の一形態として、女性を

構造的に従属させる制度的差別の一様態として、フェミニズムの運動の中でも、社会全体

の中でも、政治や国会の中でも、そして国際的にも認識されるようになるだろう。 
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【資料１】AV 違約金訴訟・意に反して出演する義務ないとし請求棄却。被害から逃れ

る。被害をなくすため今必要なこと 

 

伊藤和子 | 弁護士、国際人権 NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長 

2015 年 10 月 1 日  

 

■ 違約金の請求を認めず 

 2014 年、アダルトビデオの出演を拒絶した

女性が、所属プロダクションから金 2400 万円

以上の違約金を請求される事件（原告・プロ

ダクション、被告・女性 当職は被告代理人）

が東京地方裁判所に提訴された。 

 私はこの女性が出演強要されて窮地に陥っ

ている際から代理人として関わり、プロダク

ションからの訴訟に応訴し、法廷で AV 強要

の実態などを訴えてきた。 

 この件は、ここ Yahoo 個人でも「AV 出演

を強要される被害が続出―女子大生が続々食

い物になっています。安易に勧誘にのらず早

めに相談を」「被害続く・AV 出演を断った 20

歳の女性に芸能プロダクションが 2460 万円

の違約金支払いを求め提訴」と２回にわたり

問題提起させていただいた。 

 本件について、今年 9 月 9 日に、原告・プ

ロダクションの請求を棄却する判決が出され

た。判決は、原告が控訴しなかったため、9

月 25 日に確定した。被害者は心から喜んでい

る。ネットでこの被害や裁判を知り、大きく

関心を持っていただいた方々には本当に感謝

したい。 

■ 事案の概要 

改めて説明するとこの事件では、以下のよう

な AV 強要被害が発生した。 

１、女性は、高校生当時、地元の駅の改札

前でスカウトされ、原告のプロダクションに

タレントとして所属することになった。当時、

女性は普通のタレントだと信じ、水着程度の

ことはあるとしても、わいせつなことは想定

していなかった。 

２、しばらくしてプロダクションは、女性

のマネジメント業務をブロダクションに委託

する「営業委託契約」に署名捺印させた。そ

こには女性がマネジメント業務に協力しない

場合違約金が発生すると書かれていた。契約

書の内容は難しくて未成年の女性には理解で

きなかったが、プロダクションからろくな説

明もなく親権者の同意もないまま、女性はサ

イン、最後まで契約書のコピーももらえなか

った。 

３、その後、女性が従事させられたタレン

ト活動は、わいせつなものに終始した。プロ

ダクションは製造会社との間で、女性に無断

で仕事を入れてしまい、女性に選択の余地は

なかった。女性は深く悩み、タレント活動を

辞めたいと申し出たが、プロダクションの人

間から、「契約した以上従う義務がある」「辞

めれば 100 万円の違約金が発生する」「撮影

に来なければ親に連絡する」等と脅され、さ

らに出演を強要された。ちなみに、未成年時

はすべての報酬はプロダクションがとり、本

人には一円も支払わずに性的搾取した。 

４、女性が 20 歳になった後、プロダクショ

ンは、女性に一言の相談もなく、アダルトビ

デオへの出演を決定。 
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女性はこの時も、何度となくやめてほしい

と述べたものの、指示に従わなければ違約金

を支払うしかないと脅され、１本の AV 撮影

を強要された。撮影には詳細なシナリオはな

く、現実には、衆人環視のもとで有無を言わ

さずに性行為を強要する性暴力である。周囲

をスタッフに囲まれ、全裸であるため、嫌で

も逃げ出すことができなかった。女性は、こ

の撮影の１日目が終わった直後に２回目の契

約書への署名捺印をさせられた。アダルトビ

デオの１本目の撮影はその後も続き、女性は

膣に激痛を覚え、現場でそのことを訴えたが、

何らの配慮もされず、撮影は強行された。 

５、女性はこの撮影後、アダルトビデオは

やめさせてほしい、と頼んだが、プロダクシ

ョンは既にあと９本のアダルトビデオの撮影

が決まっている、と告げ、「違約金は 1000 万

円にのぼる」「９本撮影しないとやめられな

い」と脅迫した。女性は体調を崩し、「死にた

い」と思い詰め、民間の支援団体に相談に駆

け込み、そのアドバイスにより、契約を解除

すると通告した。これに対し、プロダクショ

ンは脅したり実力を使い、さらに強要しよう

としたが、強要できないとわかると、金 2400

万円以上の違約金を求め、提訴した。 

■ 原告＝プロダクションは何を求めてきた

のか 

原告が求めてきた金額は、2460 万円。その

根拠は 

１）被告が拒絶した９作品について、１作品

220 万円の本来得られたであろう利益  

合計 1980 万円 

※プロダクションは制作会社との間で１作品

300 万円で女性を出演させる契約を、女性に無

断で締結、そのうち、80 万円だけを女性にわた

し、残りの 220 万円は自分が取るともくろんで

いたという。女性の拒絶により、その利益が得

られなくなったとして請求。 

２）撮影キャンセルに伴う損害  80 万円 

３）売り込みのために要した経費 400 万円 

明らかに無茶苦茶な請求であるが、こうい

うことをするのはレアケースではない。法外

な違約金を請求されて支払っている被害者も

いるし、「こんなに支払えない」と怯えて、ア

ダルト出演しか選択肢がないと考え、出演を

続ける女性もいる。若い女性が法的に知識が

乏しく、周囲にも相談できない弱みにつけ込

んでいるのだ。 

元女優の穂花さんも自分の AV 出演の経緯

として、勝手に仕事を入れられ、嫌だと言う

と高額な違約金をつきつけられたと明らかに

している。違約金は、AV 強要の手段としてず

っと横行してきたようだ。 

ちなみにプロダクションの代理人は宮本智

弁護士（第二東京弁護士会）。弁護士法１条「基

本的人権擁護と社会正義の実現」を使命とす

る弁護士として、果たしてこのような請求・

提訴は弁護士としてどうなのか、個人的には

疑問である。 

■ 裁判所の判断のポイント 

以上の事実関係を前提に、東京地方裁判所

は以下のとおり判決した。短い判決であるが、

重要ポイントは以下のとおりである。 

１、雇用類似の契約 

判決は、女性がどんな作品に出演するかは、

女性の意思に関わらずプロダクションが決定

してきたこと、女性が若年なのに、ブロダク

ションは多数の AV 女優をマネジメントして
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きたと考えられることなどをあげ、これらの

実情に照らすと、本件契約はいずれも、 

原告が所属タレントないし所属AV女優として被

告を抱え、原告の指示のもとに原告が決めたア

ダルトビデオ等に出演させることを内容とする

雇用類似の契約であった。 

としたのである。 

※ 雇用契約となると民法の雇用および労働関

係の法律が適用され、契約については、「やむを

得ない事由」（民法 628 条）があれば即時解除す

ることができることになる。 

２、出演の強制は許されない 

次に、判決はアダルトビデオ出演という業

務について以下のとおり判断した。 

アダルトビデオへの出演は、原告が指定する

男性と性行為等をすることを内容とするもので

あるから、出演者である被告の意に反してこれ

に従事させることが許されない性質のものとい

える。 

これは当然と言えば当然のことであるが、

改めて判決でこのように言い切った事例はや

はり画期的である。 

３、意に反する以上、女性側から即時解除が

可能 

そして判決は、 

原告は、被告の意に反するにもかかわらず、被

告のアダルトビデオへの出演を決定し、被告に

対し、第２次契約に基づき、金 1000 万円という

莫大な違約金がかかることを告げて、アダルト

ビデオの撮影に従事させようとした。したがっ

て、被告には、このような原告との間の第 2次

契約を解除する『やむを得ない事由』があった

といえる。 

とする。実際女性は契約解除を通告したので、

それ以降、いかなる債務も負わないので、い

かなる債務不履行による賠償義務も女性には

ない、と判断したのである。 

■ 意に反して AV に出演させることは許さ

れない 

当然と言えば当然であるが、判決では、性

行為を内容とする業務は本人の意に反して従

事させることはできない、と明確に述べてい

る。 

これからはもう、契約書をたてに、本人の

意に反して、AV 出演を強制することは許され

ない。場合によっては強要罪などの犯罪にも

なるということをプロダクションは肝に銘じ

るべきだ。そして、悩んでいる女性たちには、

嫌ならいつでも、できるだけ早く、契約を解

除してほしい。 

マネージャーとのやりとりを Line（ライ

ン）でしている場合、Line に「AV はいやで

す。やりたくありません」と書いて送れば、

「本人の意に反していた」ことの証明になる。

簡単にできる。そして、事務所のホームペー

ジで住所を調べて FAX や郵送で解除の意思

表示をすれば、翌日から撮影現場に行く必要

はない。 

今回の女性は解除した後も実力で強要され

そうになっており、業者が裏社会と関係があ

る場合もあるので、今回のように経験のある

相談機関に相談し、弁護士にも入ってもらう

ほうが安全だ。しかし、相談機関にいかなく

ても、とにかく逃げて、Line などでもいいの

ですぐに「解除します」と連絡したほうがい

い。 

一度出演強要されてしまったビデオをすべ

て回収させるのはそんなに簡単ではないので、
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とにかく撮影現場にいかず、契約解除するこ

とである。これまでいやいや何度も出演して

しまったという人、最初は OK したけれども

次第にひどい内容の物にエスカレートしてし

まい、もう耐えられない、という人も解除で

きる。 

意に反して屈辱的な性行為を衆人環視で行

わされ、それが広く流通する、そんなことは

本来許されてよいはずはないのであり、是非

勇気を出して抜け出してほしい。 

■ これからの被害救済に向けて 

今回のニュースに接した人から、「会社を

訴えて損害賠償請求すべき」「プロダクショ

ン名を公表すべき」「刑事事件で立件すべき」

というご意見をいただいている。私もそう思

う。 

しかし、本人は、自ら法的手段をとること

やプロダクション名等を公表することで、自

分のプライバシーが侵害されることをとても

心配している。私たちも本人のプライバシー

が侵害され、再び傷つけられる（セカンド・

レイプ）ことがないよう、注意をして訴訟を

行ってきたし、今回の訴訟については記録全

部の閲覧謄写制限を裁判所が判断してくれて

いる。 

プロダクション名を公開するリスクは大き

いし、本人としては「もう思い出したくない、

そっとしてほしい」という想いである。ひと

たび性行為等の映像が流通してしまった女性

の恐怖や屈辱は、経験した者でなければわか

らないであろう。 

ただ、今後の同種事案では、警察には取り

締まり強化を進めてほしいし、被害救済や再

発防止に向けた取り組みが必要だ。 

現在、芸能プロダクションには監督官庁が

ないため、違法行為が野放しになっているが、

こうした状況は一刻も早く是正されるべきだ。 

・労働者としての保護 

まず、本件のような形態の AV 女優とブロ

ダクションの関係が雇用類似、としたことは

大きい。女性は労働法規によって守られなけ

ればならず、労働者として保護されることに

なるからだ。労基署はプロダクションに対し、

きちんとした監視の目を光らせてほしい。暴

力的な撮影で負傷したり PTSD を発症してい

る女性も少なくなく、労災としての対応も必

要だ。 

・刑事処罰 

これまで裁判例で、AV への出演は、職業安

定法及び労働者派遣法上の「公衆道徳上有害

な業務」に該当するとされ、「募集」（職業安

定法第 63 条第 2 号）及び「派遣」（労働者派

遣法第 58 条）行為は、処罰の対象となってい

る（最近の職業安定法の有罪事例 ・平成 8

年 11 月 26 日東京地判（判例タイムズ 942 号

261 頁）、労働者派遣法の有罪事例・平成 6 年

3 月 7 日東京地裁判決（判例時報 1530 号、144

頁）。 

つまり、女性をプロダクションが AV 女優に

積極的に勧誘したり、制作会社に派遣するこ

と自体が刑事罰の対象なのだ。 

プロダクションはいま、こうした判例を受

けて、雇用契約としての実態をカムフラージ

ュするために、本件のように「委託契約」と

か、よくわからない「芸能契約」「モデル契約」

などに契約形態を変更して刑事罰を逃れよう

としている。 

しかし、雇用類似の実態があり、女優を指
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揮監督下においているケースにおいては、今

回の判例と同様、実質的に判断して、刑事罰

で摘発を進めるべきだ。 

また、意に反する撮影を強要したり、本人

がやめてほしいと言っても撮影を継続したり、

さらには意に反する性行為を強要したり、暴

力行為を行った場合は、強要罪、監禁罪、強

姦罪、暴行・傷害などの罪で厳正に対処して

ほしい。 

今回のケースでは、女性が警察に救いを求

めたところ、警察が業者との間に入ったもの

の、「あと２本出演してはどうか」などと警察

官自らが持ちかけてきた。警察はあくまで力

づくで強要しようとするプロダクションを強

要罪で逮捕するなどの厳正な対処をすべきで

あった。このような対応は今後到底許されな

い。 

■ 法規制が必要 

AV 被害は、法的知識に乏しい若い女性を、

圧倒的な力関係の差のもと、囲いこみ、意に

反する性行為を強要するという重大な人権侵

害である。 

見知らぬ人間との度重なる屈辱的な性行為

を強要され、逃げ出すことは許されず、その

一部始終が撮影され、著作権はメーカーに握

られ、一生涯その映像がインターネット等を

通じてどこまでも拡散し、誰にでも見られる

のである。途中でやめたいと思っても、それ

までの出演を誰にも相談できず、女性たちは

追い詰められていく。 

莫大な違約金を支払わない限りやめること

もできず、出演を強要される、まさに債務奴

隷的な性的搾取の形態である。こうした被害

の陰で莫大な利益を手にする人たちがいるの

だ。 

AV 女優のなかには、自分の意思で出演し、

稼いでいる人もいるであろう。しかし、本件

のような強要の事例は、被害者に仮に迂闊な

点があったとしても、若年層をターゲットと

したキャッチセールス等の消費者被害よりも、

密室で行われるレイプ被害よりも、個人によ

って性的映像がばらまかれるリベンジポルノ

よりも、甚大な被害をともなう重大な人権侵

害だと思う。 

AV 強要の手段のひとつが莫大な違約金に

よる脅しであったが、これについては認めら

れないことが明らかになった意義は大きい。 

しかし、違約金以外にも、「親にばらす」な

どの脅迫や、自宅に押し掛けて監禁したりし

て強要したり、違約金を払わないなら販売を

開始するという脅しはこれからもありうるだ

ろう。 

意に反する出演でもいったん流通に乗せら

れると、削除することはとても難しい。裁判

所が事前差し止めを認める事例は極めて少な

く、メーカーが弁護士介入により販売をやめ

るケースも多いとは言えない。販売差し止め

が認められずに、将来に絶望して、自殺した

女性もいる。 

契約の適正化や解除に関する明確な定めを

置き、意に反する場合、販売差し止め・回収

ができるようにし、監督官庁の設置や罰則も

含めた法規制をし、今後の被害根絶をはかる

べきだ。 

既に消費者被害には消費者契約法、リベン

ジポルノには規制法があり、児童ポルノには

児童ポルノ法があるが、AV に関しても規制立

法の制定を望みたい。 

意に反するビデオに関しては、裁判所が迅

速に事前差し止めを命ずるよう、抜本的に認
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識を改めてもらいたい。 

AV は、プロダクションのほか、いくつかの

主要な製造メーカー、DMM、アマゾンも含む

流通、レンタル、インターネット・サイトな

ど、様々な影響力の大きな企業が関わる一大

産業となっている。 

女性の人権を侵害する業務実態を知りつつ

これを放置したまま関与を続け、利益を得る

ことは、企業の社会的責任に明らかに反する。

AV 強要に関与しないための業界ごとのルー

ルや、企業ごとの人権指針の策定・救済方法

の確立などの取り組みが進められていくべき

だ。 

多くの方にこれからの規制の動き、行政や関

連企業の取り組みにも引き続き関心を持ってい

ただけると嬉しい。（了） 

【出典】

http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20

151001-00049989/ 

 

【資料２】AV 出演強要の実態（インタビュー） 

弁護士ドットコム・ニュース 2015 年 11 月 08 日 

 

 アダルトビデオの出演を断った 20 代の女

性が、所属していた芸能プロダクションから

2460 万円もの違約金を請求された裁判で、東

京地裁は 9 月上旬、プロダクション側の請求

を棄却する判決を言い渡した。 

 女性は高校生のころにプロダクションと契

約。成人後、アダルトビデオに出演させられ

るようになった。女性は「やめたい」と申し

出たが、プロダクションから「違約金が発生

する」などと脅されるなどして、出演を強制

されていたという。 

 今回の判決で裁判所は、女性の意思に反し

て AV 出演契約が結ばれていたと認定した。

女性を支援した団体「ポルノ被害と性暴力を

考える会」（PAPS／https://paps-jp.org）によ

ると、同様に「自分の意思に反してアダルト

ビデオに出演させられた」という女性の相談

が年々増えているのだそうだ。 

 そのような女性はなぜ、自ら望んでいない

にもかかわらず、AV に出演させられているの

か。そのカラクリはどうなっているのか。

PAPS で相談員として活動している金尻カズ

ナさんと田口道子さんに「被害」の実態を聞

いた。（取材・構成／山下真史） 

 

 

●「大学生」くらいの年齢が狙われやすい 

 

――「本人の意に反してアダルトビデオに出

演させられた」ということですが、彼女たち

がアダルトビデオ業界に入ったきっかけはど

ういうものなのでしょうか？ 

 

金尻カズナ（以下、金尻）：駅前などでスカウ

トマンから「モデルになりませんか？」と声

をかけられるケースが多いです。インターネ

ットの高収入アルバイトの求人広告がきっか

けだったという人もいます。「ガールズバー」

の求人に応募すると、実際はAVだったり…。

表向きは「パーツモデル」や「コスプレモデ

ル」といった求人がされていることもありま

す。 

 

――どういう人が「被害」にあうのでしょう

か？ 

 

金尻：大学生くらいの年齢の人が多いと思い

ます。「なんとか自立しなきゃ」と思っている

ところにつけこまれている印象です。また女

性だけでなく、男性の被害者もいます。「メン
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ズモデルになりませんか？」と声をかけられ

て付いていくと、いわゆる「売り専ビデオ」

に出演させられたというケースもありました。 

 

●「セックス未経験です」と断ろうとして

も、言葉巧みにかわされる 

 

――スカウトマンに声をかけられたあと、ど

うなるのでしょうか？ 

 

金尻：スカウト会社から斡旋されて、プロダ

クションと契約することになります。その際、

女性たちも最初は「やりたくありません」「親

や友だちに知られるのが嫌です」と断ろうと

します。 

だけど、プロダクション側が「大丈夫。年

間 10 万本も作られているから、君なんて星く

ずにしか過ぎない」と言いくるめる。女性が

「性的なことが嫌いです」といっても、「この

仕事は割りきらないとできないから、そうい

う人のほうがいい」といわれる。「セックス未

経験です」といっても、「良かったね。プロと

できるなんて」と返してくる。 

めちゃくちゃな論理ですが、断る理由が一

つひとつ、はがされていきます。そして、最

終的に「断る理由」がなくなってしまいます。

ほかにも、「契約書にサインするまでは帰さ

ない」といわれ、実質的な監禁状態にされた

ケースがありました。 

田口道子（以下、田口）：つまり、「オレオレ

詐欺」と同じように「だましの構造」ができ

あがっています。「オレオレ詐欺」の場合は

「お金」が狙われますが、若い女性の場合は

「性」が狙われます。AV はずっと未来まで販

売され続けます。 

 

――プロダクションと契約したあとは、どう

なるのでしょうか？ 

 

金尻：プロダクションのスタッフと女性がメ

ーカー回りをします。「デビューもの」だと、

どこも欲しがるので、すぐに出演が決まりま

す。 

田口：その際、メーカーとも契約します。こ

れだけの契約であれば、女性はきちんと重要

事項の説明を受けないといけませんが、実際

はきちんと説明されないまま契約してしまい

ます。契約書もあるから、「まともな会社だ」

「やめたいときはやめれる」と思ってしまい

ます。 

金尻：また、女性には「穏便に済ませたい」

という感情も働きます。ここで「ノー」と言

ったら、なにをされるかわからない。あとで、

怒られるかもしれないし、キレられるかもし

れない。だから、その場は「がんばります」

と言ってしまう。PAPS に寄せられる相談の

うち、特に「デビューもの」はそうやって作

られています。 

 

●「性行為」は究極のプライバシー 

 

――素朴な疑問なのですが、「身バレ」はして

しまうものなんでしょうか？ 

 

田口：ほぼします。寄せられた相談では、身

バレしなかったという方はほとんどありませ

ん。 

金尻：メーカーは「ジャケットの顔写真は修

正するからバレナイ」といいますが、ほとん

ど行われません。女性には修正を求める権利

はほぼありません。必死に訴えれば、いろい

ろ修正がかかる場合もあります。しかし、光

で飛ばし（光を強く照射して顔の特徴がわか

らなくすること）ても、映像中の顔や体形を

修正することは不可能でしょう。 

また、インターネット上の通販サイトでは、

新作AVが無料でダイジェスト配信されます。

そのため、販売された数日後に、高校の同級

生や友だちに知られるケースが多くあります。 

田口：女性にとって怖いのは、それが 1 回だ

けで終わらず、ずっと永遠に続くということ

です。 

 

――彼女たちがおそれているのは「身バレ」

だけですか？ 

 

田口：身バレだけでなく、出演したこと自体

を後悔していることが多いです。 

金尻：「性行為」は究極のプライバシーです。

それを合法的に販売されて、知らない人たち
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に見られてしまう。インターネットの場合、

モザイクなしの「無修正」もあります。 

被害にあった女性からは、毎日のように「死

にたい・消えてしまいたい」という内容のメ

ールが届きます。たとえば数十本の作品に出

演した女性のケースでは、もう AV 業界をや

めたにもかかわらず、「顔射」シリーズや「パ

ンスト」シリーズのように、編集を変えた作

品が毎月のように発売されています。しかも、

それで報酬が支払われることはありません。 

 

――１本あたりのギャラはいくらでしょう

か？ 

 

金尻：ある相談者のケースでは、メーカーか

らプロダクションに１本あたり 300 万円が支

払われていました。ところが、そこで中抜き

されて、本人には 35 万円ほどしか支払われて

いませんでした。 

私たちはメーカーやプロダクションの人と

交渉する場合がありますが、そこで働いてい

る人たちは本当に普通の大卒会社員の男性で

す。そういう人たちのビジネスの対象が、女

性の「性」になっています。 

2012 年から現在まで私たちに寄せられた

相談は 95 件です。ここまでヒドイとは思って

いませんでいた。今回の裁判の女性と同じよ

うに、過酷な目にあっている人がたくさんい

ます。ほとんどが泣き寝入りしたり、不利な

和解をさせられたり…、なかには自殺された

人もおられます。 

 

●「覚悟」は「諦める」を美化した言葉 

 

――これまで、無理やりアダルトビデオに出

演させられるというケースが、なぜ可視化さ

れなかったのでしょうか？ 

 

金尻：いろんな団体に話を聞いたところによ

れば、少なからず相談はあったようです。し

かし、警察や弁護士につないだあとで、支援

が途切れていることがほとんどでした。契約

書によって、あたかも女性が出演を合意した

かのように装われてしまうので、被害として

認知されていなかったという側面もあります。 

田口：たくさんの相談を受けて、そういう実

態がようやく私たちに見えてきたところです。 

金尻：プロダクションやメーカーの多くは一

見、まともな企業です。たとえば、年商 100

億の企業もあります。そういった大企業から

訴えられると、そこの弁護士から通知状が届

きます。事前に私たちが対策を講じなければ、

通知状の送達先は実家になります。しかし、

家族には知られたくないという力が働き、被

害を訴える力が奪われてしまいます。 

田口：性行為は「究極のプライバシー」だか

ら、みなさん知られたくないと思います。相

談できる人もいますけど、ほとんどは親や友

だちに知られたくないと考えるでしょう。 

金尻：警察に相談に行っても、たいていは「両

親と一緒に来てください」といわれてしまい

ます。成人であってもそうです。 

 

――やはり、家族には知られたくないわけで

すね。 

 

金尻：撮影の際には、事前に身分証のコピー

がとられますので、学校の名前や実家の住所

が知られてしまいます。だから、逃げたくて

も逃げられない。プロダクションやメーカー

からは「覚悟」を求められます。その覚悟と

いうのは、この業界でしか生きていけない「覚

悟」です。しかし、それは「諦める」を美化

した言葉です。結局、諦めざるをえなくなっ

て、出演を余儀なくされています。 

田口：よくいわれるのは、「これは仕事だよ」

という言葉です。「仕事なんだから、ちゃんと

やんなきゃね」と。仕事はちゃんとやらない

といけないものだと思っているから、たとえ

大泣きしながらでも、「やらなくちゃ」と思っ

てしまいます。 

金尻：「仕事だ」といわれてしまうと、被害だ

という認知がしづらくなる力が働きます。つ

まり、それ以上言い返せなくなります。 

 

●「カルト宗教」に近い状況が生まれてい

る 

 

――アダルトビデオに強制出演させられたと

いう女性たちに、相談相手はいるのでしょう
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か？ 

 

田口：家族や友だちにいえず、相談相手がほ

とんどいない状況です。プロダクションから

の情報は一方的で、悩みを打ち明ける相手は

マネジャーしかいません。そのマネジャーか

らは「これは仕事なんだから」といわれます。

そうしたら、女性たちはなかなか「ノー」と

いえなくなります。 

金尻：私たちの支援までたどり着くのは、本

当に「氷山の一角」だと思います。私たちは

「デビューもの」がリリースされるたびに、

とても悲しくなります。 

 

――アダルトビデオそのものが「悪いもの」

なのでしょうか？ 

 

金尻：よく勘違いされますが、私たちは「ア

ダルトビデオ」そのものを否定したいわけで

はありません。ただ被害をなくしたいだけで

す。 

多くの女性たちが沈黙を余儀なくされてい

る実態があります。とくに AV 女優の方は業

界の「批判言論」が許されていません。ある

女優の方の場合、常にツイッターが監視され

ていて、ブログも必ずマネージャーのチェッ

クが入っています。 

私たちの相談者の中にも、ある現役の有名

女優の方がいます。彼女はブログで「エッチ

大好き」という主旨のことをつづっています。

しかし、私たちへのメールや電話では「死に

たい。死にたい。死にたい」という内容の相

談がきます。 

 

――「女優たちは AV に出たくて出ている」

と思っている人も多いと思います。 

 

金尻：私たちの知っている現実では、彼女た

ちは、実際には身バレしているので、たとえ

辞めたくてもこの業界以外の就職先がないよ

うな状況です。だから、「もはや、この業界で

しか生きていけない。だったら稼げるうちに

お金を貯めてさっと引こう」と発想します。 

また、プロダクションが用意したマンション

の部屋に引っ越しさせられて、借金を背負わ

されることもあります。とても高額なマンシ

ョンなので、敷金・礼金が 100 万円くらいか

かる。それをプロダクションが前払いして、

初回の出演契約をさせています。つまり、債

務奴隷です。 

また、ある相談者は「あれはカルト宗教だ

った」と回想していました。たしかにカルト

宗教に近い問題があります。それは、甘い言

葉で勧誘し、まるで家族のように親しく接近

し、居住の自由を奪う。家族や社会から孤立

させる。「相談役」もいる。断ったり指示に従

わなければ「違約金を支払え」と恐怖をあお

る。そうやって、女性たちに考えないように

させ、抜け出せないようにさせています。 

 

●「絶対に相談者を責めたりしない」 

 

――相談にやってくる女性たちの心境はどの

ようなものでしょうか？ 

 

金尻：彼女たちは「性行為」という究極のプ

ライバシーを侵害され続けていますから、自

己を維持するだけでも精一杯です。なかには、

自ら命を絶った人もいました。 

 

――相談の流れはどうなっているんでしょう

か？ 

 

金尻：まず、メールで連絡をもらったあと、

東京都内であれば、すぐに面談をおこないま

す。緊急度によりますが、場合によっては、

メールの翌日に直接会うこともあります。 

田口：その際、私たちは必ず２人１組のチー

ムをつくります。大事なのは、「相談者本人が

何をしてほしいと思っているのか」というこ

とです。たとえば、AV の出演情報をネットか

ら「削除してほしい」だけなのか。あるいは、

「怒り」を感じている場合もあります。弁護

士費用の問題も出てきます。 

彼女たちに情報提供するなかで、本人にど

うするのかを決めてもらいます。こちらが解

決方法を提案するのではなく、あくまで「本

人が何を望まれているのか」を明らかにして

いくスタンスです。 
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――面談のときに気をつけていることは何で

しょうか？ 

 

田口：相談者に対して常に寄り添い、決して

「お説教をしない」ようしています。 

金尻：絶対に彼女たちを責めません。たとえ

ば、「また出演してしまいました」という相談

もあります。そんなときも決して責めたりし

ません。とにかく寄り添いながら、どうした

いのかを整理する手伝いをします。 

田口：何度も何度も面談にお越しにならない

方もいました。そういうときは「今はそうい

う状態なんだ」と考えています。そうすれば、

本人を責める必要はありません。本人が決め

ていくなかで、少しずつ自信や「生きる力」

を取り戻してもらいたいと願っています。 

こうした相談の特徴は、細い糸でつながっ

ていることです。いつでも連絡が途切れてし

まうことが想定されます。だから、初動が大

事です。明け方にメールが送られてきたら、

すぐに返事します。その後の支援にかかわっ

てきます。「9 時～5 時」の仕事の感覚でやっ

ていたら、できません。 

金尻：また「15 分の壁」というのがあります。

「15 分以内」にメールに返信しないと、二度

と連絡がこないということです。 

田口：女性たちは思いつめてアクセスしてき

ます。何の反応もないと、「やっぱり変な団体

だったんだ」で終わってしまいます。すぐに

返事することで、やっと前に進みます。 

金尻：ネット上には、「自己責任でしょ」とい

う言葉があふれかえっています。そんな状況

でたどり着いた細い糸です。私たちはその糸

を大切にしないといけません。 

 

●「被害者を救済する制度をつくりたい」 

 

――「ポルノ被害と性暴力を考える会」

（PAPS）では今後、どのようなアクションを

おこなっていくのでしょうか？ 

 

金尻：この問題は、実は「消費者契約」に似

ていると考えています。つまり、消費者契約

法という法律ができるまでは、消費者と企業

はお互い対等な契約だということになってい

ました。でも、やはり企業のほうが圧倒的に

情報を持っていたので、消費者を守るために

消費者契約法ができました。 

また、長らく続いた「貸金業」の問題では、

「返せないのに借りる側が悪い」という風潮

がありました。しかし、「返せないのに貸す側

が悪い」というふうにブレイクスルーが起き

て、法律が改正されました。私たちも、そん

なブレイクスルーを狙っています。 

 

――つまり、法律制定を求めていくというこ

とですか？ 

 

金尻：最終的には、法律制定を目指していま

す。現状では、この業界には監督官庁が存在

しません。ソープランドやヘルスなどの風俗

であれば、警察（公安委員会）や厚労省が管

轄しているのに、です。 

また、調査・研究もまったくおこなわれて

いません。だから、まず調査・研究をしっか

りしてほしい。そのうえで、被害者を救済す

る制度をつくってほしいんです。 

田口：この問題の実態がようやく可視化され

てきて、どこに課題があるのか、わかってき

たばかりです。今回の判決はメディアで大き

くとりあげられましたが、一時的な話題に留

まっています。これからが正念場だと思いま

す。ブレイクスルーのために、今後も世論を

つくっていく活動をしていきたいと考えてい

ます。 

 

【出典】 

https://www.bengo4.com/other/n_3911/ 

https://www.bengo4.com/other/n_3912/ 
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■講演■ 

男性神話、ポルノグラフィ、性暴力 
（2014 年 5 月 17 日、早稲田大学） 

森田成也 

 

 

【解説】以下の論文は、2014 年 5 月 17 日に開催された VAWW RAC（バウラック）のセミナーで行

なった講演「アダルトビデオの暴力」の記録に、筆者自身が加筆修正を行なったものです。この講演

記録の短縮バージョンは、「ポルノと性暴力被害」というタイトルで、『バウラック通信』第６～８号

（2015 年）に３回にわたって連載されました。 

 

 今日の講演の途中で、『快楽の代償』というドキュメンタリー映画を一部流したいと思っ

ています。監督は台湾出身のアメリカの映像作家で、大学の先生もやっているソンさんと

いう方で、アメリカを中心に映像を通じてさまざまな社会的問題を取り上げておられ、今

回の作品はアメリカのポルノ産業の実態を批判的に取り上げたものです。ソンさんは昨年、

日本にも来られ、私たちの会とも交流しましたが、私たちの方でこの作品に日本語字幕を

つけて、国内で上映会をしました。全部上映すると１時間ぐらいになってしまいますので、

最初の 15 分ばかりを上映したいと思っています。 

 それでは、基本的にレジュメに沿ってお話していきたいと思います。 

 

１、男性神話の二重の側面 

――「イデオロギー」としての男性神話と「現実」としての男性神話―― 

 

 この VAWW RAC（バウラック）のセミナーの企画は、男性神話に対する批判を一つのテ

ーマとして掲げておりますので、最初にそれを切り口にして、ポルノ被害の問題へと話を

進めていきたいと思います。 

 

  「イデオロギー」としての男性神話 

 

 今回の VAWW RAC（バウラック）のチラシに、昨年における橋下大阪市長の発言、すな

わち、戦時中の慰安婦制度を認める発言だとか、沖縄の米軍に風俗施設をもっと活用する

よう言うとか、非常に大きな問題になりましたそうした発言が最初に紹介されています。

しかし、これは個人の発言の問題として矮小化できないのであって、こうした発言が平然

と出てくる背景には、日本社会に蔓延している男性神話があるのではないか、そしてそこ

から日本におけるポルノの野放し状態などの問題が指摘されているわけです。 

 そこで、この「男性神話」を最初の切り口にしたいのですが、私はレジュメの「１」で、

「男性神話の二重の側面」として、「イデオロギーとしての男性神話」と「現実としての男

性神話」の２つがあると書いています。「イデオロギーとしての男性神話」というのは、ま
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さにこのチラシにありますように、「男の性欲は抑えられない」等々といったものですね。

このような言説はまさに、自然主義的なもの、あるいは生物学主義的なニュアンスで広く

語られているわけですけれども、そのかぎりではこれは明らかに「イデオロギー」である

というのは間違いのないところです。 

 よく昔から言われる、「男はオオカミなのよ」というやつですね。もしそれが本当だとし

たら、そのような「オオカミ」を野放しにするのはいかがなものか、という話になるわけ

です（笑）。そうすると、男性はみな生まれた瞬間から檻に入れられて厳重に管理されなけ

ればならない、ということになりかねません。ですから、「男はオオカミだから」云々とい

う言説を振りまく人々は（たいてい男性ですが）、本気でそう思って言っているわけではな

いのです。こういう言説は、自らの行動を正当化するためのイデオロギーにすぎないこと

は明らかです。これらの人々は「人間」としてのあらゆる権利をちゃっかり保持しながら、

なお自分が他者（女性）に対して「野獣」として振舞う特権を求めているわけです。まず

これが第１点目として押さえておくべきことです。 

 

  構築された現実としての「男性神話」 

 

 しかしながら、もしそれが本当に単純なイデオロギーにすぎないとすれば、どうしてこ

れほど日常的に性暴力や性犯罪が起きているのか、あるいは戦争となると慰安婦制度がつ

くられたり、戦場で性暴力が多発するのか、という問題が解けなくなります。そこで２つ

目の「現実としての男性神話」という観点が重要になってきます。「男性は性欲を抑えられ

ない」という言説は、生物学的な意味では嘘ではあるけれども、「構築された現実」として

は半ば真実になっているということを見る必要があります。「半ば真実」であるというのは、

本当に「性欲を抑えられない」わけではないけれども、さまざまな社会的システム（イデ

オロギーを含めて）、あるいはさまざまな習慣や教育、人々の関係性といったものが、男性

を子どものころからそうした方向へと少しずつ教育し、助長し、育成し、あるいは容認し

ており、そうした現実を社会的に構築し、したがってそれを「半ば真実なもの」にしてし

まっている、ということです。そして、実はこちらのほうがより深刻な問題なのです。 

 つまり、単なる「神話」であれば、単なる啓発ないし教育を社会的に行なえばいいわけ

で、「けっしてそんなことはありませんよ」と教えればいいということになります。世の中

には、そうした単なる「神話」であるものは多々あって、そういう場合には、正しい情報

を社会的に広めさえすれば、その過ちは正されることになります。たとえば、スポーツの

世界では、かつては、どんなに汗をかいても水を補給してはいけないという恐るべき神話

があって、そのせいで多くの若者が脱水症状で苦しみ、時には死者まで出したことがあっ

たわけですが、現在では、それがまったく誤った情報であって、汗を大量にかいたときに

は適時、水分とミネラルを補給しなければならないということは、今では常識になってい

ます。また、かつて、人間は爪で皮膚呼吸をしているので、爪にマニキュアを塗ったまま

にしておくとよくない、というような言説もまことしやかに流れたことがありますが、人

間はそもそも皮膚呼吸ではなく肺呼吸をする動物なので、そんなことは絶対にありえない

わけです。 

 このように、社会的にかつて広く流布され信じられていたものが、その後、実はそうで
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はないということがわかるというのはいくらでもあるわけです。しかし、男性神話の場合、

教育や啓発によってそうではないとわかったからといって、問題が解決するわけではない

んですね。なぜなら、社会的にそうした状況を維持することに強力な利益を有する社会的

集団がおり、そうした集団が社会的に非常に強い力をもっているからです。ゆえに、これ

は単なる神話では終わらないし、単なる啓蒙では解決しない。あるいは、その啓蒙や教育

そのものを困難にする社会的力が働くことになります。それゆえ、現実そのものを変える

必要があるわけです。 

 

  ポルノグラフィとセクシュアリティの社会的意味 

 

 そして、そうした社会的現実をつくり出す上で非常に大きな役割を果たしているのが、

実はポルノグラフィであるわけです。ポルノが、性欲のあり方を含むセクシュアリティの

社会的意味を現実につくり出しているのであり、したがってそれは、真実を単にイデオロ

ギー的に歪めたものにすぎないというわけではない、ということになります。ポルノがセ

クシュアリティの社会的意味を構築しているというのは、マッキノンが唱えた理論ですが、

そうしたポルノグラフィが社会的装置として広く存在し、人々がそれを見る、ないし使用

する、あるいは是認する、あるいはそれを制作し流布する、そうした過程のすべてを通じ

て、男性のセクシュアリティは、実際に「男性の性欲は抑えられない」という言説をリア

ルなものにする方向で日々構築され、日々再生産されているわけです。そうした現実があ

るかぎり、単なる啓蒙だけでは問題は解決しないのです。 

 もちろん、このような方向でセクシュアリティを構築しているのはポルノだけではあり

ません。性産業全体が男性のセクシュアリティの社会的意味をつくり出しています。たと

えば、売買春（広い意味でのそれ）は、男性の性欲を解消するためには、金銭と引き換え

に、実際の生きた生身の女性の身体を使ってもよい、という性欲のあり方を制度化し、そ

れを実現し、それを日々再生産している社会的装置です。 

 そうした諸装置の社会的存在と社会的蔓延を通じて、男性のセクシュアリティは実際に

構築され、日々再生産されています。今日のお話のテーマは売買春ではなく、ポルノの問

題ですから、話をポルノに絞りますが、実際には、性産業の全体がそうした現実を構築す

る役割を果たしているということを言っておきたいと思います。 

 

２、セクシュアリティを構築する社会的装置としてのポルノグラフィ 

 

 そうした現実を明らかにすることを一つの重要なテーマとしてつくられたドキュメンタ

リーが冒頭で紹介したソンさんの『快楽の代償』です。この映画は４部ないし５部構成に

なっているんですけども、その第１部が、社会的に蔓延するポルノを通じて男性のセクシ

ュアリティが、まさにポルノの描き出す方向に沿って構築されているということをテーマ

にしています。そこで、この部分を今からお見せします。 

 

 （『快楽の代償』を 15 分ほど上映） 
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 以上、見ていただいたように、この『快楽の代償』はその最初の部分で、いかに社会に

蔓延するポルノが男性の性欲のあり方を規定するのか、あるいは、女性に対する男性の見

方を規定するのかを鋭く描き出しています。映像の中でも、女性の１人が「ポルノは私た

ち女性のあり方を決定している」という趣旨のことを言っていますね。 

 

  ポルノに対する２つのアプローチ 

 

 さて、こうしたポルノに対する対処の仕方についてですが、それにはいくつかのアプロ

ーチが可能です。ポルノに対する伝統的な対処の仕方というのは、それを「わいせつ物」

というカテゴリーでとらえて、それを社会的に公然と流布することに一定の抑制をかける

というものです。つまり、性的なものは非公然であるべきであって、ポルノはそれを大っ

ぴらに流布するものであるからよくない、したがってその公然性を抑制するべきだという

ものです。マッキノンはこれを「わいせつアプローチ」と呼んで批判していますが、保守

主義の立場からすれば、ポルノはわいせつで、汚らしいものであり、それをこそこそ見る

分にはいいけれども、公然と陳列するべきものではない、とこうなるわけです。このアプ

ローチは、ポルノを公然と露骨に陳列させないという点では一定の肯定的意義を有してい

ますが（後で述べる「環境ポルノ被害」の抑制に一定役立つ）、ポルノの生産・流通・消費

そのものに対してはまったく無力であり、またポルノのもたらす構造的問題には無関心で

す。 

 このような「わいせつアプローチ」に対して、マッキノンは「性差別アプローチ」とい

うまったく異なったアプローチを提起しています。ポルノが問題であるのは、それが性的

だからではなくて、それが性的に女性を従属させ、女性を常に男性にとって性的に使用可

能な存在として描き出し、女性の本質をそうした存在として提示し、そうすることを通じ

て、社会に存在する性差別の構造を生産し再生産する社会的装置だからです。それは性差

別の実践であって、単なるイデオロギーではない、ということです。 

 気をつけてほしいのは、「ポルノは性差別の実践である」と言ったときに、よく誤解され

るのですが、それはポルノだけが性差別を実践しているとか、ポルノさえなくなれば自動

的に性差別がなくなるとか、そのような単純な主張をしているわけではないということで

す。性差別というものは、ポルノを含むさまざまな社会的装置、制度、イデオロギー、習

慣、などによって社会的に構築され、維持されているわけですから、ポルノだけがそれに

貢献しているわけではない。しかし、ポルノは、そうした社会的装置の一つとして非常に

重要な意味を持っているということです。 

 

  法的規制の正当性 

 

 さて、ポルノが「性差別の実践」であるということから、ポルノに対する一定の社会的・

法的規制も正当化しうることになります。問題はその規制の仕方です。ポルノを法的に規

制する場合には常に「表現の自由」論との緊張関係が生じるわけですが、ポルノというの

は単なる「表現」ではなくて、一つの社会的実践であると再規定することによって、ポル

ノを規制することは必ずしも「表現の自由」を縮小させるものではないということ（ポル
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ノ制作者の「表現」を縮小させるとしても）、むしろポルノは女性の表現を封じるものだと

考えるなら、それを規制することはむしろ、「表現の自由」を拡大するものであるという議

論も成り立ちうるわけです。 

 現在の刑法においても、名誉毀損罪や侮辱罪は処罰の対象と見られていますし、詐欺的

な表現行為も詐欺罪という犯罪を構成しえます。なぜこれらの「表現」が処罰の対象にな

りうるかというと、それらが単なる表現ではなく、実際の被害をもたらす「実践性」を帯

びているとみなされているからです。この問題については、後で議論するヘイトスピーチ

問題との関連性が深いので、そのときに改めて取り上げます。 

 なおここで一言、注意しておきますが、ポルノは「性差別の実践である」からといって、

ポルノはそもそも表現の範疇に入らないと言っているわけでもありません。それは「単な

る表現（オンリーワード）ではない」ということです。 

 

３、さまざまな性被害を生み出すポルノグラフィ 

 

 さて、以上のような「性差別アプローチ」の一環として出てきたのが、ポルノを、さま

ざまな性被害を生み出す社会的装置としてとらえ直す見方です。ポルノが単なる意見の表

明ではなくて、「性差別の実践」であるということは、それが実際に具体的な性被害を生み

出しているということが前提となるわけですから、それでは具体的にポルノはどのような

性被害を生み出しているのかが重要なポイントになるわけです。 

 

  「ポルノ被害」という新しい性被害概念の提唱 

 

 そこでマッキノンは「ポルノ被害（harms of pornography）」という新しい性被害概念を

提唱しました。これまでにも、現実に存在する被害であるにもかかわらずそれを適切に表

現する適当な名称が存在していなかったために、それが被害とは認められず、社会的にも

対処されず、しばしば被害者本人も気づかない、というような事象はいろいろとありまし

た。その典型的なものとして知られているのは、ドメスティック・バイオレンス（DV）と

セクシュアル・ハラスメントですね。 

 ドメスティック・バイオレンスはかつては単なる家庭内での夫婦喧嘩、「犬も食わない」

夫婦喧嘩の一様態として社会的に認知され、またセクシュアル・ハラスメントは職場での

恋愛沙汰みたいなものとみなされ、そういうものとして片付けられてきました。それゆえ、

それらが実際には深刻な人権侵害であるという社会的認識が存在していませんでした。そ

うした被害に対して、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントとい

う、その被害の現実に即した独自の被害概念でもって名づけることで、「名前のなかった被

害」に名前が与えられ、それが実際に被害として、人権侵害として認められるようになっ

ていったというのが、フェミニズムの歴史を構成する非常に重要な成果だったわけです。 

 そうした流れの一環として、マッキノンは「ポルノ被害」という新しい被害概念を提唱

しているわけです。ちなみに、マッキノンは、セクシュアル・ハラスメントに関しても、

それを社会的に認知させ法的に対処させるうえで決定的な役割を果たした人物として有名

です。しかし、「セクシュアル・ハラスメント」という概念に関しては、その後急速に社会
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的に広まり、認知され、法的に対処され、日本でも遅ればせながら社会的に問題であると

みなされるようになったわけですが、「ポルノ被害」に関しては、なかなかそうはなりませ

んでしたし、今日においてもまだそうなっていません。 

 たとえば国連や日本の公的機関などにおける男女平等に関するさまざまな宣言や提言や

勧告などで、「ポルノ被害」という言葉が使われているかというと、使われていないのが現

状です。マッキノンが「ポルノ被害」という言葉を用いるようになったのは、セクシュア

ル・ハラスメントという言葉を用い始めた時期より数年遅れた程度であり、その点から言

うとかなり歴史のある言葉なのですが、その普及度という点からすると、まだまだ新しい

概念であると言うことができます。それゆえ私たちは、これから社会的に普及していくべ

き概念として、この「ポルノ被害」という言葉をマッキノンから学んで、それを積極的に

打ち出していくべきだと考えています。 

 

  ポルノ被害の５つの類型Ⅰ――制作被害と流通被害 

 

 私たちは、この「ポルノ被害」には５つの類型が存在すると考えています。この分類の

仕方はマッキノンそのままではなく、「ポルノ・買春問題研究会」でアンケートをとったり、

実際にポルノの分析をしたりした結果、その集大成として新たに「５つの類型」として提

唱しているものです。被害の１つ目が「制作被害」、２つ目が「流通被害」、３つ目が「消

費被害」、４つ目が「社会的被害」、５つ目が「存在被害」です。 

 簡単に説明させていただきますと、「制作被害」というのは、ポルノを実際に制作する過

程で生まれる被害です。ここでは基本的に「実写ポルノ」を念頭に置いていますが、主演

者をだましたり、違約金や「親バレ」をちらつかせて脅したり、あるいはより直接的に暴

力を用いて強制的に出演させる行為、あるいは最初に同意ないし契約していたことと異な

った行為を撮影中に強制されたりする被害です。この種の被害に関しては、すでに「ポル

ノ被害と性暴力を考える会（PAPS）」に被害者から多くの被害相談が寄せられています。 

 あるいは、本人がまったく選択できない状況下で性的撮影が一方的になされる場合もこ

れに入ります。たとえば、加害者が、被害者を強姦しながらその模様を撮影するとか、で

す。また盗撮のように、本人が知らないところで勝手にポルノとして撮影されているとい

うのも、この制作被害に入ります。このような商業ポルノだけではなくて、親しい男女間

で、あるいは親子や兄妹などの関係性の中で意に反して性的な行為や姿が撮影されるとい

うのも、この制作被害に入ります。 

 次に「流通被害」ですが、これは、いま述べた制作被害をともなって制作されたものが、

撮影者のビデオカメラやパソコン内にとどまるのではなくて、商品として販売されたり、

あるいはネットなどを通じて社会的に流布された場合に生じる被害です。すでに制作時点

で被害が生じているのに、それがさらに不特定多数の人々の目にさらされることで、制作

被害に輪をかけた被害が被害者に与えられることになります。 

 また、たとえ制作過程でだましや脅迫や暴力などがいっさい用いられていなくても、後

に、その出演者が業界から足を洗って、通常の生活に戻ったときに、その過去の映像が流

布されたくないと思っているのに、なお引き続きその作品が流布され続けたとすれば、そ

れはやはり流通被害を構成すると私たちは考えます。この種の被害相談も PAPS にはたく
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さん寄せられています。 

 商業ポルノではなくても、また撮影の時点では当事者に完全に同意があったとしても、

たとえば、恋人同士で２人の中での楽しみとして性的な写真を撮ったりした場合でも、そ

の写真や動画が同意なしに勝手にネットなどを通じてばら撒かれるという被害も、この流

通被害に入ります。後でも触れますが、最近この種の被害は「リベンジポルノ」として脚

光を浴びており、私たちは以前からこれを流通被害として「ポルノ被害」の一つとしてと

らえてきました。 

 あるいは意図的でなくとも、そうした写真や動画を入れていたパソコンがウイルスに感

染して、それらの写真や動画がネットに流出したりだとか、あるいはウィニーのような画

像共有ソフトを使用していた場合に、共有フォルダにそうした写真や動画が間違えて入っ

ていて一気に拡散してしまうとか、あるいは、ハッキングという手段を通じてその種の画

像や映像ネットの保存場所から入手してそれをネットに流すとか、そういう場合も流通被

害に相当します。 

 

  ポルノ被害の５つの類型Ⅱ――消費被害と社会的被害 

 

 ３つ目の「消費被害」というのは、実際にポルノを消費した人々が引き起こす被害を指

しています。典型的には、ポルノを観て、それに刺激されて、あるいはそこでのやり方を

参考にして、さまざまな性犯罪を引き起こすパターンです。この種の被害は考えられてい

るよりも非常に多いというのが、私たちの実感です。新聞記事などを見ても、必ずしもそ

こまで細かく報道していない場合が多いのですが、それでも実際に報道された場合を見る

と、ポルノを観て、そこでのやり方を学んで実際の性犯罪に及んだというパターンがしば

しば見られます。 

 とくに盗撮なんかの場合は、盗撮の仕方や機種や、盗撮機器の設置場所や、設置の仕方

などを加害者たちが「２ちゃんねる」などの掲示板を用いて情報のやり取りがなされてお

り、実際に盗撮に成功した場合にはその成果である映像がマニア間で交換され合ったりし

ています。これなんかはまさに盗撮ポルノが盗撮そのものを生んでいる事例であると言え

ます。 

 また、実際に性犯罪を起こすのではなくても、ポルノを観て、そこでなされている行為

を自分のパートナーや家族に強要するということも、典型的な消費被害に入ります。また、

強要とまではいかなくても、ポルノを観てああいうのが男女の性行為なんだと思い込んで、

そのとおりに実際の性行為で試そうとして被害を生むケースも多数存在します。指などで

膣の中を乱暴にかき回して無理やり潮を吹かせようとしたり、顔射と呼ばれる行為（顔に

精液をかける）をしたり、アナル性交をしようとしたり、等々です。これらはしばしば相

手の尊厳を傷つけたり、外傷を負わせたりします。 

 ４つ目の「社会的被害」ですが、これはまさに今日の話の最初に述べたことにつながり

ますが、ポルノが社会的に蔓延することによって、女性に対する多くの人々の見方がポル

ノ的に構成された場合に、そのことが女性の社会的地位を低めたり、女性が日常的に性的

な侮蔑、性的好奇の視線にさらされるとか、日常の性的安全が脅かされることになるとい

う被害です。この被害は、そのポルノが女性をどのように描いているのかということが焦
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点でありますから、実写ポルノではなくても、漫画やアニメであっても同じような被害を

生み出しえます。この問題は後で述べるヘイトスピーチとも関連しています。 

 さらに、今回のセミナーのチラシにも書かれているように、日常的にポルノがコンビニ

に大量にあふれていたり、電車の中吊り広告でポルノ的な見出しや写真があったり、スポ

ーツ新聞の中に女性のヌード写真や風俗情報が堂々と掲載されていたりしていますが、こ

ういう状況の中で、私たちはポルノをたとえ見たくなくても日常的に無理やり見せられて

しまう状況にあります。これを私たちは「環境ポルノ被害」と呼んでいますけれども、こ

ういうのも社会的被害の一種として考えることができます。 

 

  ポルノ被害の５つの類型Ⅲ――存在被害 

 

 最後の「存在被害」ですが、これはかなり独特の表現だと思いますが、具体的に何を念

頭に置いているかと言いますと、たとえば、性犯罪者が自分の被害者の性的写真、強姦中

の映像などを撮影する場合がありますが、これらはまずもって、すでに述べたように制作

被害であり、つまり撮影されること自体が被害者に屈辱と恐怖を与えることですが、さら

に、これらの写真や映像がたとえまったく流通されなかったとしても、つまり犯人のパソ

コンの中やビデオの中にとどまったままだったとしても、犯人がこれらの写真や映像を所

持し続け、反芻するためにそれを楽しみながら見ているというだけで、さらなる屈辱と恐

怖を被害者に与え続けているわけです。 

 したがってこれは、このような写真や映像が加害者あるいはそれ以外の第三者の手に存

在することそれ自体が、深刻な被害を与えることになります。それがいつ何時社会的に流

布されるかもしれないと思うだけで、人間としての尊厳や安全感を脅かされることになり

ますから、それらはただ所持されているだけで被害を生み出しているわけです。さらに、

単に所持しているだけでなく、それを使って被害者を脅迫したり、心理的にダメージを与

えたりするという事態も頻繁に起きています。同じことは、強姦そのものの撮影だけでな

く、制作過程でだましや暴力などが用いられて撮影された商業ポルノの場合にもあてはま

ります。 

 実を言うと、このような「存在被害」は、被写体が未成年者や子どもである場合のみ社

会的に認知されています。子どもが性的な撮影をされた場合には、たとえその映像や画像

が流布されなくても、取引されなくても、誰かの手元に存在しているだけで、所持されて

いるだけで、被害を生み続けているということが社会的に認知されており、したがって、

子どもポルノに関しては単純所持も禁止するべきだという議論につながっているわけです。

こうした議論が妥当するとすれば、被写体が成人であったとしても、その制作過程でだま

しや暴力が用いられている場合には、やはりそのような存在被害をもたらしうると考える

べきだと思います。 

 

  リベンジポルノというポルノ被害 

 

 そうした被害の中で昨今話題になっているのが、「リベンジポルノ」と呼ばれているもの

であり、これは先にも述べたように流通被害の一つです。これは、恋人同士が付き合って
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いるときにお互いの楽しみとして性的な行為や姿を写真や動画に撮りあったのですが、し

かし２人の関係がこじれて、別れるとなったときに、たいていは男の側ですが、「別れるな

らこの写真をばら撒くぞ」と脅したり、また実際にネットなどにアップしてばら撒いたり

することです。この種の事例が、この日本だけでなく世界的にも多数起こっており、これ

が「リベンジポルノ」として話題になっているわけです。「リベンジ」というのは「復讐」

という意味ですけれども、復讐手段としてポルノを用いるわけです。 

 私たちは流通被害の一つとしてこの種の被害の存在を以前から指摘していたわけですが、

こういうのを「リベンジポルノ」と呼ぶというのは、実は私たちも最近まで知りませんで

した。しかし、この種の被害はアメリカでも非常に多くて、しかもそのための専用のサイ

トまでつくられており、振られた男が、相手の本名や職場名や時にはアドレスまでつけて

その種の写真をアップすることができるようになっています。そういうサイトをわざわざ

作った卑劣なやつがいて、それで大問題になったんですね。カリフォルニア州ではそれを

禁止する法律まで作られるようになりました。こうしてリベンジポルノという名称が広く

知られるようになって、日本にも知られるようになったわけです（その後日本でもリベン

ジポルノを禁止する法律が成立）。 

 これはあくまでも多くのポルノ被害の一つにすぎませんが、このような被害に見られる

ように、ポルノというのがけっして無害なファンタジーなのではなくて、とくに今日のよ

うなネット社会においては、誰でも被害者になりうるし、誰でも加害者にもなりうる、非

常に深刻な性被害であるということが、このリベンジポルノを通じて少しずつ知られるよ

うになったわけです。 

 たしかにドメスティック・バイオレンス（DV）も、誰もが被害者になりうる非常に広く

蔓延した深刻な問題ですが、しかし、DV の場合は、被害者がその場にいなければ発生しな

いわけです。しかしポルノの場合は、いったん作成されれば、ネットを通じて無限に広く

流布されるし、また永遠にネットやパソコン上で存在し続けることができますから、その

被害の規模と普遍性からすると、DV やセクハラよりも深刻な性被害であると言うことがで

きるかもしれません。しかしながら、それが性被害として概念化されていない、用語とし

て定着していないがゆえに、深刻な問題としていまだに十分認識されていないという現状

にあります。 

 

４、ヘイトスピーチ被害とポルノ被害――共通点と相違点 

 

 ところで、ポルノが問題になりますと、必ず「表現の自由」派がいっせいに登場して、

断固ポルノを擁護し始め、それに対して、フェミニズムの側も十分に対処できていない状

況にあります。そして、日ごろは人権問題に敏感な学者や政党や団体であっても、ことポ

ルノ問題になると、とたんに「表現の自由」を振りかざして、ポルノ被害の存在を抹消し

てポルノを事実上擁護する側に回るという現象が普遍的に見られます。なぜそうなのかと

いう問題が、レジュメの次の「４」のところにかかわってきます。 
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  ヘイトスピーチとしてのポルノ 

 

 この「４」では、「ヘイトスピーチ被害とポルノ被害」というように対比させましたけれ

ども、このヘイトスピーチというのも、どちらかというと最近の言葉ですね。昨年、流行

語大賞にノミネートされたように、少なくともこの日本ではこの数年来の言葉です。それ

以前は、これを適切に表現する言葉がなくて、日本ではたとえば「差別発言」という表現

で言い表されていたと思います。しかし、「差別発言」という言葉よりも、「ヘイトスピー

チ」という外来語で表現することによってある種の新鮮なインパクトを持ったし、あるい

は応用可能性が広がった側面があります。もちろん、カタカナ語で表現されることで、軽

くなってしまうという面もなきにしもあらずですし（セクハラのように）、意図的に構造的

差別の文脈から切り離して単に強い罵倒程度の意味で使う傾向も最近は見られるので、そ

の点は気をつけなければならないと思うのですが、しかし、ヘイトスピーチという概念が

しだいに定着し、これは「表現の自由」の問題ではなくて、現実的な人権侵害の問題なの

だという認識が広がり始めていることは非常に重要なことであって、これはポルノ被害を

考える上でも追い風になりうるのではないかと思っています。 

 というのは、ポルノが問題になると、それはセクシュアリティとかかわってきますので、

女性の性的解放や性的自由を抑圧するのか、道徳主義なのではないか、という異論がただ

ちに出されてくるからです。しかし、ポルノを一種のヘイトスピーチとして、たとえばジ

ェンダー的・性的ヘイトスピーチとして捉え返すことができるならば、ポルノ問題に常に

つきまとってきた道徳主義的なニュアンスや、性的自由がどうのといった、常にこの問題

を直視するのを妨げてきた議論を乗り越えて、本来の問題であるそこに存在する人権侵害

に焦点を当てることが可能となるのではないか、と思うわけです。 

 したがって、ヘイトスピーチが話題になるときには常に、暴力的な内容のポルノもヘイ

トスピーチの一種なのではないですか、と問題提起をする必要があるのではないか。そし

て、すべてのポルノではないにしてもその中の悪質な暴力的ポルノをヘイトスピーチの一

種として捉えることができるならば、これまでポルノ被害に無関心であった人も関心を向

けるきっかけになるのではないかと思います。 

 しかし、ではポルノとヘイトスピーチとはまったく同じなのかというと、そうは言えま

せんので、このレジュメにありますように、ポルノとヘイトスピーチとの共通点と相違点

というテーマで少し検討してみたいと思います。 

 

  社会的権力関係と「言葉」 

 

 まず共通点ですが、それはけっして「単なる言葉（オンリーワード）」ではない、という

ことです。「オンリーワード」というのは、そういう題名の本をマッキノンが出版していま

すので、それにあやかっているわけですが、これまでポルノというのは、単なる言葉であ

る、単なる表現である、単なるファンタジーであり、したがって現実の被害を生み出すは

ずがない、とされてきたわけですが、ヘイトスピーチ論においては、ヘイトスピーチとい

うのは、直接的には言葉として存在するけれども、それはけっして単なる言葉ではない、

それは社会的なさまざまな被害をもたらすと認識されるようになってきています。 
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 では、なぜそれが単なる言葉ではないのかですが、それは一言で言うと、その言葉を単

なる言葉にしないような社会的権力関係、支配と従属の構造的関係がそこには歴然と存在

するからですね。この社会的権力関係は、歴史的に長期にわたる重みを持って存在してい

るのであり、その歴史の中で、無数の差別、暴力、そして時にはジェノサイドすら行なわ

れてきたのであり、これらの言葉は、そうした重みを持って使用され、そうした文脈と意

味を帯び、それを想起させ、それを反復し再現する言葉だということです。 

 マッキノンもよく、ナチスによるホロコーストや北米における黒人差別の問題と、ポル

ノの問題との関係性について語るのですが、これらすべてに共通しているのは、特定の人

種や民族に対するヘイトの言葉が当然のものとして使用されていた時代に、その言葉のタ

ーゲットにされてきた人々はいったいどういう目にあってきたのか、ということです。た

とえば、黒人差別の用語として「ニガー」というのがありますが、この言葉が平然と使わ

れていた時代に、アフリカ系の人々、Black people はどのように扱われていたのか、とい

うことです。これらの人々は奴隷として売り買いされ、あるいは、二級市民として扱われ、

そして実際に白人に目をつけられた黒人は、リンチされ、首に縄をつけられて木からぶら

下げられたわけです。このような歴史的事実とこれらの言葉とは歴史的に結びついている

のであり、それはけっして単なる言葉ではないのです。 

 そして、そういう時代がとっくに過去のものになっていて、もはや人種差別などどこに

も存在しないというのなら、話は変わってくるかもしれませんが、現在もけっしてそうは

なってはいません。今なお、人種差別は歴然と残っているし、差別と暴力とはいまだに緊

密に結びついているわけです。そういう状況のもとでそういう言葉を使うことは、けっし

てそれを単なる言葉にはすまさないということ、そのターゲットにされた人々の安全と尊

厳を侵害し、これらの人々の平等の権利、健康で文化的に生きる権利を侵害するというこ

とです。 

 歴史的に長期にわたって存在してきた深刻な社会的権力関係のもとでは、単なる言葉が

現実的な被害をもたらしうるということを説明するのに、私がよく出す例なんですが、た

とえばこれぐらいの小石があったとします。この手の平より小さいサイズの石を私がいま

座っているところから下に投げ落としたとすれば、それが何らかの被害を出すということ

はまずありません。しかしもし私が高層ビルの最上階からこの石を下に向けて投げ落とし

たとしたら、そしてその下に多くの人が往来しているとしたら、この行為は犯罪行為とな

りますし、実際にその石が下を通っている誰かの頭に直撃したとしたら、殺人行為になり

えます。そうした時に、もし私が「いやいや、私は単に手の平サイズの石を落としただけ

であり、それが何らかの被害を生むなんてありえない」と言い訳をしたとしたら、それが

通じるかというと、通じないですね。 

 同じことは言葉についても当てはまるわけです。高層ビルのような社会的権力関係があ

るときに、そしてその権力関係のもとで日々差別され抑圧されしばしば暴力を受けている

人々をターゲットにしてヘイトスピーチを投げつけるということは、まさに高層ビルの最

上階から石を投げ落とすのと同じ意味を持つということです。それは単なる言葉ではなく

て、実践であって、差別と暴力の行為だということです。 

 これはヘイトスピーチだけでなく、ポルノにも当てはまります。ではポルノが発してい

る言葉（直接的には映像や絵ですが）は何かというと、女性というのは男性によって一方
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的に性的に使用されるべき存在である、女性は男性に性的に奉仕し従属するべき存在であ

る、女性をレイプしたり拷問したりすることは楽しめる娯楽である、ということですね。

こうした「言葉」、こうしたメッセージが、日常的に実際にレイプや痴漢などをはじめとす

る膨大な性暴力が存在し、また歴史的にも、戦時における無数の性暴力や女性の殺害、慰

安婦制度などが存在してきた現実のもとで発せられることは何を意味するのか、というこ

とです。そうした社会的権力関係のもとでは、ポルノが発する言葉、映像、発するメッセ

ージというのは、単なる言葉ではありえないということです。 

 

  ヘイトスピーチとヘイトクライム 

 

 こうしたもとでポルノが発するメッセージが日常的にあふれていることは、まさに「敵

対的社会環境」をつくり出しているし、しばしばヘイトクライムをつくり出している、と

いうことです。実際に、レイプやセクハラや痴漢だけでなく、ストーカー殺人や性的殺人

が頻繁に発生しているし、これらはまさに女性に対するヘイトクライムです。以上の点は

まさにヘイトスピーチと共通するものであります。 

 しかし、「ヘイトクライム」と言ったときに、一般に認知されているのは、たとえば白人

が黒人をリンチするとか、異性愛者が同性愛者をリンチするとか、キリスト教徒がイスラ

ム教徒を暴行するとか、そういうものですね。しかし、女性がそうした暴力の対象となっ

たときには、なぜか「ヘイトクライム」というカテゴリーでは捉えられません。それは単

なる「性犯罪」であるととらえられます。たとえば、レイプですが、これは私たちの観点

からすると、典型的なヘイトクライムであり、ジェンダー・ヘイトクライムであり、性的

ヘイトクライムですが、それはヘイトクライムとはみなされないわけですね。それは単に、

一部の異常な男が性欲を抑えきれずにやった個人的犯罪、単なる逸脱行為とみなされます。 

 しかし、歴史的にも日常的にも存在するジェンダー間の権力構造を踏まえるならば、犯

罪を行なった個々の加害者の個人的動機が何であれ、その社会的意味はまさに、暴力や直

接的強制を通じて女性を男性よりも低い地位に押しとどめること、女性を男性によって自

由に使用可能な性的存在に還元しようとすることに他ならないのであり、それは典型的な

ヘイトクライムだと考えるべきなんです。 

 たとえば最近起こった三鷹のストーカー殺人事件ですが、芸能事務所に属していた女子

高生が、以前付き合っていて別れた男性によって性的画像を大量にネットにアップされ、

しかも最後にはこの男性によって殺されているわけですね。これはまさに殺人にまで至っ

たヘイトクライムに他ならないわけですが、世間ではまったくそのようには見られていま

せん。それは、単に、嫉妬に狂った、頭のいかれた男による異常な行為とみなされていま

す。たしかに、その行為は非常にひどい、むごいものとみなされていますが、けっしてヘ

イトクライムであるとは、すなわち深刻な差別構造によって引き起こされた社会的犯罪と

はみなされていないわけです。 

 たとえば、これまで使用人として使っていた黒人が、この家はもういやだといって出て

行ったのを見て、その家の白人の主人がその使用人をさんざんつけ回して、最後に殺害し

たとしたら、これはもうとんでもないヘイトクライムだとみなされ、社会全体が非常に大

きな衝撃を受けたでしょうし、私たちの社会になお根強く存在する人種差別の深刻さを改
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めて認識して、このような悲劇を生まないために社会がどうするべきかと政治家を含む多

くの人々が真剣に考えたでしょう。 

 ところが、殺されたのが若い女性であったならば、それは単に１人のおかしな男による

異常な犯罪としてすまされるし、それどころか、ネットなどを見ると、むしろ被害者のほ

うを非難する声が多数出されている始末です。被害者にも落ち度があったとか、あんな男

に自分の性的写真を送っていたという脇の甘さがあったのだとか、自業自得だといって非

難したり、さらには、そうした写真や動画をダウンロードして自分の娯楽として楽しむ人々

が非常に多かったのです。 

 ヘイトクライムのターゲットが女性になったとたんに、そしてそれが性的な文脈に置か

れたとたんに、（ヘイトスピーチに反対している人々にさえ）ヘイトクライムだとはみなさ

れないのはどうしてなのかを考える必要があります。 

 

  ポルノとヘイトスピーチとの相違点 

 

 次に、共通点だけでなく、ポルノと通常のヘイトスピーチとの相違点についてお話した

いと思います。たとえばヘイトスピーチにおいては、通常は、そのターゲットとされてい

る人々の生身の身体を使用することはありません。たとえば新大久保などでヘイトデモを

行なった在特会という悪名高いレイシスト団体がありますけれども、彼らがやったことは

もちろん絶対に許されないことですが、彼らはそのヘイト思想を表現するのに、プラカー

ドに文字を書き、拡声器を使って言葉でそのヘイト思想を表現したのであって、実際に生

身の人間の身体を使用して自己のレイシズムを表現したわけではありません。 

 しかし、ポルノにおいては、少なくとも実写ポルノにおいては、女性は男性より劣った

存在であり男性によって性的に使用されるべき存在であるというヘイト思想を表現するの

に、生身の女性（ないし男性）の性的身体が使用されています。これが、ヘイトスピーチ

とポルノとが異なる最も主要な点であり、したがってその点にかぎればポルノの方がより

深刻な問題であるということをこのことは示しています。 

 もちろんこう言ったからといって、ヘイトスピーチを軽く扱っていると思ってほしくな

いのですが、ヘイトスピーチはもちろんそれ自体として絶対に許されない行為です。しか

し、ポルノではそれに加えて、その差別思想を表現するのに生身の女性ないし男性が使用

されているし、その中で実際に虐待され、犯され、しばしば殴られているわけです。女性

は男性の性欲を満足させるために暴力を行使してもよいという思想を表現するのに、その

ように文字で書いたり拡声器で怒鳴ったりするだけでなく、実際に生身の女性を使って暴

力をその身体に加えるわけです。その女性がこういうビデオを撮ることに同意していたか

どうかは、ここでの本質的問題ではありません。そもそも同意していなければもっと深刻

な問題ですが、たとえ同意していたとしても、女性への性暴力は許される行為でありその

女性もそれを楽しんでいるというヘイト思想を表現するために、実際にその生身の身体が

性的に使用されているということには変わりはないわけです。 

 ヘイトスピーチの被害は、そうした差別思想を公然と流布させ、ばらまいた時点で発生

しますが、ポルノの場合は、それが流通する以前に、制作過程ですでに被害が生じている

と言うことができます。そして、それが実際の生身の身体を用いたものであるということ
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で、その流通においても、また消費においても、単なる描かれた文字以上により深刻な被

害をもたらすのではないかと、私たちは考えます。それを消費する場面においても、それ

が与えるインパクトは非常に大きなものです。たとえば、生身の女性を実際に縛ったり、

吊るしたり、拷問をしたりする映像は、それをポルノとして消費する者に対して、本当に

現実の女にこういうことをしているんだ、こういうことができるんだ、こういうことをし

てもいいんだ、それでも女はそういうのを喜ぶんだ、こういうのに女は自ら出演するんだ、

という強烈な印象と、そして興奮を呼び起こします。それは、それを模倣しようとする強

い動機づけになるし、女は男によって性的に使用されるために存在するという確信をいっ

そう深くします。 

 

  なぜ人々は人種的ヘイトスピーチに怒り、ポルノには寛容なのか？ 

 

 さらに、先ほど共通点について語ったときに、本来は共通しているのに共通していない

とみなされているという話をしましたが、なぜ人々は、人種的・民族的ヘイトスピーチに

は眉をひそめるのに（人種的・民族的ヘイトスピーチにさえ怒らない人は、その人自身が

レイシストです）、なぜ暴力ポルノを含むポルノには寛容なのか、ということです。その理

由はいろいろ挙げることができるのですが、一つ重要なのは、そこにかかっている利益と

いうものが、ポルノの場合はとてつもなく大きいということがあります。ヘイトスピーチ

が厳格に規制されることで、人々がこうむる不利益は（その人自身がレイシストでもない

かぎり）とくにありませんが、ポルノがなくなることで男性が感じる不利益は非常に大き

いものがあります。国内少数民族に対するヘイトスピーチが規制されても、大多数の日本

人が持っている日本人としての特権が脅かされるかというと、ほとんど脅かされませんね。

しかし、ポルノが本当に規制されれば、男性としての特権の相当部分が脅かされることに

なります、少なくとも多くの男性はそう考えます。 

 また、経済的な観点からしても、ポルノは巨大産業です。最近、ヘイトスピーチ本が次々

と出版され、ヘイトスピーチはこの面でも巨大な経済的利害関係を生み出しており、一種

の産業（ヘイト産業）になりつつあります。そして、こうした出版物を指して、「愛国ポル

ノ」と呼ぶ人もいます。つまり、ポルノと同じように自己の快感（権力の快感）を刺激し、

満足させるものであるから、大量に生産され販売されるようになっているということです。

出版不況の中、いま確実に売れるのは、本来のポルノとこの愛国ポルノだということで、

出版社も書店も、この両者に依存する度合いが増しているわけです。しかし逆に言えば、

ポルノは大昔から一大産業として繁栄していたのであり、愛国ポルノの方はようやく最近

になってそれを模倣しはじめたと言えます。したがって、ポルノ産業の経済的利害関係の

網の目は、はるかに歴史が深く、そしてより広範囲に及んでいるということです。この経

済面からしても、ポルノにかけられている利益は巨大です。 

 ヘイトスピーチに反対する人々でも、ポルノが問題になるととたんに寛容になったり、

表現の自由として擁護し始めるのか、この謎を解く一つの重要なポイントがそこにありま

す。 
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５、ポルノグラフィがつくり出す「女性神話」 

 

 しかし、それだけではなくて、ターゲットにされている被差別集団に対する社会的定義

の根強さ、それが社会的常識になっている程度の差も非常に大きいと思います。これがレ

ジュメの「５」の問題につながっていきます。 

 

  抑圧者の「見方」と被抑圧者の「現実」 

 

 18～19 世紀の西欧の文献などを見ますと、黒人を奴隷として使うことは何ら非人道的な

ことではなく、黒人の本質に適した扱いなのであって、白人がそれを指揮監督するのは当

然であるという認識がはっきり見られますが、このような見方は当時は生物学的に正当化

されていました。つまり、黒人は生まれながら知性が低い劣った生物なので、自分で自分

の管理をすることができないし、適切な仕方で労働をすることもできない、それゆえ白人

が黒人を管理してしつけてやるのは当然である、したがって黒人奴隷制はむしろ黒人のた

めでもあるのだ、というわけです。いま誰かがそんなことを言ったらとんでもないことに

なりますけれども、当時は、他の面では非常に知性のあるまっとうな人々でも大なり小な

りそのような考えを持っていました。他にも、黒人を屋外の炎天下で働かせることも、黒

人の肌が黒いことで正当化されていました。黒人の肌は黒いので、太陽光による悪影響を

受けにくい、それに対して白人は肌が白いので、炎天下で働くと肌がすぐに赤くなったり

してダメージを受けやすい、だから黒人に屋外で綿摘みなどをやらせるのは、差別ではな

くて、自然の摂理にのっとった扱い（異なったものを異なったように扱うこと）なんだ、

というわけです。 

 このような見方が人々の社会的常識になっているかぎり、黒人奴隷制はけっして人道に

反するものとはみなされないし、むしろそれは黒人をふさわしいやり方で扱っていること

になるでしょう。だとすれば当然、誰もそれに公然と反抗しようとはしないでしょうし、

反抗しようとしても、自然の摂理に反する愚かな振る舞いだとみなされるでしょう。 

 しかし、こうした見方は黒人たち自身の長い長い戦いの中でしだいに克服されていきま

した。この過程はけっして単純でも、単なる啓蒙と教育の過程でもありませんでした。こ

れを克服するために、投獄や弾圧を含む激しい闘争があり、時には戦争や内乱さえ戦われ

たわけです。非常に有名なのはアメリカの南北戦争ですが、新しく編入される州を奴隷州

とするのか自由州とするのかをめぐって南部の諸州と北部の諸州とが長らく争っていたわ

けですが、それは最終的にアメリカ合衆国という巨大な国家を真っ二つに割る巨大な内戦

にまで至ったわけです。何年にもわたって戦われたこの戦争で、約 50 万人から 60 万人も

の人々が死んでいます。このような悲惨な内戦さえも経て、そしてさらには第２次世界大

戦後における激しい公民権運動を経て、黒人に対する社会的見方というものはようやく変

わっていったのです。 

 しかし、ジェンダー問題に関しては、いまだに 100 年か 200 年前ぐらいの水準にありま

す。とりわけこの日本ではそうです。つまり、自然主義的に、生物学主義的に、女性を、

男性によって性的に使用されるべき存在として定義し、あるいは男性を、冒頭で紹介した

ように、性欲を抑えられない存在として定義するということがまかり通っているわけです。
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まさに、黒人を白人の管理の下で野良作業をさせるのが黒人にふさわしい扱い方なんだと

いう見方に匹敵するような見方が、なお女性を社会的に定義し続けており、それが深く社

会的常識として、いまだに根強く存在し続けているわけです。 

 

  ポルノがつくり出す「女性神話」 

 

 では、そのような女性の見方というものは、直接的には何によって日々再生産されてい

るのかというと、今日においては明らかにその重要な一端を担っているのはポルノグラフ

ィである、と言うことができます。このような見方を新しい世代に日々伝えているポルノ

が社会にあふれているかぎり、このような見方の持つ力は変わらないということが言えま

す。 

 たとえば、黒人を白人より劣った存在であり、白人のために肉体労働をすることが黒人

にふさわしい生き方なのだというメッセージを非常に説得力ある形で映像化して、それが

映画やビデオとして、たとえば年間にそういうものが何万本もつくられ、あるいは漫画や

文学として大量に生産され、コンビニエンスストアなどで日常的に販売され、レンタル店

で大量にレンタルされているとすれば、そしてそれを白人が子どものころから日常的に目

にしたり、一定の年齢以上では実際に消費して成長しているとしたら、そんな社会におい

ていったいどんな人種的平等が可能になるでしょうか？ 

 ポルノがつくり出すのは「男性神話」だけではなくて、むしろこのような「女性神話」

なのであって、そちらの方がより深刻であると言えます。被抑圧者に対するこのような社

会的定義は、被抑圧者が生きている社会的現実を単に反映しているだけでなく、この現実

そのものを日々社会的に生産し再生産しているのだ、というのがマッキノンの理論ですけ

れども、このような社会的定義と社会的現実が存在するかぎり、女性に対するヘイトスピ

ーチも、女性に対するヘイトクライムも、そのようなものとしてはみなされず、ただ一部

の異常者による逸脱行為とみなされ続ける、ということになります。 

 ポルノについてもう一つ言っておくべきことは、それが性的快感とつながっているとい

うことです。そしてそのことが、女性神話を生産し再生産する上で大きな役割を果たして

います。たしかに、ヘイトスピーチに関しても、それをやる人々はある種の快感を得てい

ます。特定の人種・民族を自分たちよりも劣っているとみなし、そのような偏見を公然と

表明することで、また自分の属する人種ないし民族を優越しているとみなすことで、彼ら

はある種の快感を得ています。これは権力の快感です。 

 ポルノにも、ヘイトスピーチと同じく権力の快感があります。しかし、ポルノにあって

はこの「権力の快感」が性的快感とダイレクトに結びついており、性欲を喚起する回路の

中にがっちりと組み込まれています。そして、このことが、なおいっそう、ポルノが女性

神話を再生産する上で強固に機能することを可能にしているのであり、またそれを単なる

ヘイトスピーチとして捉えることをいっそう困難にしてもいます。 

 

  批判から社会的現実の変革へ 

 

 さて、以上見たように、ポルノは、「女性神話」、もう少し難しく言えば、女性に対する
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社会的定義というものを、日々生産し再生産する上で不可欠な役割を果たしています。ポ

ルノが発する社会的メッセージ、およびそれを消費することで得られる「権力の快感」と

性的快感、この両者が合体することで、このような女性の社会的定義が人々（主として男

性）によって身体化され、セクシュアル化され、意識の深い部分で社会的常識とされてい

ます。またポルノはすでに述べたように、巨大な性的・経済的利益をも生み出しており、

男性特権の核心部分に位置するとともに、広くて深い利害関係の網の目を構成しています。 

 このようないくつもの状況が重なり合って、一方ではさまざまな性被害や性暴力が日常

的に起こるという現実を生み出していると同時に、それらの性被害や性暴力が被害や暴力

には見えないという現実をも生み出しています。つまりポルノは一方では、性被害や性暴

力を生み出しそれを深刻化させているのに、それと同時に、それらが被害にも暴力にも見

えないようにもしているわけです。このような一石二鳥の社会的機能をポルノが持ってい

ることで、人々はなかなかその問題性を見ることができないわけです。 

 したがいまして、種々の神話に対する理論的批判は当然必要なのですが、それだけでは

なくて、これらの「神話」をつくり出している社会的現実そのものの変革が必要になるだ

ろうし、それは非常に息の長い取り組みになっていくだろうと思います。 

 その場合、何らかの形でポルノを法的に規制することが必要になるでしょう。けれども、

その際私たちは、何か一方的にポルノを全面的に禁止するとか規制するというようなこと

は考えていません。そういう法律ははっきり言ってリアリティがないし、社会的同意も得

られないだろうし、またポルノ問題に対しても真に有効であるとも思えません。そこで私

たちは、ポルノ被害に焦点を当てて、その被害を防止し被害者を救済するという法律を提

案しています。これならば、それに正面から反対することは難しいだろうと思っています。 

 もちろん、「表現の自由派」はどんな屁理屈でもこねますから、これにも反対するでしょ

うけれども、しかし、リベンジポルノの事例に見られるように、ポルノは現実の被害を生

み出しているという認識が徐々に広がりつつありますから、やはりこのような具体的なポ

ルノ被害を防止する、その被害者を救済するという法的枠組みを作り出すことは、けっし

て夢物語ではないし、そういうものを足がかりにして、ポルノがつくり出している社会的

現実を変革していくことも可能になるのではないか、ポルノ被害防止法はそのための一つ

の重要なツールになるのではないかと、私たちは考えています。 
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「行動する女たちの会」とポルノ問題 
――『「行動する女たちの会」資料集成』の刊行開始によせて―― 

山本有紀乃 

 

 

復刻版の刊行 

 「国際婦人年をきっかけに行動を起こす女たちの会」（のちに「行動する女たちの会」と

改称。以下、両者とも「行動する女たちの会」と略す）の関連資料が復刻された（六花出

版。2015年7月～）。 

 長らく復刻版を手がけてきた私、六花出版社長としては、1975年～1996年という自分が

生きてきた時代のものを復刻するというのは初めての経験で、自分の生きてきた時代がも

う歴史資料になってしまうのかと感慨深かった。 

もっともこの復刻を提案したのは、ほかならぬ「行動する女たちの会」の中核を担って

きたメンバー自身であった。しかし復刻編集委員会の彼女たちは、けっしてなつかしいと

いうような思いで復刻を望んだのではなかった。この資料集は、単に歴史を振り返る研究

のために世に出すのではない、自分たちのしてきた運動を今の社会にぶつけたい、という

思いから復刻するのである。復刻もまた運動の一環なのである。 

こんな復刻出版を手がけるのは初めてだった。 

本稿では、その彼女たちの意気に応えるつもりで、現在も厳然とはびこっている性差別

表現に対峙するために、「行動する女たちの会」が性表現・ポルノ・性暴力の問題にどの

ように取り組んできたのか、を見てゆき、考察したい（以下、敬称略）。 

 

「行動する女たちの会」とマスメディア 

「国際婦人年をきっかけに行動を起こす女たちの会」は、その名のとおり1975年に国連

のもうけた国際婦人年を「きっかけ」として「行動」する会として誕生した。その活動は、

復刻版解説の山口智美が言うように「何よりも、個別具体的な社会問題に関して行動を起

こすことを重要視し」「具体的な性差別を撤廃するための行動を通じて意識改革を行い、さ

らなる社会変革につなげよう」というものであった。 

「行動する女たちの会」を一躍有名にしたのは、ハウス食品工業のインスタントラーメ

ンのテレビCM「わたし作る人、ぼく食べる人」への抗議であった（1975年9月）。今回復刻

を機にこのCMを知る何人かの女性と話す機会があったが、ある女性は「それが性差別だと

は思わなかった。うまい言い回しだなと思った」と当時を振り返った。それほど日本社会

にあたりまえのように刷り込まれていた性別役割分業に対して異議を唱えるということは、

まさに性差別社会に大きな一撃を与えることだった。 

 その後、「行動する女たちの会」は、1975年10月28日に日本広告審査機構加盟各社に向け

て「女性差別的内容の広告についての要望書」を提出する。この広告が、「女性を蔑視し､

男性に比べて本来的に劣る性というとらえ方をするもの」「女性を男性の従属物、所有物、

奉仕者とするもの」「女性にのみ『肉体の美しさ』を最高とする価値観」など9項目もの問

題を持ったものであり、「女性差別的内容であることを認識」するよう求めたのだ。そして

マスコミ分科会をつくって、①製作者に女性を増やすことで社会通念を変えていく、②テ
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レビ、ラジオ、雑誌、CMなどの性差別をチェックし確認する、としている（『1975年度国

際婦人年総括集会討議資料』1975年12月）。 

 マスコミへの抗議は途切れることなく続く。とくに女性の体を性差別的に使って問題あ

りとして抗議したのは、国鉄が配布した雑誌『グッデイ』掲載のヌード写真（1982年）、雑

誌『モーニング』の中吊り広告「チチも愛読。ハシからハシまで」（1984年）、『朝日新聞』

の女性向け特別版「マリオン」の広告（1985年）などであった。 

 

アンチ・ポルノの10年 

そして会の名称が変わった1986年から解散の1996年までの10年間もまた、マスメディ

アへの抗議活動は、会にとっての重要な柱であり、それを担ったのは「メディアグループ

」だった。 

 武田薬品ビオフェルミンの広告、西武園プールのポスター、三井生命のカレンダー、講

談社ヌード写真集の広告、西武百貨店の広告等々、街頭や電車内、職場で目に入る実に多

くの媒体を女の目で見直し、それが女性の尊厳を傷つける差別的表現であるとして次々に

告発していく。 

 女たちの日常生活の中にまん延しているポルノを洗いだすなかで、メディアグループは

アンチ・ポルノ・キャンペーンとして「アンチ・ポルノ集会」を1987年から翌年まで4回に

わたって開催する。その第１回が、まさに通勤通学の電車内で臆面もなく広げられるポル

ノ掲載新聞への抗議集会「ラッシュアワーはポルノアワー？――嗚呼、鼻先にエログロス

ポーツ紙」（1987年1月31日）だった。 

 男性雑誌、写真雑誌の「ポルノ度」を検証し、LFセンター製作のスライド「ポルノグラ

フィーは女への暴力である」の上映、スポーツ紙を複数読み比べてそのポルノ度ワースト

３を発表した集会は、翌日の全国紙にも取り上げられ、大きな反響を呼んだ。 

 ただし『朝日新聞』の「『嫌ポルノ権』女性集会――『社内でも

堂々』に抗議」という紹介のされ方に対し、会は「私たちの運動

は『ポルノを見ないですむ権利』の獲得を目的にしているのでは

ない。性の商品化を生み支えている男文化そのものに対する挑戦

なのだ」と機関誌『行動する女』（1987年3月号）で述べている。 

 同年7月に「第２回アンチ・ポルノ集会」として「スポーツ紙、

ポルノがないと売れないの？――作り手側に聞く」を開催して、

スポーツ紙のポルノ記事への検証を行ない、さらに翌年3月には

「第３回アンチ・ポルノ集会 あなたのポルノ環境度チェック！

――やっぱりポルノは性差別」、同年11月には「第４回アンチ・

ポルノ集会 模擬裁判『チカン誘発？ 銀行ポスター』――陪審

員はあなた」を開催した。電車という公共の場でのポルノ露出が

女性の尊厳を傷つけ、見たくもないのに目に入ってしまう女性を

不快にさせ、横行する痴漢行為も生み出す土壌づくりになってい

ると告発した。 

 これらの連続したキャンペーンは、スポーツ紙が少なくとも外

側の紙面にはポルノ記事を載せることを自粛するという成果を生

み、フジ三太郎の漫画にもあるように、少なくとも子どもの前で

ポルノ記事を読むのははずかしい、というわずかだが男性の心理

にも影響を与えたと言える。 
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ポルノ問題の困難 

ポルノにどう反対していくか、「行動する女たちの会」も現在の反ポルノ運動と同じ悩

みを抱えていた。 

 第１回アンチ・ポルノ集会を報告する機関誌『行動する女』（1987年2月号）でも、「ポル

ノグラフィーをどう定義するかという問いに始まり、ポルノグラフィーとエロチカ（肯定

的な性）の境界線をどう引くか、表現の自由の問題をどう扱うか等々」との課題が提示さ

れている。また、ポルノと性犯罪との因果関係の証明にも苦慮していた。 

 「ポルノと性犯罪の因果関係を立証すること」の難しさを語るとき、「女の運動の中で

わかりあえるだけでなく、ポルノを製作する側、享受する人びとまで説得できる言葉を、

理論を、私たちは模索している」というのだ（『行動する女』1988年10月号）。 

 しかし、会は活動を展開しながら模索を続け、ポルノの定義について、しだいに明確に

してゆく。４回のアンチ・ポルノ集会を経てまとめられた『ポルノ・ウォッチング――メ

ディアのなかの女の性』（行動する女たちの会編、1990年、学陽書房）の「はじめに」には、

ポルノは次のように明確に規定されている。 

 

街に雑誌に映像に、氾濫を続けるポルノグラフィー、……その中で女はどう描かれてい

るだろうか。一方的に鑑賞され、支配され、人としての尊厳を傷つけられ、物の如くに性

の対象として描かれたとき――私たちはそれをポルノと呼ぶ。 

 

 さらに次のように言う。「私たちはアンチ・ポルノキャンペーンを通してポルノ『文化』

そのものを――つまりは性差別社会を変えていきたいと願っている」。同書の当初のタイト

ル案は「アンチ・ポルノ宣言」であった。「行動する女たちの会」は、日本における反ポ

ルノ運動の先鞭をつけたグループだったと言えよう。 

 

表現の自由とポルノ規制 

 次に問題になるのが、「表現の自由」と反ポルノないし「ポルノ規制」との関係である。

「ポルノ反対！」とメディアに抗議した場合に必ず返ってくるのが、「表現の自由はどうな

るのか？」という反論だった。「行動する女たちの会」の模索を追ってみよう。 

 第２回アンチ・ポルノ集会では、「作り手側に聞く」としてゲストの「反権力雑誌『噂

の真相』編集長の岡留安則さん」が「ポルノと表現の自由という場合、……女性差別とい

うことと、性の商品化ということ」があると話した。そこで彼は女性差別の視点で批判す

るのは当然だが、性の商品化でいえば資本主義の下ですべてが商品化されているのだから

性だけを神聖化すると国家的介入を招く危険があると言う。 

 会は、「言論の自由と性表現の問題は、私達の運動に常につきまとう」「国権力に対する

関係で私達は最大限の言論、表現の自由を持っていなければならない。……しかし、もし

私達にとって不快な表現があればそれに対する批判の自由もまた絶対的に保障される必要

がある。……私達は、スポーツ紙などのピンク記事が差別的、人権侵害的な表現であると

の指摘をしているのであり、権力的規制を求めているわけではない」と述べている（『行動

する女』1987年7月号）。たしかに会は、マスメディアに異議を申し立ててはいるが、警察

に取り締まれとは言ってはいない。 

 第３回アンチ・ポルノ集会「あなたのポルノ環境度チェック！――やっぱりポルノは性

差別」は1988年3月5日に行なわれたが、これまで３回の集会を行なったうえで、メディア

グループの秋田一恵は次のように「表現の自由」について触れている（『行動する女』1988

年10月号）。 
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 私たちは「表現の自由を侵されることも人権侵害に違いないが、女性差別は非常に大き

な人権侵害である。しかもあなた方のいう“表現”の内容は、性器を見せるとか見せない

とか、女性をどこまでモノ化できるか、といった類。そんな自由を守るということと、差

別されている女性の人権を守ることとどっちが大切か」、これを真正面から突きつけたいと

思ったんです。 

 

しかし、ポルノの法的規制については「私たちは、法律を作って性差別広告を禁止して

欲しいということは現在考えていない。……それも一つの方法ではあると思うが、日本の

いまの状況からいって、行政や立法に対してまだ信頼感を持ち得ないし、むしろ危険では

ないか」「また、道徳的な意味からの規制も考えていない」と、現在の状況であればという

条件付きではあるが否定的である。 

 そしてアンチ・ポルノ集会としては最後になる「模擬裁判『チカン誘発？ 銀行ポスタ

ー』――陪審員はあなた」ではまさに表現の自由とポルノ、性犯罪とポルノとの関係とい

う問題が問われた（1990年11月10日）。 

 この模擬裁判は、ある公務員が痴漢行為を働いて有罪判決を受けたが、さらにその痴漢

行為を誘発させた銀行に損害賠償請求の訴訟を起こすというものであった。模擬裁判後の

ディスカッションでさまざまな体験や主張が交わされる中で、「すこしずつではあるが、

〔ポルノ〕は『表現の自由』ではくくれないものであることが、理論的にも明らかになっ

てきたのではないだろうか」とまとめられている。男が女の体を見て楽しむ側で女は性的

対象として見られる側という様式が残り再生産されている社会･文化のなかで「『表現の自

由』はそれ自体のみを取り出して論じていて済まされる段階ではなくなってきている」と

いうのである（『行動する女』1988年11月号）。 

模擬裁判で被告側を演じた坂本ななえは、昭和天皇が重態という状況下で「現在の天皇

をめぐる“自粛”に対して表現の自由は無力になっている。しかも、その表現の自由は女

性をモノとして抑圧している。“自由”というスローガンにだまされてはいけない」と感

想を述べている（同上）。 

そして２年後に刊行されたのが前述の『ポルノ・ウォッチング』であり、その出版記念

集会のテーマが「ポルノグラフィーと表現の自由」であった。 

『ポルノ・ウォッチング』の最終章にある「〈座談会〉ポルノ･表現の自由・変わる女と

男」では、運動を進めてきた当事者として語られる。 

 

身障者差別や部落差別につながる問題なら、そう簡単に「表現の自由はどうなる」なん

て言わないのに、女にはすぐそう出るというのは、やっぱり世の中に女性差別があること

を認めたくないんだよね。（長谷川美子） 

表現の自由、って普通は国家による規制に対して使うでしょう。なんで一市民運動に対

してすぐそんな反応が出るのかなあ。（坂本ななえ） 

 

まるで「表現の自由」を侵害するファシストや愛国婦人会のような言われ方をされなが

らも、会では法規制については慎重である。同じ座談会で「立法する政治への信頼感もな

いし。男が圧倒的に多い議会で、しかも中央集権の国だから、法で定めるのは怖いのよね

」（長谷川）と語られている。 

 

「有害図書」規制に反対 

その一方、1990年の夏以降、ポルノコミック（性描写コミック）への批判によって「有

害図書」の指定、業者自身の「成年コミック」マークの制定、警察による書店･印刷所の摘
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発が行なわれるようになった。これに対し、会は「しかし、非常に不本意なのは、今まで

フェミニズムが指摘してきた『性の商品化』という観点が、明らかに規制を正当化する理

由のひとつとして使われていることである。私達は繰り返し『規制は求めない』ことを発

言してきたのだ」と批判した。「有害図書」がなぜ有害なのかをろくに検証もせず、また性

差別表現という認識もなく、フェミニズムの言説を利用する側への不信を訴え、同時に自

分たちが求めてきたのは規制ではないと主張する。また「それにつけても不思議なのは、

この期に及んでの出版側の沈黙だ。……ひたすら『自粛』の道を歩もうとする業界に、大

きな危惧の念を抱かざるを得ない」と、かつて会の性差別表現への抗議に対し表現の自由

を楯にしていた同じ出版社が、あっさりと体制に与して「有害」コミックの出版を中止す

ることにあきれはてる。そして次のように冷静に分析をしている。 

 

 出版側は沈黙と自粛により、結局はポルノについて真正面から考えるのを避けているわ

けだ。彼らの沈黙はおそらく、「表現の自由」に値するものを作ってこなかった、と自ら認

めているからだろう。……出版側のこのような体質こそ、本当の「表現の自由の危機」では

ないか。（坂本ななえ「続・成年コミックマークから表現の自由を考える」『行動する女』

1991年4月号） 

 

そして1991年6月1日、「表現の自由と性差別――ポルノ･コミック規制に異議あり！」と

いう集会を開く。この、一見するとこれまで会が主張してきたアンチ・ポルノと矛盾する

ようなテーマを掲げた集会では、憲法学者の奥平康弘が講演を行ない、月刊誌編集長の篠

田博之が出版社側の対応について報告し、活発な議論が展開されたようである。機関誌『

行動する女』（1991年6月号）ではとくに、「表現の自由に対して表現の自由を対置させる」

という奥平の柔軟な発想に多くの参加者が感銘を受けた旨が記されている。 

一方、1991年9月22日には大阪でも「どないしたら“性差別されへん自由”が保障される

んや！――ポルノコミックと表現の自由」という集会が開かれ、「行動する女たちの会」

の坂本ななえと長谷川美子が呼ばれて話をしている（日本女性学研究会9月例会の報告『行

動する女』1991年10月号）。 

 この集会で長谷川は、「法規制にはあくまで反対」、表現する側に「性差別を含めた知

的自己管理能力を磨いてほしい」と述べている。しかし会場から「性暴力を許さない女の

会」のスタッフから、実際にこの男社会では女に表現の自由はなく、対抗言論としての表

現の自由は成立していない、「性差別するものを合法的になんとかしたいとすればなんら

かの法規制をやらないと変わらないのではないか」という「日頃の活動からの実感的意見

」が述べられたのである。法規制については、女たちの運動にもそれぞれの立場からさま

ざまな意見があったのだ。 

 そして道は遠くても「表現の自由」には「表現の自由」をもって「地道に対応」しよう

とする会の道のりの遠さを見せつけたのが、次の集会だった。 

 

集会「異議あり！『有害』コミック規制」 

1991年12月5日、出版労連、「有害」コミック問題を考える会、日本ジャーナリスト会議

出版支部、『創』編集部、「行動する女たちの会」の共催で、緊急集会が開かれた。しか

しその内容は「行動する女たちの会」が求めてきたことが反映されているとはとうてい言

えないものだった。 

パネリストは漫画家と『ビッグコミック・スピリツ』前編集長、そして会の坂本ななえ

であったが、坂本は「性差別表現は許されない。これまで差別表現に対する批判を受けつ

けないために表現の自由が利用されてきた」ときっぱりと会の主張を述べたが、他のパネ
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リストたちは性差別に対する意識が希薄であり、議論にならなかったうえ、会場は差別的

雰囲気に満ちていたという。集会に出席した出版関係者は「何でもかんでも規制は反対」

と言うだけで、世界の多くの良心の囚人たちに対して「表現の自由」のための集会を持っ

たとはとても言えないしろもので、共催団体として「恥ずかしい」思いだったという（以

上、機関誌『行動する女』1991年12月・1992年1月合併号報告による）。 

 むろん会の女たちも、出版関係者に多くの期待を抱いていたわ

けではない。『行動する女たち』1991年10月号ののぼ悦子の漫画

（右）が、いわゆる「表現の自由」を金科玉条とする出版関係者

や読者たちと「行動する女たちの会」とのあいだの埋めがたい溝

をみごとに表わしていると言えるであろう。 

 

性暴力表現に対するたたかい 

 そろそろ紙幅が尽きてしまったが、最後に性差別表現の中でも

最悪の性暴力表現に対して、「行動する女たちの会」がどのよう

に向き合ってきたかについて簡単に述べておきたい。 

 先の性差別広告への抗議について触れたときにはあえて取り上

げなかったが、重要な性暴力表現への抗議がなされている。 

 ここでは２つの事案に触れる。 

 １つは、三楽バーボンウィスキー広告（1989年7月）である。

この広告は手が込んだことにTVCFの動画と電車内広告のポスタ

ー広告の２本立てであり、動画で複数の馬に乗った男性が、グラ

スを持った女性を取り囲みからかい、ポスターでは泥まみれにな

り服装も乱れたその女性が倒れている。それはまさに強姦の前と

後の現場に立ち会うかのような効果を生んでいる。会の抗議によ

って、３億円かけたというこの広告は中止された。 

２つ目は、1991年12月、今度は紳士服ブランドのオンワード樫

山の「五大陸」が、後ろ手に縛られた女性が横たわるというこれ

もまた性暴力を想起させる広告を出した事件である。 

これらの広告で表現された性暴力表現に対し、会は敢然と立ち

向かった。 

しかし、まさに『ポルノ・ウォッチング』が出版されたその年に、バクシーシ山下とい

う監督によって実録ものの強姦AVが作成されていたのである。このことに危機意識を持っ

た女性たちがAV人権ネットワークを結成するが、このグループと「行動する女たちの会」

の関係については、今回の資料群からはうかがえない。しかし、AV人権ネットワークのメ

ンバーからの手紙を掲載していることからも、両者のあいだに良好な関係にあったことは

間違いないだろう。 

 

 以上、駆け足ながらポルノ問題を中心として「行動する女たちの会」の活動の軌跡を紹

介させていただいた。ビデオや DVD、さらにはインターネットの普及を通じてますますポ

ルノが社会の隅々にまで広がり、それとともにその様相も大きく変わって、被害がより広

範で深刻になっている今日、「行動する女たちの会」によるその先駆的なアンチ・ポルノ

運動に私たちが学ぶところは非常に大きいのではなかろうか。 

 

 （『行動する女たちの会資料集成』復刻版については、下記 URL を参照してください。

http://rikka-press.jp/koudousuruonnna/） 
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（付録）「行動する女たちの会」とポルノ問題・関連年表 

 

年 月 主に性売買・ポルノ・性暴力に関する行動内容 

1975 

1 「国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会」発足 

6 
ベネチア（イタリア）への親善使節「おいらん道中」について浅草観光連盟へ抗議、外務省

に派遣中止勧告を要請 

9 ハウス食品工業CM「私作る人 僕食べる人」に抗議、中止申し入れ 

1976 8 夏合宿「性を語ろう」 

1979 6 日本女性学会設立 

1981 
6 

反核・反戦の集会に強姦パフォーマンスをするグループ「暗黒大陸ジャガタラ」を出演させ

ることに抗議 

9 
男の背にすがる女をモデルにした､空き缶ポイ捨てを戒める、清掃局ポスター「すてないで

」に抗議。ポスター回収となる 

1982 
  このころ家庭用ビデオデッキが普及 

3 テレビ東京「まいっちんぐマチ子先生」抗議活動 

5 国鉄発行の雑誌『グッデイ』掲載のヌード写真に抗議 

1984 5 
講談社に抗議。週刊『モーニング』の車内吊り広告。濡れて透けている、薄い衣装をまとっ

た女性の胸部がアップされ、その乳首を箸でつまんで「チチも愛読。ハシからハシまで」 

1985 10 
『朝日新聞』木曜版マリオンの車内広告（地下鉄）への抗議。全裸の若い女性が数カ所大き

く切り抜かれている新聞を広げている写真｢切り抜きすぎに、ご用心」 

1986 
2 新名称「行動する女たちの会」に 

9 ポルノショップ芳賀書店ツアー（９人） 

10 ポルノビデオとビニ本の観察会 

1987 

1 

第１回アンチ・ポルノ集会「ラッシュアワーはポルノアワー？」電車内でのポルノ野放しに

抗議。スライド「ポルノグラフィーは女への暴力である」上映も。 

翌日『朝日新聞』等が「“嫌ポルノ権”女性集会」と報道。会はそれが目的ではないと反発。

テレビ朝日の番組にもメンバー４人が出演。スポーツ紙の外側の紙面からはポルノ記事が姿

を消す 
2 アンチポルノステッカー完成 

3 「吉原」ツアー。遊女投げ込み寺・「ソープランド」街をめぐる 

7 第２回アンチ・ポルノ集会「スポーツ紙、ポルノがないと売れないの？――作り手側に聞く」 

1988 

3 第３回アンチ・ポルノ集会「あなたのポルノ環境度チェック！――やっぱりポルノは性差別」 

6 日本女性学会が「これは女性差別です」「女をなめるな！」というステッカーを作成 

7 山手線半周アンチ・ポルノ納涼ツアー（東京再発見の旅第2弾） 

11 第４回アンチ・ポルノ集会「模擬裁判『チカン誘発？銀行ポスター』――陪審員はあなた」 

1989 

3 女子高生コンクリート詰め殺人事件発覚 

6 武田薬品工業ビオフェルミンの女性の腹部と胸部の一部を強調した新聞広告に質問状 

7 西武園プールのポスター、撤去を要請 

7 性暴力被害を想起させる三楽バーボンウィスキー広告に抗議。ポスター撤去、CＭ中止 

8 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件発覚 

  御堂筋線事件をきっかけに「性暴力を許さない女の会」発足 

1990 
4 JR東日本に性差別ポスターを貼らせるなと申し入れ 

11 「『ポルノ・ウォッチング』出版記念集会――ポルノグラフィーと表現の自由」 

11 三井生命のヌードカレンダー配布に質問状。話し合いの結果、絵柄変更するという回答 

1991 

  レイプビデオ『女犯』（バクシーシ山下監督）シリーズ発売開始 

3 
住友生命・朝日生命・安田生命・日本生命にヌードカレンダー配布の見直しを求める要望

書を前年末に提出したところ、安田生命・日本生命から中止の対応をしたという返答 
6 集会「表現の自由と性差別」 
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11 新聞社へ宮沢りえ（ヌード）写真集の全面広告への質問状 

11 
エイズ予防財団のポスター２種（買春を公認する図柄とコピー「いってらっしゃい。エイズ

に気を付けて」）への抗議と要請 
12 集会「異議あり！『有害』コミック規制」。出版労連などと共催 

1992 
11 

性暴力後を想起させる、オンワード樫山ブランド「五大陸」ポスターに抗議。新聞投書欄で

批判が盛り上がり､メーカーから反省回答文。広告製作会社にも公開質問状送付（共同行動

）。翌年広告会社と話し合い、4月の同社管理職研修で「広告と女性差別」を講演 

  
『女犯２』を観て衝撃を受けた若槻世都子らがAV人権ネットワークを結成。山下、「女犯」

シリーズの制作はやめるが、同様のレイプ映像を製作し、マスコミでもてはやされる 
1994   宮淑子『メディア・セックス幻想』出版。バクシーシ山下らへ取材 

1995 

1 
KKベストブックに『痴漢日記』『のぞき日記』回収・絶版を求めて抗議。2月20日、同社回

収と絶版を回答 
2 若槻世都子からの手紙＝『メディア・セックス幻想』批判を会報に掲載 

3 西武百貨店にヌード全面広告への抗議文送付 

9 キャサリン・マッキノン来日。『ポルノグラフィー』の書評 

1996 

3 クラランス、エスティー・ローダーにヌード広告に関する質問状 

4 
日本ビデオ販売にポルノビデオ『女子高生コンクリート詰め殺人事件』回収と販売中止を要

求 
12 「行動する女たちの会」解散 

1999 

11 『週刊読書人』で「女犯」をめぐる論争。浅野千恵･宮台真司・小松美彦が参加 

11 児童ポルノ・児童買春処罰法施行 

12 
近畿弁護士連合会人権擁護委員会がシンポジウム「売買春とポルノグラフィー――男女共同

参画社会をめざして」開催 
12 ポルノ･買春問題研究会（APP）発足 
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■特集２■ 
 

売買春と人身売買―過去と現在 
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■書評論文■ 

二重の不可視化を超えて――『日本人「慰安婦」』によせて 

森田成也 

 

 

【解題】本稿は、『情況』の 2015 年 11 月号に掲載された書評論文に若干の加筆修正を行なったもの

です。書評の対象となったのは、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター【編】／西

野瑠美子・小野沢あかね【責任編集】『日本人「慰安婦」――愛国心と人身売買と』（現代書館、2015

年 3 月）です。 

 この書評の冒頭でも触れたように、日本人「慰安婦」の問題は、1990 年代以降における慰安婦問題

の政治化・国際化の過程の中で置き去りにされてきました。彼女らの証言などはすでに 1970 年代か

ら日本の雑誌や書籍などで何度も登場していたのですが、彼女らが戦時性暴力の被害者として捉えら

れることはほとんどなく、何らかの特別の補償や名誉回復の対象にもされてもきませんでした。本書

は、こうした政治的空白を埋める貴重な著作です。 

同じく、この二重に不可視化された日本人「慰安婦」に正面から光を当て、彼女らを戦時性奴隷制

の被害者として本格的に取り上げた最新の文献として、オーストラリアのフェミニスト研究者キャロ

ライン・ノーマさんのものがあります。この著作は日本人「慰安婦」こそが戦時性奴隷制の「最初の

犠牲者」であったと位置づけ、当時における日本国内の売買春・人身売買の蔓延状況と深く関連づけ

て、戦地における慰安婦制度の本質を明らかにしています。本書と合わせてぜひ参考にしてください。

Caroline Norma, The Japanese Comfort Women and Sexual Slavery during the China and Pacific 

Wars, Bloomsbury Academic, 2016. 

 

Ⅰ 

 

 これまで「日本人慰安婦」の存在は不可視なものとされてきた。もともと「慰安婦」の

存在そのものが戦後何十年にもわたって不可視化されてきたのであり、少なくとも戦時性

被害者としては不可視なものとされてきた。そうした状況を根本的に打破したのは、周知

のように 1990 年代における元「慰安婦」たちの証言と告発であり、朝鮮・韓国人の元「慰

安婦」たちが名乗りを挙げて、日本軍による暴虐を広く訴え、名誉の回復と被害の救済、

日本国家の謝罪と賠償を求めたことによる。この勇気ある行動こそが、不可視とされてき

た存在をしだいに可視化し、その主体性と尊厳とを回復させていったのである。それはけ

っして一度で終わる行為ではなく、多年にわたる持続的行為の結果であり、当事者だけの

取り組みではなく、当事者を支えた多くの人々や団体の運動の成果でもあった。またそれ

は、戦時性被害者としての「慰安婦」の存在を再び不可視化し抹殺しようとする強力な勢

力との絶えざる闘いの中で勝ち取られたものであり、ほんの少しでも持続的努力を怠れば、

たちまち歴史の闇の中に再び葬られかねない絶えざる緊張と脅威の中で日々維持されてい

る戦線でもあった。 

 だが、こうした可視化と不可視化の激しい闘いの一方で、日本人「慰安婦」は二重に不

可視化されることになった。かつて日本帝国が侵略し、あるいは植民地化した国々、諸地

域において慰安婦とされた現地の女性たちは、典型的に民族差別と性差別との複合差別を

こうむったのであり、それが戦争という最も暴力的な状況と軍隊という最も暴力的な装置

を通じて引き起こされたことによって、この複合差別もまた最も過酷な形態を取ることに
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なった。だが日本人「慰安婦」の場合、民族差別という要素が脱落することによって、差

別そのものが不可視化された。民族差別と性差別の複合差別であるものから民族差別の要

素が脱落しても、性差別という差別が残るはずだが、不思議なことに、複合差別から性差

別以外の差別が脱落すると、差別そのものが、抑圧そのものが、暴力そのものがなかった

ことにされるのである。これは性差別の独特のメカニズムである。 

 性差別の存在は、男性もこうむる他の差別や抑圧と結合した場合にのみ（あるいはその

場合によりはっきりと）認識される傾向があるのだが、奇妙なことに、それによって同時

に、性差別は他の抑圧や暴力の中にまぎれ、その背後に隠されてしまい、性差別そのもの

としては認識されなくなってしまうのである。こうして、レイプは直接的暴力を通じて行

使される性差別の実践としてではなく、単なる暴力として認識され、セクハラは職場内の

権力関係を通じて行使される性差別行為としてではなく、単なる性的な不法行為として認

識される。黒人青年が白人によってなぶり殺しにされれば、それは最も残酷なヘイトクラ

イムとみなされるが、毎年多数の女性が男性によって殺されているにもかかわらず、誰も

それをジェンダー・ヘイトクライムとは呼ばず、一般に単なる殺人事件とみなされている。

そして、性差別以外のいかなる抑圧も権力関係も関与していないとみなされれば、そこに

はそもそもいかなる差別も抑圧も暴力もないとみなされる。たとえば、子どもと大人との

権力関係が関与している児童ポルノは人権侵害だとみなされているが、成人ポルノは単な

る趣味か「表現の自由」とみなされ、しばしば左派や人権派によっても擁護されている。 

 性差別のこのような独特のメカニズムが存在するがゆえに、民族差別の関与しない日本

人「慰安婦」のこうむった被害は、そもそも被害とはみなされず、最初から問題の枠組み

から排除されることになったのである。 

 日本人「慰安婦」が二重に不可視化されたもう一つの大きな原因は、彼女らのほとんど

が戦前の公娼制度下における「売春婦」だとみなされたことである。実際、日本人「慰安

婦」として戦地に渡った日本人女性の多くは、何らかの形で売春に従事していた女性たち

だった。そして、支配的な男性文化においては売買春は性差別と性的搾取の制度化とはみ

なされず、せいぜいのところ必要悪であり、場合によっては積極的に奨励されるべきもの

とみなされていたし、今日でもそうみなされている。そこに何か問題があるとしても、そ

れはけっして買う側の男性や業者や総体としての男性社会の問題ではなく、性を売る女性

の側の個人的問題とみなされている。そして、健全な「婦女子」と汚れた「売春婦」とを

二分する性差別文化においては、後者を戦地に派遣して「兵隊さん」たちの、あるいは士

官たちの性的欲求を満たすことに用いることは、無秩序な強姦を防ぎ戦意を高揚させるた

めに性的資源を適切に利用することにすぎないのである。 

 だが、戦前の公娼制度下における「売春婦」たちの多くは貧困家庭の出身者であり、人

身売買の被害者であり、しばしば直接的な暴力と搾取のもとにあった人々である。もとも

と差別と暴力の被害者であった人々が別の形態の被害者にもなったからといって、被害者

でなくなるわけではない。だが、ここでは、先に述べた「性差別の独特のメカニズム」の

別バージョンが発動される。先に述べたメカニズムにあっては、性差別はそれ単独ではめ

ったに認識されず、他の抑圧や権力関係と結びついた場合のみ認識されるのだが、それと

同時に、性差別そのものは他の抑圧と暴力の背後に隠されてしまうというものであった。

だが、ここではそれ以上のメカニズムが働く。男性社会が絶対に必要だとみなした性差別

に関しては、それ自体が性差別として認識されないというだけでなく、たとえそれに他の

形態の暴力や抑圧が結合していても、その暴力や抑圧さえ認識されなくなってしまうか、

著しく軽視されてしまうというメカニズムである。先のメカニズムにあっては、性差別が

他の暴力の背後に隠されてしまうのに対して、こちらのメカニズムにあっては、他の暴力

が制度的性差別（だが性差別とはけっして認識されていない）の背後に隠されてしまうの
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である。 

 すでに述べたように、戦前の公娼制度下における「売春婦」たちの多くは貧困家庭の出

身者であり、人身売買の被害者であり、直接的な暴力と搾取の被害者であった。だが、売

買春の制度は男性支配社会にあっては絶対に必要なものであるとみなされており、それゆ

えそこに貧困（経済的権力関係）や人身売買や暴力が深く結びついていても、この貧困や

人身売買や暴力そのものがしばしば不可視なものとされてしまうのである。手に触れるも

のがすべて金となったミダス王のように、男性支配を根底から支える諸制度はそれが触れ

るいっさいを暴力や抑圧ではない何かに、おそらくは自由や自発性や労働のような何か正

当なものに塗りかえてしまうのである。 

 相互に不可分に結びついたこれら二つのメカニズムを通じて日本人「慰安婦」は二重に

不可視なものにされた。この不可視化は、売買春という性的搾取の制度を必要悪（時には

必要善）とみなす男性支配社会の土台そのものから生じている。だからこの不可視化と対

決することは、支配的な性差別文化の根幹の一つと対決することを意味する。 

 

Ⅱ 

 

 「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター（VAWW RAC）の編集になる

本書『日本人「慰安婦」――愛国心と人身売買と』は、このように二重に不可視化されて

きた日本人「慰安婦」の問題に正面から光を当てた最初の本格的著作であり、日本と韓国

の 13 人の著者たちによる共著である。長年にわたって慰安婦問題に取り組んできた著者た

ちは、数年前から日本人「慰安婦」プロジェクトチームを立ち上げ、足かけ３年にわたっ

て調査研究を積み重ねてきた。戦前の警察資料や裁判所の記録、軍事関係の資料、その他

の公文書類、無数の雑誌記事や実録著作、さまざまな当事者の証言やインタビューや取材

記録、種々の研究書、等々を用いて、立体的に日本人「慰安婦」の実態を明らかにしてい

る。 

 同書は３章構成となっており、第 1 章は「日本人『慰安婦』はどう集められたか」、第２

章は「日本人『慰安婦』はどう扱われたか」、そして第３章は「日本人『慰安婦』の戦後は

どうであったか」、である。しかしこの章区分はあまり厳密なものではなく、募集方法の問

題は第２章でも扱われているし、現地での実態は第１章でも扱われている。そこで、この

章区分にあまり拘泥することなく、この３つのテーマに沿って本書の内容を紹介していこ

う。 

 まず、日本人「慰安婦」がどのように募集され、どのように現地に調達されたか、であ

る。 

 日本の植民地やその侵略地域における「慰安婦」募集と同じく、内地における日本人「慰

安婦」の募集を命じたのは日本の軍部（と内務省）であり、これはまぎれもなく国家的事

業であり、一個の国策であった。そして、その命令を受けて実際に「慰安婦」を集めて外

地に送ったのは民間の業者や個人であった。そして、当時にあっても前借金などで身柄を

拘束して売春目的で日本人を外国に送ることは国際条約違反であり国内の刑法にさえ反す

る違法行為であった。それにもかかわらずそれが可能となったのは、それが日本の軍部と

内務省による命令にもとづくものであって、したがって法執行上の特別扱いを受けたから

に他ならない。しかし、この命令は広く周知されていたわけではなかったので（軍部は一

方では「慰安婦」募集を「合法化」しながら、それを皇軍の体面を汚すものとも考えてい

て、それを内密に推進したのだ）、しばしば日本国内の地方警察の実務と衝突することにな

った。 

 たとえば和歌山の事件では次のような顛末をたどっている。1938 年 1 月、和歌山県警の
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田辺警察署は、外地に送る女性を求めて飲食店街を徘徊していた男性３名を「婦女誘拐の

容疑あり」として拘束した。しかし、この３名は、自分たちはけっして怪しいものではな

く、軍上層部のある人物（荒木貞夫陸軍大将）の依頼を受けて上海皇軍慰安所に送る酌婦

を募集していたにすぎないと供述した。そしてすでに 70 名の女性を上海に送っており、そ

の際、大阪九条警察署と長崎県警察外事課の便宜供与を受けたと述べた。和歌山県警が実

際に大阪九条警察署と長崎県警察外事課に問い合わせてみると、ほぼ３名の言い分とおり

の回答が得られた。結局、田辺警察署は、「皇軍慰安所」の話の真偽は不明なれど、「容疑

者の身元も判明し、九条警察署が『酌婦公募証明書』を出した」ということで、この３名

の身柄を解放している。こうして、本来は犯罪行為であったものが、「国家と軍の関与」に

より、「犯罪行為ではなくなった」のである（92 頁）。 

 では民間業者や民間人はどのように「慰安婦」を募集・調達したのだろうか？ 同書で

はさまざまなパターンが資料にもとづいて明らかにされている。 

 １つ目は、国内においてすでに過酷な前借金や年期条件のもとで売春に従事させられて

いた女性たち（彼女らの多くは 10 代の頃に親によって業者や私娼に売られている）に対し

て、よりよい条件を提示することによって外地に行く気にさせるという手段がとられてい

る。軍が前借金を肩代わりしたり、より短い年期で廃業することができたり、よりよい取

り分が保障されたりしている。この募集方法は、女性の調達手段としては当時にあっては

最もましなものであった。そして、比較的初期の段階でこの条件を受け入れて「慰安婦」

となった女性たちは、戦況が著しく悪化する以前に帰国することができた場合には、相対

的に「いい思い出」として自己の慰安婦体験を語っている。しかし、この事実は、それ以

前の生活がいかに過酷で絶望的なものであったかを示すものでしかなく、彼女らが戦時性

被害者ではないということをいささかも意味するものではない。 

 ２つ目は、業者が貧困家庭に直接出向いて、貧しい親から娘を「買いつける」方法が取

られている。典型的な人身売買である。たとえば、そうした調達を行なう側であったある

男性は、貧困家庭の娘を「買いつけ」るさい、必ず地元の米屋を連れていったそうである。

「現金での売買よりも、その日の食事に事欠く家は目先の米俵に弱い。その場で『この娘

は米何俵』というやり取りが行われる」（164 頁）。 

 ３つ目は、日本の料亭などが高級将校用の慰安所として店ごと戦地に移動するケースで

ある。そして４つ目は、国外で現地女性に対して広範に用いられた手法と共通しており、

「看護婦」などの他の仕事に従事するのだと言ってだまして女性を戦地に連れていくケー

スである。このようなだまし（これは強制連行の一形態である）の事例も少なからず存在

していた。たとえば、山東の済南に駐屯していた第 59 師団の元伍長は、「1941 年のある日、

国防婦人会の『大陸慰問団』という日本人女性 200 人がやってきた。彼女たちは部隊の炊

事の手伝いなどをするつもりだったのが、皇軍相手の売春婦にさせられてしまった。将校

クラブにも、九州の女学校を出たばかりで、事務員の募集に応じたら慰安婦にさせられた

と泣く女性がいた」と証言している（117 頁）。 

 形式的には、当時の軍部でさえ「だましによる女性の国外移送」までは認めていなかっ

たにもかかわらず、そうした事例が取り締まられた形跡はまったく存在しない。売春目的

で女性を国外移送することが「合法化」されたことで、むしろ違法な「だましによる国外

移送」もやりやすくなったのである。なぜなら、「自発性」によるのか「だまし」によるの

かは外形的には区別がつかないからである。この点は、今日においても売春合法化と人身

売買の拡大との関係を理解する上で、きわめて重要である。セックスワーク論者は、売買

春を違法化すれば「地下」にもぐるだけだと言うが、売買春を合法化すれば本来は「地下」

にしか存在しないはずの人身売買や強制売春をも「地上化」するのである。 

 以上の４つの事例のうち第１のケースに関しては、単に前借金や年期や取り分などの諸
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条件がよかったというだけでなく、もう１つの要素が彼女らが「慰安婦」になる上で大き

な役割を果たした。それが愛国心である。本書の副題が「愛国心と人身売買と」となって

いるのは、この「人身売買」と「愛国心」とが、日本人「慰安婦」を動員する上で決定的

な要素になっていたからである。「お国のため」「死んだら靖国神社にいれてもらえる」と

いう気持ちだったと後に多くの当事者が証言している。しかし、この希望は実際には裏切

られた。元日本人「慰安婦」の山内馨子さんは戦後こう語っている。 

 

 横井さんが戦争の犠牲者だっていうなら、あたしだって戦争の犠牲者よ。陛下のためだな

んていってるけど、何が陛下のためよ。あたしらもそういわれて行ったんじゃないか、チク

ショーと思ってね。あたしは結局そのことが出てくるからお嫁に行けないでこうしているん

だって厚生省にいってやりたい。（26 頁） 

 

 愛国心（ナショナリズム）と戦争は、平時において不平等な地位に置かれた人々に、努

力しだいでは同じ「国民」として扱われるかもしれないという希望を抱かせる。この希望

に導かれて、戦前、たとえば部落解放運動の指導者たちも戦争協力になびいていったので

ある。だが、クラウゼヴィッツが言うように、戦争は別の手段をもってする（平時の）政

治の継続にすぎない。徹底して性差別的であった平時の帝国日本が戦時において女性を平

等に扱うことなどありえないのであり、むしろこの不平等は戦時においていっそう過酷に

なる。戦地における膨大な慰安婦の存在こそ、この不平等の先鋭な現われに他ならない。

「慰安婦」として国に貢献したのに不平等に扱われたのではなくて、「慰安婦」として貢献

させられたことこそが不平等の典型的な実践なのであり、だからこそまた戦後、彼女らは

闇に葬られ、見捨てられたのである。 

 

Ⅲ 

 

 次に、現地において日本人「慰安婦」はどのように扱われたのだろうか？ まずもって、

日本人「慰安婦」が朝鮮半島出身の「慰安婦」よりも相対的にましな待遇を受けており、

一般兵士用ではなく将校用の「慰安婦」はさらにましな待遇であったことを指摘しておく

必要がある。募集年齢や廃業条件などに差別があっただけでなく、前借金の額や取り分に

関しても民族間差別が厳然とあった。しかし、これは同じ戦時性被害の中の序列付けであ

って、被害者の中に格差をつくりだすことで被害者を分断統治する手法にすぎない。西野

留美子氏は次のように述べている。 

 

 「特権の付与」は、日本人「慰安婦」に自らが受けている被差別・被害者性・女性差別を

見えにくくする……役割を果たしたのではないか。いわば日本人「慰安婦」に持たせた優越

意識は、朝鮮人「慰安婦」に向けられた差別・蔑視と裏表一体で、民族格差という形での特

権の付与は日本人「慰安婦」自身に向けられた被差別の目くらましとして機能した。（130

～131 頁） 

 

 また、「朝鮮半島では『若くて性病のない処女』が徴集の対象になったのに対して、日本

人『慰安婦』は当初から公娼制度下の女性たちがターゲットにされた」（132 頁）。日本の「大

和撫子」が兵士たちの「慰安婦」にされた場合にはむしろ兵士の士気が損なわれるとみな

されたからである。これはけっして日本人女性が人として尊重されたということではなく、

ただ、「健全な婦女子」と「売春婦」とに身分的に分断された上で、それぞれが必要な性的

資源として活用されたというにすぎない（「女性の活用」は今でも自民党や財界が好む言い
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方だ）。すなわち、前者は皇軍の子弟を生み育てる生殖的資源として、後者は兵士の性欲を

処理する生理的資源として。 

 しかも、一般兵士用の日本人「慰安婦」の置かれた状況は十分に過酷なものだった。あ

る元「慰安婦」は「１人が終わると、ドタドタッとお手洗いに駆け込んでよく洗う。それ

からまた部屋に戻ると、また兵隊さん。男、男、男の繰り返し」と証言しており（124 頁）、

また別の元「慰安婦」は「１日平均 30 人」を相手にし、「浴衣１枚に帯もしめず、布団の

上に寝て彼らを待っていた」と証言している。また別の元「慰安婦」は、日本軍の部隊と

ともに戦線を転々とし、結局８年ものあいだ各地の慰安所ですごした。「捕虜になり帰国し

た時には無賃乗車券１枚を持っているだけだった」（127 頁）。 

 先に紹介した「慰安婦」調達のケースのうち、第１のケースは相対的に最もましなもの

であったが、第２のケース（人身売買による調達）にあっては内地での性的搾取と何ら変

わらない状況も見られた。台湾の慰安所にいた城田すず子さんは、「半年ぐらい働いても、

借金はまったく減らなかった」と証言している（129 頁）。 

 

Ⅳ 

 

 最後に、日本人元「慰安婦」たちの戦後はどのようなものだったのかを見ていこう。 

 まずもって、ほとんどの人がこの経験について完全に沈黙することを選んだ（136 頁）。

それは、戦後の日本社会をも広く長く支配しつづけている風潮、すなわち、売春従事者や

性的被害者を蔑視する性差別的風潮のゆえである。そして、実際に証言してくれた人はあ

まりにも少ないので、その少数の証言から何らかの共通の特徴を確定的に引き出すのは困

難だろう。だからこのテーマでは、ただ個別の事例を当事者の証言を中心に丁寧に紹介す

ることしかできない。本書でもそうした手法が用いられている。そのいくつかの事例の中

で、ここでは２つだけ紹介しておこう。 

 １人は先ほども登場した城田さんである。彼女はある男の「３号」として外地から帰国

した後、家を出て博多に向かい、米兵相手に売春をしながらかろうじて生活を維持した。

その後、1955 年、たまたま目にした『サンデー毎日』で婦人保護施設「慈愛寮」のことを

知って入寮。在寮中にキリスト教に入信。その後、度重なる病気、入院を経て、婦人保護

施設の「いずみ寮」に入寮。さらにその後、千葉県の「かにた婦人の村」に移って、そこ

で生涯を終えた。彼女は、「慈愛寮」に入寮してキリスト教徒になってから、自らの「慰安

婦」としての過去を語りはじめ、貴重な証言を残すことになった。彼女は、「かにた婦人の

村」にいるときに、慰安婦の慰霊碑を建ててほしいと強く訴えた。「それが言えるのは私だ

けです。生きていても、そんな恥ずかしいこと、誰も言わないでしょう」（217 頁）。そして

その願いどおり、1986 年に「かにた婦人の村」の山頂に従軍慰安婦の慰霊碑が建てられた。

彼女は余生を「かにた婦人の村」の「看護寮」（高齢者寮）ですごしたが、「静かな病室で

暮らしたいと祈った。祈った。毎日毎晩祈った。通じたのね。神様にね」という言葉を残

している。そして彼女は 1993 年に永眠した（219 頁） 

 もう１つの事例は、騙されて慰安婦にされてそのまま国外に置き去りにされた女性たち

である。 

 証言してくれた方は長崎の出身で、19 歳か 20 歳ぐらいの時に「南方に仕事がある」と言

って外地に連れていかれたところ、シンガポールの慰安所でそのまま「慰安婦」にされて

しまう。彼女が泣く泣く証言してくれたところによると、戦争が終わって日本兵は引き上

げたが、「慰安婦」にされた女性たちは敗戦の事実そのものを知らされることなく現地に置

き去りにされた。すっかり途方に暮れていたところ、親切な現地の男性が面倒を見てくれ

て、彼と結婚することになった。故郷に帰れば「慰安婦」だったことがわかって家族が迫
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害され差別されるかもしれないと思い、故郷に帰ることなくそのままシンガポールで暮ら

し続けたとのことである（220～221 頁）。 

 このように戦後「慰安婦」が現地に置き去りにされるという事例は、朝鮮半島や中国大

陸出身の「慰安婦」の場合には非常に普遍的に見られたが、日本人「慰安婦」にもそうし

た事例があったわけである。 

 

Ⅴ 

 

 戦争が終わったからといって、日本政府の「慰安婦」政策は終わらなかった。彼らは今

度は日本に進駐してきたアメリカ軍兵士のための慰安所をつくろうとした。自分たちが占

領地で強姦や略奪などをさんざん行なってきたので、今度は自分たちが同じ目に会うこと

を恐れたのだ。彼らは内務省警保局長の通達を通じて、全国の進駐軍進出地域の業者に慰

安所を作らせた。東京に設置された特殊慰安施設協会（RAA）をはじめとする諸施設がそ

れだ。よく誤解されるが、RAA は全国組織ではなく、あくまでも東京を中心とする組織で

あり、それとは別に全国に多くの慰安諸施設・団体がつくられた（225～226 頁）。そして

この時にも動員されたのは、すでに売春に従事していた女性たちであり、そして用いられ

た口実も同じ「お国のため」だった。日本の為政者たちの姿勢は何ら変わっていなかった。

彼らにとって、女性はどこまでも国策に利用するべき性的資源でしかなかった。 

 その後の戦後民主主義の長い経験にもかかわらず、右翼ないし保守派の政治家たちが基

本的にこのような観点と無縁ではないのは、大阪の橋下市長の一連の発言や保守右翼論壇

における無数の言説からも明らかだろう。彼らは本質的に何ら変わっていないのである。

だからこれはけっして過ぎ去った過去の問題ではなく、現在の先鋭な問題でもあるのだ。 

 最後に、本書で戦後の RAA について論じた平山和子氏の論文の締めくくりの一節を引用

して、これをこの書評論文の締めくくりとしよう。 

 

 敗戦後、約 70 年間日本国民が「抱きしめて」来た憲法第９条体制は、「戦後レジームか

らの脱却」と称する安倍第２次内閣によるなりふり構わぬ骨抜き、解釈改憲の下で、風前の

灯である。しかし、アジア・太平洋戦争と敗戦後の軍隊「慰安婦」に象徴される女性の人権

侵害の歴史を詳細に追ってきたわたしたちは、軍隊（国家）がいざとなったら、女性を放置

するだけでなく、自分たちを守るために楯にすることを知っている。この重い歴史を踏まえ

て、軍事化の過程で絶えずレトリックとして使われる女性の二分化（護るべき「良家の子女」

／犠牲にすべき「特殊女性」）を超える思想と実践をわたしたち（女性も男性も）が、どの

ように積んでいけるのかが問われている。（233 頁） 
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■講演■ 

オーストラリアにおける売買春をめぐる議論とその歴史 

（2014 年 5 月 8 日、同志社大学） 

キャロライン・ノーマ 

 

 

【解説】本稿は、2014 年 5 月 8 日に同志社大学グローバル・スタディーズ研究科の主催する連続セ

ミナーシリーズの第 42 回目の企画でなされた講演の元原稿に、若干の修正を加えたものです。なお、

この企画には「女性・戦争・人権」学会も共催として参加しました。最後の「質疑応答」は、同志社

大学グローバル・スタディーズ研究科の企画担当者によってまとめられたものを、許可を得た上で転

載したものです（「である」調で統一させていただいた）。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

 

 日本の学者の中には、たとえば追手門学院大学の森島覚（あきら）氏のように、オース

トラリアにおける売春合法化を日本にとっても見習うべき優れたモデルとして推奨してい

る人々がいます。オーストラリアのほとんどの州では、売買春の中にいる女性の生活と福

利を政府が守るという建て前のもと、性産業が非犯罪化ないし合法化されています。政府

は、性風俗店の各部屋に「非常ボタン」を設置することを命じる一方で、売買春の合法化

がおおむね中心にしていたのは、性風俗店やデリヘル業者から登録料を集めることであり、

売春従事者に性病検査を義務づけることでした。ニューサウスウェールズ州においては、

性産業は非犯罪化されていますが、そのことが意味しているのは、政府が売買春関連ビジ

ネスに対していかなる特別の規制も課さないということであり、唯一求められている要件

は、都市計画法にもとづいて地方自治体に登録することだけです。 

 オーストラリアにおける性産業合法化の長期的な影響は実に深刻なものでした。産業規

模は 1990 年代末から急速に膨れ上がりましたが、それは、売買春が社会的に許容され、売

買春に関する政府の規制が緩和されたことによります。性産業はそのビジネスを多様化さ

せることができるようになり（ストリップ・クラブ、デリヘル、など）、大量のアジア人女

性がいわゆる「セックスワーカー移民」としてオーストラリアに流入するようになってい

ます。シドニー都市圏では、2012 年に報道されたところでは、売春施設にいる女性の 50％

以上がアジア出身者であるか非英語圏の人々です。 

 オーストラリアの世論は、こうした状況が、売買春の合法化によって深刻な人身売買問

題が自国に起こっていることを示すものとしては理解していません。売春合法化のせいで、

人々は、政府が性産業の活動に対する厳格な監督を執行しているものと信じ込んでいます。

しかし、実態はまるで違っており、キャンベラの性風俗店は、1990 年代末にこの地域で売

買春が合法化されてからの 5 年間というもの、政府ないし警察によるいかなる正式のチェ

ックも受けていなかったことが昨年暴露されました。性産業の合法化を主張する人々の言

うこととは違って、オーストラリアには「セックスワーカーの組合」は存在しませんし、

性産業にいる女性たちはいかなる労働者保護条項の恩恵も受けていません。というのも、

彼女らは、被雇用者としてではなくその雇用における「請負契約者」として分類されてい

るからです。彼女らは今なお、買春客や売春業者による暴力をこうむっていますし、合法

的な売春施設の中でも人身売買の被害者がいます。女性たちはオーストラリアでも依然と
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して売買春の中で殺害されており、未成年の少女も依然として売春施設の中で見られます。 

１、オーストラリアにおける売買春合法化政策の歴史 

 

 どうしてオーストラリアが世界初の性産業合法化政策を打ち出したのかは、多くの学者

に議論されている疑問です。オランダやドイツに先立ってこの政策を導入したヴィクトリ

ア州政府は与野党一体となって地域社会に大きな変化を与えました。市民の買春行為が、

恥ずべき行為から単なる消費活動へと一変したのです。しかも、政策を実施してから他の

州の議員代表団の多くがヴィクトリア州へ学びにいきました。つまり、合法化政策は 1990

年代に国内中に広がりました。当時の考えでは、ヴィクトリア州政府は性産業の合法化に

よって進歩的で責任感のある政策運営者であるとみなされました。特に HIV/AIDS 問題が

起きた 1980 年後半はこのような考えが強かったのです。 

 なぜかというと、合法化政策では性病検査が法律的に義務づけられています。当時の考

えでは、HIV/AIDS 問題対策に対する政府の積極的な取り組みとして、性病検査などの「被

害最小化（Harm minimization）」政策が理想的なものとされました。しかしそれはエイズ

問題対策を優先するあまり性産業に置かれている人々の、性病以外の福祉・精神状態・暴

力被害を考慮しないものでした。性病検査自体は長い歴史を持つ政策で 19 世紀の日本やイ

ギリスやフランスにもありました。とくにイギリスでは性病検査への市民的反対運動が今

の国連の「買春は人権侵害である」という見方を生み出しました。しかしながら、1980 年

代のヴィクトリア州政府はこのような歴史があること、合法化がどれほど劇的な政策であ

るかということを、当時の議会議事録を読むと、あまり分かっていなかったようです。 

 それから、ヴィクトリア州法が他の州にも広がっていくにつれ、法律の規制内容がしだ

いに緩和されていきました。たとえば、ニューサウスウェールズ州の場合には、性産業が

非犯罪化され、警察や政府機関が性産業に関わらなくなりました。性産業に置かれていた

人々は、ニューサウスウェールズ州ではただの性病検査の対象者になりました。彼女たち

の住宅・子供支援・教育機会・職業訓練などの福祉は問題にされなくなり、その代わり彼

女たちは、政府や福祉施設、さらにほとんどの女性団体によって普通の労働者とみなされ

るようになっていきました。彼女たちがお金を合法的に儲けているからです。性産業に従

属することが性産業の合法化によって美化されたのです。 

 しかし、2000 年代は売春女性の殺害や性産業への暴力団の介入や人身売買問題が多数発

生したことによって、ニューサウスウェールズ州やヴィクトリア州の諸政府は立て続けに

（50 回以上の）法改正を行なわざるをえなくなりました。たとえば、ニューサウスウェー

ルズ州では路上売春の認められている地域の範囲がせばめられました。2011 年にはヴィク

トリア州では性産業に警察が介入できるようになりました。 

 にもかかわらず、他の州政府は今でも合法化や非犯罪化政策を次々に打ち出そうとして

います。しかし、2010 年以降オーストラリアで活動する売買春反対団体が増えてきました

ので、なかなか合法化の提案が通らなくなってきました。売買春反対団体は、女性団体と

キリスト教団体がほとんどです。 

 

２、売買春合法化政策が実施された背景 

 

 1980 年代前半に HIV/AIDS 問題が発生した時は、オーストラリアはかつての日本のよう

に高度経済成長期に入っていました。その当時、麻薬・買春・風俗文化が拡大しつつあり

ました（今もまたそのような社会が戻ってきましたが）。ですので、エイズ問題が発生した
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ことに気づいたオーストラリア政府はパニック状態に陥りました。とくに静注薬物乱用問

題が当時ひどかったのです。このような状態を考えた結果、政府は対策として「被害最小

化」という概念を歓迎しました。麻薬の場合、「被害最小化」策は、政府機関によってクリ

ニックが設けられたり、そこで合法的に静注薬物を使うことができたりする政策です。そ

れから、性産業の場合、「被害最小化」策は、麻薬と同じように健康保護が第一の問題にさ

れ、売買春を主に保健衛生局の管轄化に置くことになりました。つまり、買春を抑制した

り女性が性産業に入らないようにしたりすることよりも、性病の蔓延防止が政策の中心課

題になりました。このような売買春に対する一連の政策はオーストラリアでは 1987 年から

広がってきました。エイズ団体が指導力を発揮していろいろ活動して、そうした政策を政

府に勧めたのです。 

 売買春合法化政策が実施された２番目の背景は警察の腐敗問題でした。1980 年代には各

州政府が警察の腐敗についての委員会を設けています。その結果、売買春施設を経営して

いる警察官が名指しされて新聞報道などによって大事件になりました。この問題と関連し

て暴力団が大都市のシドニーなどで大金を稼ぐことができ、活動をより幅広い範囲ででき

るようになりました。警察が同じ産業で儲けているので、暴力団の活動を取り締まろうと

しないからです。賭博・銃・麻薬・買春がこの時期にはオーストラリアの社会で大きな問

題になりつつあって、それらにどう対応するか政府は迷っていました。それで「被害最小

化」概念を中心とした政策が導入されたのです。 

 合法化政策の第３の背景ですが、オーストラリアという国家の成立の歴史において（先

住民はもっと長い歴史を持ちますが）、売買春が中心的な位置を占めていたことがあります。

最初にオーストラリアに殖民してきた女性たちの間に買春の被害者が多かったのです。な

ぜかというと、植民政策の大きな柱はイギリスの刑務所に入っている人々をオーストラリ

アに送ることだったからです。被買春女性の在監者たちが優先的に送られてきて、殖民男

性社会の犠牲にされたのです。この歴史を考えれば、現在のオーストラリア人男性がどれ

ほど買春行為に寛容的であるかが想像できると思います。 

 

３、売買春産業の合法化と非犯罪化との（実際にはわずかな）違い 

 

 どれほど性産業に対して特別な法律・条令・対策などがつくられているかによって、売

買春が合法化されているのか、それとも非犯罪化されているのかが説明できます。しかし、

実際にはその違いはそれほど多くはないのです。オーストラリアの場合、ヴィクトリア州

の合法化政策とニューサウスウェールズ州の非犯罪化政策との違いは、路上売春を認める

かどうかと、売買春施設の立地規制と施設運営者の登録方法の違いのみです。非犯罪化政

策では路上売春が認められており、どこでも売買が可能です。それから売買春施設を運営

したい人は何ら特別の背景チェック（過去の犯罪歴などについて）などを受けなくてよい

ことになっています。それから、普通の店のように商店街・工場地域であれば、施設をど

こに設けてもかまいません。もちろん、自治体はできるだけ売買春施設が自分の地域に設

けられないように妨害しますが、申請者である施設主は営業者としての権利の点で強く、

ほとんどの場合に後者が法的に勝利できてしまうのです。 

 それから合法化政策のおかげで性病検査機関・医師が大いに儲けています。自治体に雇

われて違法施設を審査する職員も相当に儲けている場合さえあります。つまり、違法施設

が摘発されないように賄賂を受けることがあるのです。施設主も大いに儲けていますが、

これはほとんどの場合に複数の施設を運営するからです。合法的に施設を営業する登録証

は施設の運営を１軒だけに限定していますが、登録証を持つ者は、合法施設に加えて、い
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くつもの違法施設も運営しています。また登録証を有償で第三者に貸したりしています。

このような状態があるため、合法化政策は違法施設を取り締まる上であまり意味のあるも

のになっていません。 

 その反面、ニューサウスウェールズ州では非犯罪化によって問題が多く発生しており、

何度も法改正をしなければならなくなりました。たとえば自治体に登録しないで施設を運

営する者が、登録する者よりも多いという問題です。しかし自治体はそれほど予算がなく

違法売買春施設を審査・管理する余裕がないため、性産業のほとんどが登録さえなしに営

業しているわけです。このような状況からして、現場でどれほどの人権侵害行為が行なわ

れているかが想像できるでしょう。買春被害者が殺されることもありますし、人身売買被

害者もたくさんおり、また児童買春さえ存在しています。 

 

４、売買春合法化後に発生した諸問題 

 

 売買春が合法化されたり非犯罪化されたりする場合、国にとって売春は単なる仕事にな

ります。このような変化によってさまざまな問題が発生します。第一に売春が普通の仕事

になると、女性が一度入った性産業から離脱するのを可能とする政府の援助や支援を提供

しなくてよくなります。つまり、彼女たちが売春によってお金を儲けている事実が重視さ

れて、買春されることによって受ける精神的被害・身体的暴力・孤立化・麻薬とアルコー

ル依存などの問題に取り組む施設や福祉計画を作らなくなります。それは政府にとって予

算負担が軽くなるというメリットがあります。 

 しかし、その反面、オーストラリアの場合、問題が多く出てきました。買春被害者が犠

牲にされたことが第１の問題ですが、それ以外にも問題を指摘できると思います。たとえ

ば、性産業の看板・広告の普及、商店街への売買春施設の進出などです（後述）。社会環境

が悪化しました。 

 それから、性産業に直接関係していない人が殺された事件もあります。数年前に、朝早

く買春被害者が施設の前で売春業者に殴られているのを見て助けようとした弁護士がいた

のですが、彼は売春業者に銃で撃たれて殺害されました。それから、2009 年には人身売買

被害者の恋人を助けようとした 21 歳の男性が売春業者に撲殺されました。今はその男性の

両親が私たち売買春に反対する市民団体の力強い支援者になってくれています。 

 残念ながら、このような問題が多く発生しているのにオーストラリアではまだ現行の合

法化政策を支持する人がほとんどだと思います。この背景には合法化政策に賛成する団体

だけが政府からの援助をもらっていることがあります。人身売買への反対運動はまだまし

ですが、売買春に反対すると政府からの援助はいっさい受けられなくなります。このこと

は市民団体ならみな知っていることです。そして、オーストラリアの団体の中には、海外

支援金で東南アジアや太平洋諸国にまで行って性産業の合法化政策を訴える団体もあって、

とくにパプアニューギニアで性産業が拡大しつつあります。こうした状況のもと、彼ら合

法化推進団体の活動は、私たちにとって恐るべきものです。 

 

５、現在の対売買春産業政策の矛盾 

 

 オーストラリア政府が 2005 年に制定・実施した反人身売買法・政策は国連や欧米諸国に

高く評価されています。しかし、売買春に対するオーストラリア政府の公式の立場、すな

わちそれは人権侵害ではなく「仕事」であるという立場は、国連反人身取引条約に背馳す
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るものだと思います。この国連条約は締約国政府が国内の買春需要を抑えるための政策を

策定することを義務づけています。明らかにこの義務が条約の中にあります。しかし、オ

ーストラリア政府の場合、買春を抑制するのではなく、代わりに売買春業を一つの経済分

野として認めているわけです。それにもかかわらず、オーストラリアの反人身売買法が評

価されています。これは実におかしなことだと思います。 

 実はオーストラリア政府の反人身売買法の焦点は、売買春ではなく強制労働なのです。

もちろん強制労働も人権侵害行為であるのは言うまでもないのですが、人身売買の大多数

は性産業の中で行なわれているわけです。この事実がオーストラリア政府には無視されて

いるのが現状です。たとえば、国内性産業従事者の 30～50％はアジア系の女性なのに、彼

女たちは人身売買被害者ではなく「移民労働者」として政府には認識されています。彼女

たちが契約上、売春施設に支配されている場合でも、人身売買の可能性を当局には疑われ

ないのです。しかもオーストラリアでは性産業への人身売買防止策もあまり運用されては

いません。たとえば、学生ビザやワーホリビザででも性産業に従事できることがその証拠

です。 

６、現在流布している売買春合法化論 

 

 日本でも、以下に述べるような売買春の合法化を擁護する議論が大いに流行しています。

すなわち、身体障がいを持つ男性が性的な人権を行使できるために売買春合法化を行なわ

れなければならない、というものです。セックスワーカー団体が特にこの論理戦略を使い

ます。しかし、障がい者人権団体はこの論理に反対して自分たちの人権を狭く性的なもの

とすることに反論しています。しかも、日本と同じくオーストラリアでも女性障がい者に

対する性的虐待事件が頻発しているなか、売買春の権利を主張する人はあまりも非現実的

にすぎると思います。 

 しかし、この身体障がい者の「性的権利」論はオーストラリアにおいて本当に影響力の

あるものであり、有名な人や学者がこのような保護論を口にしています。 

 

７、商店街への進出と合法店の看板広告 

 

 市内に住む少年たちがよく通うマクドナルドのとなりに売買春施設があります。また、

私が毎日通勤している自転車専用通路のそばにも売買春施設があります。この施設はクリ

スマスの時、大げさに飾りづけをします。この施設のすぐ近くには性病検査クリニックが

ありますが、クリニックの外で列を作って並んでいる人々の風景をよく目にします。印象

的なことは、並んでいる人たちのほとんどが売春業者に連れられたアジア系女性であるこ

とです。日本軍の慰安所を連想させる悲しい風景です。 

 合法店の広告看板は、長年、地域の市民団体によって問題にされていますが、当局がそ

れを排除しようとしてもあまり有効な方法を見つけにくい状況にあります。 

 このような合法の売春施設において、2010 年に児童買春事件がありましたが、いまだに

堂々と開業しています。オーストラリアの首都のキャンベラでも、2008 年に 17 歳の女性

が店で静注薬物乱用によって亡くなる事件が起こりました。そこも合法の施設でした。 

 それから、この広告の文章ですが、チョコや花なしで女性とセックスできるよと呼びか

けています。非常に性差別的なメッセージが店の広告によってオーストラリアの公けの場

で発せられているわけです。この広告が発しているメッセージは、男性が女性に対して花

をあげたりするなど心を込めた優しい振る舞いをするのはあくまでも性的に相手を操るた
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めのものであって、男性にとって本当はそんなことでお金をむだにしたくはないのだ、と

いうことであり、また、被買春者に対してはそのようなくだらない思いやりを示さなくて

いいのだということです。彼女たちは尊重すべき相手ではないというメッセージです。 

 

８、違法店の増大 

 

 大都市のメルボルンやシドニーでは、違法店は法律によって認められている店よりずっ

と多いという状況にあります。２倍か３倍ぐらい多いと思われます。この写真（割愛）の

ように、違法店のほとんどはアジアに関連した雰囲気を演出しています。このようなとこ

ろでマッサージを受けるために、私の友人は各店を回っています。彼女の報告によると、

違法店には必ず若い韓国・台湾・香港人女性がいます。友人は彼女たちと会話を交わしま

すが、その会話からわかったのは、学生ビザやワーホリビザで店に入ったとのことです。

友人が珍しい女性客なので、けっこう女性たちに歓迎されているようです。でも、やはり

危険な活動だと思います。友人にとっても彼女たちにとってもそうです。やはり違法店を

経営する人たちのほとんどが暴力団と何らかのかかわりがあるからです。 

 それからデリヘルはオーストラリアには山ほどあり、合法店もデリヘル事業を行なって

います。私はデリヘルについての裁判の判決を数件読んだことがありますが、そこには実

に恐ろしい性被害にあった買春被害者・殺害被害者の経験が語られています。たとえば、

結婚前の新郎パーティーに派遣され、そこで何十人もの酒に酔った男性に性行為をさせら

れ、だんだん暴力的になった性行為の被害を受けた女性の体験。それから、ある男性の自

宅に派遣され、そこで何時間にもわたって拷問され、結局裸のまま隣の家に助けを求めた

女性の体験などです。 

 

９、オーストラリアの性産業における「日本人」 

 

 オーストラリア人男性には、オーストラリアに売られてきた日本人女性を買春してきた

長い歴史があります。オーストラリアの北部および西部に「からゆき」として売られてき

た日本人女性は、19 世紀後半に、鉱業、真珠の養殖、漁業などに従事するオーストラリア

人男性によって買春の対象とされました。オーストラリアで売春させられた最初の日本人

女性が公式に記録されているのは 1887 年であり、日本人女性は、20 世紀初頭までオース

トラリアに売られつづけました。それを仲介したのは、香港やシンガポールで活動してい

たブローカーや人身売買業者です。今日でも、日本人女性がオーストラリアの性産業に売

られている証拠が存在します。たとえば、2005 年に報道されたところでは、クイーンズラ

ンド州の警察は、日本人女性がアジアの犯罪組織によって同州に売られてきたとの訴えに

もとづいて捜査をしています。オーストラリアにおける性産業の新聞広告はしばしば、「日

本人」女性を提供していると主張していますが、そうした女性の多くは実際には韓国人か

中国人のようです。 

 オーストラリアの性産業でアジア人女性が「日本人」として宣伝されるのは、オースト

ラリア人男性が日本人女性を買春してきた長い歴史があるからです。オーストラリア人男

性は、戦後日本の占領時代に連合国軍の一員として日本人女性を買春しましたし、今日で

もオーストラリアには、占領が 1952 年に終了した後に、オーストラリア人兵士の花嫁とし

てオーストラリアに渡ってきた老婦人がおられます。 

 こうした歴史は、オーストラリア人男性による日本人女性の性的フェティシズム化とい
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う遺産を残しました。「日本人芸者」というイメージは、オーストラリアではさまざまな文

脈で使用されています。たとえば、シドニーには、もっぱら日本人女性だけをリクルート

している「ホステスバー」が存在しています。必ずしも女性たちがこのような場を通じて

売春に従事させられているとはかぎりませんが、この５年間ほどでオーストラリアで「ホ

ステス」街が出現したことは、性産業とその業務様態がしだいに「アジア化」しつつある

ことを反映しています。同じく、韓国人や中国人が経営している「カラオケ」売春ビジネ

スというのが現在、メルボルンやシドニーで見られます。これらの場は、ビジネスか観光

でオーストラリアにやって来る日本人の男性買春ツアー客にとって魅力的なものであり、

1990 年にすでに、オーストラリアが日本人男性にとって魅力的な買春ツアーの目的地とし

て宣伝されていると報道されています。 

 

10、買春行動と買春者への寛容 

 

 売買春の合法化はオーストラリアの社会環境に大きな影響を及ぼしました。まず、地域

新聞の裏紙にかならず売買春事業報告が出るようになりました。それから、売買春事業の

種類がより多様化してきました。たとえば、今は「紳士クラブ」というものが流行ってい

て、売買春施設と違ってクラブではアルコールを飲んでも OK です。このため、クラブで

働く女性がいつも危ない状態に置かれていて、多くの事件が発生しています。レイプ事件

についてはたまに新聞に出ています。それから、このようなクラブは日本の会社文化のよ

うに企業幹部の接待場所になりつつあるため、会社で働く女性にとっては、自分の働く会

社で見られる性差別的な企業習慣とつながっています。私の友人の弁護士はこのようなク

ラブに通う男性同僚に対して不快感・疎外感を持っているようです。 

 もう一つの社会的影響としては、オーストラリアの裕福な男性層の買春習慣に対してメ

ディアなどが大変寛容であることです。男性政治家やタレントや企業幹部の買春行為がと

きどき報道されていますが、それに対する反応はとくに目立つものもなく、彼らはそうし

た報道後も引き続きテレビ番組などに出ています。オーストラリアの最も裕福な企業家で

あるケリー・ペイカー氏（すでに故人ですが）の場合、彼からアパートや生活費などを提

供されていた女性は、これらの支援がペイカー氏によって撤回された時に自殺した事件が

ありました。 

 

11、オーストラリア、日本、韓国 

 

 オーストラリアと日本には、性産業に対する政策アプローチの点で多くの共通点があり

ます。両国の政府は、売春とポルノグラフィにとって非常に歓迎的で業者に好意的な環境

をつくり出す政策を実行しています。日本社会とオーストラリア社会のどちらにも、産業

化された売買春の長い歴史がありますし、このことは不幸なことに、女性と子どもを買う

男性の「権利」を公に容認することが両国において深く定着していることを意味していま

す。 

 韓国では、性産業が犯罪化された 2004 年以降になってようやく、地域で活動している売

買春に関してオルタナティブな政策モデルが登場するようになりました。この立法のおか

げで、韓国政府は韓国人女性がオーストラリアに人身売買されて売春させられる事態に介

入することができるようになりました。そして、この問題をめぐってオーストラリア政府

と韓国政府のあいだで（限定された）軋轢が起こっており、このことがオーストラリアの
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メディアで報道されるようになっています。私は、今後、韓国、日本、オーストラリアの

活動家たちが協力しあって、国境を越えた人身売買、ポルノ取引、買春ツアーといった諸

問題をめぐってできるだけ大きな「外交的緊張」をつくり出すことができるようにしたい

と思っています。グローバルに広がる商業的性搾取と対決する上での私たちの最初の課題

は、グローバルな商業的性搾取が起こるのを許している政府間の協力関係に介入すること

だと思います。 

 政府間のこのような共犯関係を最近大きく妨害してきたのが、売買春対策の「北欧モデ

ル（Nordic Model）」と呼ばれる政策形態だと思います。 

 

12、「北欧モデル」の政策重点 

 

 1999 年にスウェーデン政府が導入した売買春法・政策はその時から世界中に大きな影響

を及ぼしました。この法律は買春行為を禁止して加害者を処罰するものです。それと同時

に、買春被害者が非犯罪化され性産業から脱け出せるよう政府からさまざまな支援を受け

られるようにしました。それから、買春行為がどれほどの人権侵害であるかについて、学

校教育や政府広報が行なわれます。私の知り合いの人の例ですが、彼女の娘がスウェーデ

ンの高校に留学したら、そこで買春が人権侵害であるという趣旨の授業を受けたそうです。

オーストラリアに帰って母親に売買春についての話をして、母親がびっくりしたようです。

しかし、娘にとってはその授業の内容は興味深く、勉強になったようでした。 

 韓国でも自治体職員や警察や兵士に年に１回、買春の人権問題についての教育を受ける

ことが法律で義務づけられています。韓国では買春被害者は１年半にわたって資金援助を

受けたり、３年間の住宅支援を受けたりすることができます。それから、教育・職業訓練

なども受けることができます。韓国政府は、買春をある種の女性に対する暴力行為ととら

えており、そのため予算措置や社会福祉計画などが DV 対策と同様に行なわれています。 

 スウェーデン国民の中にはこの法律を支持する人数が年々増えています。最初は半数に

満たない市民の支持で制定されたのですが（女性の間では過半数でしたが）、今は完全に市

民の過半数の支持を得ています。なぜなら 10 年前学校で教育を受けた子供たちが現在成人

していて、有権者としては政治の中に入ってきたからです。すばらしい社会変革を成し遂

げた国だと思います。 

 ちなみに、韓国の法律が導入されて以降、日本人が韓国での買春行為によって逮捕され

たことがあります。日本人男性の韓国での買春行動の歴史を考えると、これは画期的な出

来事だと私は思います。日本人の買春ツアー客がはじめて自分の行為が人権侵害だと知る

機会になる可能性があるからです。しかし、彼らは日本に帰るとやはりまた買春に寛容的

な環境に戻り、自分が加害者であることを意識しなくなります。日本社会にとってこれは

とても残念なことだと思います。韓国政府の法律・政策をできるだけ早く日本でも導入す

べきです。 

 

13、21 世紀における買春産業合法化に対する逆風 

 

 オーストラリアや日本のような性産業王国は 21世紀の世界ではだんだん主流ではなくな

りつつあると思います。なぜかというと、1999 年にスウェーデンが新しい取り組みを発表

してから、同じ政策をとるようになった国や国際機関が増える一方だからです。とくに今

年の欧州議会が「北欧モデル」型政策を正式に採用したことは、ヨーロッパ全体の変化を
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推し進める結果になると思います。この欧州議会の発表で歴史上初めてヨーロッパで買春

者が性差別暴力者であるという提言がなされました。これは本当に歴史的な出来事だと思

います。これは何よりもスウェーデンの女性運動家のおかげです。 

 彼女たちの長年の活動のおかげでヨーロッパにおいて人身売買問題を抑える大きな鍵が

生み出されました。つまり、買春行為が禁止されると性産業の規模が縮小するということ

です。なぜなら需要が減るからです。もちろん、買春者のすべてが買春行為をやめるわけ

ではないのですが、ある程度の部分がやめて、その程度に応じて性産業規模が縮小してい

きます。縮小すればするほど売春業者たちは人身売買活動をする動機がなくなります。買

春需要がなくなっていくからです。人身売買活動は金銭的な投資がかなり必要なので、そ

の資金を取り戻すような買春需要がなければ最初から行なわれないものなのです。これは

私が言っている意見ではなく、学者が研究で発表している結果です。 

 ですので「北欧モデル」型政策は基本的に反人身売買政策であり、その被害者の数を抑

える効果のあるものです。スウェーデンではこの効果がすでに確証されています。重要な

のは、ある１つの国だけでこの政策を導入することではなく、国際的な地域全体で同じ政

策をとることです。韓国の場合、国内の性産業を縮小させることには成功していますが、

現在、売春業者たちは韓国女性を日本やオーストラリアにまで運んで人身売買しています。

この現象はあくまでも日本政府やオーストラリア政府が「北欧モデル」型政策をとらず、

性産業市場がまだ活発な環境を維持しているからです。そのことが韓国政府の政策を妨害

していると私は思います。韓国政府が女性の国民を買春行為から守ろうとしているのに（ど

れほど政府の活動に不備な点があっても）、他国政府が韓国女性を自国の性産業に受け入れ

ているわけです。これは外交上の問題にすべきだと思います。 

 このような世界レベルでの大きな政策変化を促した力は、21 世紀の買春サバイバー団体

だと思います。1980 年代、1990 年代にはアメリカやオーストラリアから登場したセックス

ワーカー団体の力が強く、いろいろな面で各国の売買春・人身売買政策に影響を与えまし

た。しかし、今は売買春合法化政策には逆風現象が起きており、買春サバイバー団体の力

が強くなりつつあります。彼女たちはたいへん勇気のある方ばかりであり、さまざまな攻

撃を浴びせられている中で、性産業に寛容な社会と闘っています。とくにアイルランド人

のレイチェル・モラン氏が活動的です。 

 

【質疑応答】 

１）1980 年代のオーストラリアの売買春合法化の以前には、どのような法律で売買春が規制

されていたのか。⇒（回答）オーストラリアでは刑法上の条文によって禁止されており、処罰の

対象は売春従事者と売春業者であり、買春者は対象外だった。 

２）オーストラリア政府が売買春合法化のために利用した論理は何か。⇒（回答）対外的には

女性の保護と施設の衛生環境の向上、警察と暴力団の共謀を防止すると説明されていたが、実際

には HIV／AIDS の伝染拡散が政府の懸案事項であり、売買春合法政策の目的は強制的に女性達

に HIV／AIDS 検査をさせることであったと言える。 

３）コンドームを使わない買春行為に対する罰則はあるのか。⇒（回答）コンドームの未使用

はヴィクトリア州でもニューサウスウェールズ州でも処罰の対象である。しかし未登録の売買春

施設の中にはコンドームを使用させずに運営している業者もある。そもそも売買春合法政策の下

でコンドームの使用を義務づけているのは、男性への性病予防のためであり、女性の保護を目的

としたものではなかった。 

４）セックスワーカー団体が売買春合法化の後押しになったことについてもう少し詳しく。⇒

（回答）合衆国、カナダ、オーストラリアのセックスワーカー団体は、売買春従事者である彼女
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たちのための彼女たちによる団体であると言われてきたが、その団体の組織化にあたって売春業

者との金銭のやり取りがあったことが最近の研究で明らかにされた。このことが、売買春業者か

ら資金援助を受けているセックスワーカー団体が売買春合法化を推進したことの背景にあると

考えられる。 

５）オーストラリアの建国史と売買春の関係について。⇒（回答）最初の女性の植民者は、買

春のために送られてきた女性たちであった。関連論文が２本ほど発表されている。 

６）街中で大々的に売買春施設の広告が打たれていることとキリスト教徒の多いオーストラリ

ア社会との関係。⇒（回答）キリスト教徒の多い国でありながら、オーストラリアの歴史の始ま

りにすでに売買春が組み込まれていたことが関係しているだろう。 

７）売春当事者が売春業者を始めることもある。当事者と業者はそんなにきれいに分かれるも

のなのか。⇒（回答）最近の実証的な研究では、業者は売春従事している女性に対して非常に暴

力的で、客にさえ暴力を振るうことがあることが明らかになっている。当事者と業者の境界線は

引けないのではないかという議論よりも、女性達の被害は依然として減っていないということに

注目することが重要である。 

８）搾取的・暴力的ではない売春業者がいるから、セックスワーカーの立場がまだましな状態

にあるのではないか。⇒（回答）業者がないと安心してセックスワーカーが働けないという意見

に対しては、北欧モデルを導入して、売春業者と買春男性だけを処罰し、売春当事者は罪に問わ

れないようにした方が、女性たちが自身の被害を警察に訴えやすくなっているとスウェーデンの

研究で明らかにされている。逆に売買春が合法化されていると、女性がどんなにひどい被害にあ

っていても、女性の自由意志で売買春産業に従事していると思われてしまうため、助けを求めに

くくなっている。 

９）新自由主義的な政策が進展している中で、北欧モデルは浸透するのだろうか。⇒（回答）

韓国は日本よりさらに新自由主義的な風潮が強いが、北欧モデルを導入したことに注意を向けて

ほしい。女性の社会状況や雇用状況がよくなってから、新自由主義が終わってからでないと売買

春の問題を解決することができないという議論はよくされるが、あまり評価できない。なぜなら、

すべての他の問題が解決するまで、男性のセックスへの「権利」を残し続けることになるからで

ある。 

10）質問者は金銭の支払いが伴って、合意の上で性的なサービスを売り買いするのは問題が

ないと思っている。性暴力ではない売買春もあるのではないか。すべての売買春が性暴力だとす

る理由は何か。⇒（回答）買春自体が女性への暴力だと私は考えている。合意の上という発言が

あったが、お金が介在しているかぎり、合意があるとは言えない。なぜなら相互合意の上のセッ

クスにお金の介在は不要だからだ。 

11）性風俗の仕事をしている人の中には自発的に性的サービスの営業をかけて、前向きに仕

事をしている人たちもいる。質問者もそのうちの１人だが、全ての売買春が性暴力であるならば、

前向きな仕事をしている人に対してもう少し説明してもらいたい。⇒（回答）私は、今まで関わ

ってきた買春被害サバイバーの代わりに今日ここで話をしているので、次のことを申し上げなけ

ればならない。大多数の女性が暴力を受けながら売買春に従事させられていることが調査・研究

によって明らかにされているので、残念ながら質問者の経験は大多数の買春被害者の声を一般化

して代弁できるものだとは言えない。そして法律は、そのような暴力を受けている多数派の経験

をもつ女性たちの被害を防止・救済するために制定されなければならないと考えている。もちろ

ん、私は前向きに仕事をしている人たちや質問者の働き方を否定しているのではない。多くの女

性があなたたちのように自発的に働けたらどんなによいことかと思う。 

【出典】 

http://global-studies.doshisha.ac.jp/attach/page/GLOBAL_STUDIES-PAGE-JA-14/43568/file

/global-justice-42.pdf 
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■論文■ 

性売買規制法の国際的動向──北欧モデルの可能性 

中里見博 

 

 

【解説】以下の論文は、大島和夫他編『広渡清吾先生古稀記念論文集 民主主義法学と研究者の使命』

（日本評論社、2015 年）に掲載された論文です。今回掲載するに当たって、編集上の微修正（表記上の

統一など）を加えたほか、末尾に筆者による「補遺」を追加しました。 

 

はじめに 

 2014 年 2 月 26 日、欧州議会は、「性的搾取と性売買とそのジェンダー平等への影響に関

する決議」（１）を採択し、その中で、性売買の規制法として「北欧モデル（Nordic model）」

を支持した。性売買規制法の「北欧モデル」とは、1999 年にスウェーデンで初めて制定さ

れた法律のことであり、2009 年にノルウェーも導入したことで、そのように呼ばれるよう

になった。その特徴を一言で述べると、ジェンダー視点に立った性売買規制法ということ

ができる。すなわち、性売買とは性別による偏りと力の不均衡が著しい「ジェンダー化さ

れた問題（gendered issue）」であるという認識の上に立ち、そうであるがゆえに、それに

対応する法律もまたジェンダー視点に基づいていなければ奏功しない、とする。その観点

から、従来からの性売買業者の処罰と、性を買われる者（２）の不処罰
．．．

を継承しつつ、新たに
．．．

、

性を買う者の処罰化
．．．

を実現した。このタイプの法律は、その後2009年のノルウェーのほか、

アイスランドによっても導入されている（３）。 

 性売買規制法の北欧モデルは、スウェーデンで初めて施行されてから 15 年後、欧州議会

によってその正当性と有効性が承認され、加盟国に事実上推奨されたことになる。しかし、

 
（１） Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP+TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+
XML+V0// EN. 賛成 343、反対 139、棄権 105。なお本稿では prostitution の訳語として、「売春」ない

し「売買春」を用いず、「性売買」を使用する。「性」の婉曲表現として「春」をあてるのは、現実を隠蔽

するだけでなく、性を買う行為を美化する効果を何がしかもつように思われるからである。 
（２） 本稿では性売買で性を売る人を基本的に「性を買われる人」と表現する。これは prostituted person 

の訳語だが、この表現を用いる意図は、prostituted person を prostitute に代えて使用することの説明と

して書かれた以下と同趣旨である。「"prostituted person" という用語は、"person in prostitution" とおお

よそ同意語として用いられるが、性売買の中の女性のほとんどが周旋されたか、人身売買されたか、社会

的圧力に強いられたか（それには貧困、人種差別、性差別が主に含まれる） によってそこにいるという現

実をより明確に表現している」。Petitioners et al, Suggestions to the Government's Review of the Sex 
Purchase Act, p.7 (authored by Max Waltman and Catharine MacKinnon). 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=2416479. 
（３） フランスでも導入の動きがあり、韓国では類似の法律ができている。その他の国の動きは以下を参

照。Catharine A. MacKinnon, "Trafficking, Prostitution, and Inequality," Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review, vol.46, 2011, pp. 275-276; Gunilla S. Ekberg, "Swedish Laws and Policies On 
Prostitution and Trafficking in Human Beings: An Overview," 2013, p.3, 
http://www.sccjr.ac.uk/wp-content/uploads/2011/12/Briefing-Law-and-policies-on-prostitution-and-TH
B-SwedenGunilla-S-Ekberg-130704.pdf; Janice G. Raymond, Not a Choice, Not a Job: Exposing the 
Myths about Prostitution and the Global Sex Trade, Potomac Books, 2013, pp. 71-78. 
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その一方で、この北欧モデルに対しては強い疑義も示されている。本稿は、北欧モデルと

称されるスウェーデンの性売買規制法とそれを推奨した欧州議会決議を紹介し、対立する

北欧モデルの評価を概観して、最後にその対立を生み出している性売買そのものの捉え方

の対立について若干検討しようとするものである。 

 

１、北欧モデルと欧州議会決議 

  （１）スウェーデンの「性的奉仕購入罪」 

 議論の前提として、性売買規制法の北欧モデルと呼ばれるスウェーデンの法律を確認し

ておきたい。スウェーデンでは、性売買の規制法のあり方をめぐって、1980 年代から約 20

年にわたり女性運動と政府が議論を積み重ねてきた（４）。その結果 1998 年に性売買業者と

性を買う者だけを処罰する法律（以下、スウェーデン法）が成立した（1999 年 1 月 1 日施

行）。それは「女性の安全（Kvinnofrid）」一括法案として提案され、レイプ、ドメスティ

ック・バイオレンス（DV）、職場のセクシュアル・ハラスメント、そして性売買に関する

法案が含まれていたとされる（５）。焦点の買い手の処罰規定は以下の通りである。 

 

①対償を与えて不特定の相手方と性的関係をもった者は、性的奉仕購入の罪
．．．．．．．．

（purchase of 

sexual services）とし、罰金または１年以下の懲役に処する。ただし、当該行為が本章の

他の罪に該当する場合はその限りでない。②前項の規定は、対償を与える約束をした場合

および対償が第三者によって与えられた場合にも適用される。（６）（斜体原文） 

 
（４） 1981 年から 1999 年までの議論状況をまとめた論文によると、「1983 年から 1993 年の間に 50 を超

える性売買規制法案が政党および議員から提出」された。それらの法案には「性を買う者の処罰だけを求

めるもの、両当事者の処罰を求めるもの、政府に性売買の新たな調査を求めるもの３種類」があったとい

う。Yvonne Svanstrom, "Criminalising the John: A Swedish Gender Model?" in Joyce Outshoorn, ed., 
The Politics of Prostitution: Women's Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex 
Commerce, Cambridge University Press, 2004, p. 233. 同論文は「買い手の処罰化は、女性運動の確固と

した要請行動によって実現したと考えるべきであり、『フェミニスト国家政策』の一部として実現したので

はない」と結論づけている。Ibid., p. 244. 
（５） "Kvinnofrid"とは「女性をそっとしておく」という中世の言葉に由来し、今日ではその侵害は「女性

への身体的・心理的・性的暴力」を意味するという。Karen Leander, "Reflections on Sweden's Measures 
against Men's Violence against Women," Social Policy & Society, vol.5, no.1, p. 115. 1998 年一括法から

2005 年の刑法改正までに実現した「女性の安全」法改革には以下のものがあった。1998 年 DV 罪の導入；

1999 年性的奉仕購入罪の導入；2001 年強姦法制の拡大；2003 年保護命令法の強化：2005 年刑法に性犯

罪の章を新設。Ibid., p. 117. 2005 年刑法改正を歴史的に跡づけた論考に、矢野恵美「刑法における性犯罪

規定と性犯罪加害者対策・被害者対策に関する一考察――スウェーデン 2005 年性刑法全面改正を手がかり

として」、斉藤豊治・青井秀夫編『セクシュアリティと法』（東北大学出版会、2006 年）。刑法 6 章全体の

邦訳も掲載されている。 
（６） 2005 年刑法改正以来、性犯罪を規定した 6 章の 11 条。懲役は制定時 6 ケ月以下であったが、2011

年の法改正で 1 年以下に引き上げられた。なお性売買業者の処罰規定は以下（同 12 条）。「①他人が対償を

与えて不特定の相手方と性的関係をもつ行為を促進した者、またはその他人の行為から不当に経済的利益

を得た者は、性的奉仕周旋の罪
．．．．．．．．

（procurement of sexual services）とし、懲役 4 年以下に処する。②所有

者が賃貸した土地または建物において周旋行為が行なわれ、または再開された場合で、かつ当該土地また

は建物の全体または本質部分が支払いを伴う不特定の相手方との性的関係をもつために使用されることを

所有者が知っているにもかかわらず賃貸契約を解約する合理的な方法を所有者がとらなかった場合には、

所有者は周旋行為を促進したとみなされ前項の責任を負う。③重大な性的奉仕周旋の罪を犯した者は、2
年以上 8 年以下の懲役に処する。重大性を判断する際には、当該犯罪が大規模な活動の一部として行なわ

れたか、多額の利益を上げたか、人の非情なまでの搾取を伴っていたかについて特に考慮しなければなら

ない」（斜体原文）。条文は以下の英訳から邦訳した。Chapter 6 of the Swedish Penal Code, July 2013. 
http://works.bepress.com/christoffer_wong/17. 
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 「性的関係」には、「あらゆる性的奉仕」が含まれ、「どこで買ったか、街頭、性売買営

業店舗、いわゆるマッサージ・パーラーやエスコート・サービス、その他類似の環境に関

係なく罪に問われる」（７）という。同条項は、海外に駐留しているスウェーデンの平和維持

部隊にも適用され、「コソボなど武力紛争が起きている国々で性を買って女性を搾取した

兵士が、数多く裁かれている」（８）と指摘されている。性を買われる者に「刑罰の適用はな

く、行政的な制裁もない」。むしろ、これらの人々は「社会福祉援助を受け、自立支援プロ

グラムを受ける権利を得る」（９）とされる。スウェーデン政府のジェンダー平等局性売買・

人身売買問題特別顧問であったグニラ・エクバーグのまとめによると、スウェーデン法の

基礎にある認識は以下の諸点であった（10）。 

 

・ 性売買はジェンダー平等の深刻な障害である。 

・ 性売買は、性を買われる女性や子どもに被害を与えるが、社会全体にとっても有害な深刻

な問題である。 

・ 性売買は、男性による女性に対する性的な暴力であり、とりわけ経済的に貧困な女性や人

種的・民族的に弱い立場の女性が標的にされる。 

・ 性売買は国際的に承認された人権の原理と両立しえない。すなわち、人間の尊厳と価値、

男性と女性の平等の権利と相容れない。 

・ 性売買は性別が明確な（gender specific）犯罪であり、被害者の大半は女性と女児である。

しかし、少なくない若い男性と男児もまた被害にあっている。 

 

 以上が、性売買に関するスウェーデン法の基礎的な認識である。そこでは、性売買に対

するジェンダー視点が示され、性売買が「男性による女性に対する性的暴力」であること

等が明確にされている（11）。そのことから、性売買に対する法政策の次の 2 つの原則が導か

れる。 

 

・ 性を買われる女性は処罰されてはならず、行政上の制裁を受けてもならない。逆に、性売

買被害の暴力にさらされることなく生きる権利を有する。 

・ 性売買の需要を解消することは、スウェーデンの政策の要である。需要は、性売買の根本

原因である。 

 

 スウェーデン政府が 2010 年に発表した同法の評価報告書（以下、2010 年評価報告書）

も、「性売買の問題に関する〔同法の〕最重要の洞察」が、「買い手にこそ関心が向けられ

 
（７） Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications, Fact Sheet, "Prostitution and 

Trafficking in Women," 2004. 
http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Sweden/prostitution_fact_sheet_sweden 2004.pdf. 
（８） Ekberg, supra note 3. p. 3. 
（９） Gunilla S. Ekberg, Kajsa Wahlberg, "The Swedish Approach: A European Union Country Fights 

Sex Trafficking," 2011, p. 2. http://www.thesolutionsjournal.com/node/895. 本稿ではこの点の詳細につ

いて触れることができない。性犯罪被害者保護一般については、矢野・前掲注 5）336-341 頁。 
（10） Ekberg supranote3 pp. 1-2. エクバーグが、1997 年政府法案と 2002 年「ジェンダー平等に向けた

国家行動計画」（いずれもスウェーデン語）を参照してまとめたものに依拠した。ただし一部を省き、順番

を入れ替えたところもある。 
（11）性労働（sex work）アプローチに立つ論者によるスウェーデン法の基本認識に対する批判の典型に, 

Jane Scoular, "Criminalising 'Punters': Evaluating the Swedish Position on Prostitution," Journal of 
Social Welfare and Family Law, vol.26, no.2, 2004. 
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なければならない」という「視点の転換」にあったと指摘する（12）。この２つの原則が具体

化されることで、性を買われる者（法律上は性別中立だが事実上女性）＝不処罰、性を買

う者（同じく男性）＝処罰という、歴史上初めての「ジェンダー視点に立った性売買規制

法」が成立した。また、スウェーデン法の基本認識は、性売買の包括的非処罰法を次のよ

うに否定している。 

 

・ 種々の性売買諸活動（性売買店舗営業など）を合法化したり、性産業における加害者（ヒ

モ、人身売買業者、性売買店舗店主、そして性を買う者）を非処罰化したりするいかなる

法的、政策的措置も、ジェンダー平等を脅かし、男性の暴力を受けずに生きる女性と女児

の権利を脅かすものである。 

・ 性売買の合法化は、不可避的に、性的な差別と暴力の極端な形態を常態化し、すべての女

性に対する男性優位を強化することになる。スウェーデン法はしかし、業者と性を買う者

を処罰することだけで性売買が根絶できると考えているわけではない。それは性売買と闘

う広範な政策の一環であり、一部である。 

・ 性売買をなくすには、以下のような諸政策を実施することで、女性と女児の置かれた政治

的・社会的・法的・経済的状況を改善することが不可欠である。すなわち、貧困削減、持

続可能な発展、ジェンダー平等促進策、女性と女児に対する男性の暴力への対抗策、そし

て女性と女児を特に対象にした社会計画などである。 

 

 最後に重要な視点として、性売買と性的搾取目的の人身売買との密接な関係についての

認識が示されている。 

 

・ 性売買と、性的搾取目的の人身売買とは、切っても切り離せないし、切り離すべきではな

い関係にある。両者は共に有害であり、本質的に結びついた行為である。 

 

 このように、性売買規制法の北欧モデルと呼ばれる性的奉仕購入処罰法は、性売買の被

害実態に根拠を置きながら、性売買がレイプや DV やセクシュアル・ハラスメントと同じ

ようにジェンダーに基づく性暴力であるという基本認識に立って、他の性暴力の場合と同

じように加害者の刑事責任を問うことによって、それを抑制し縮小することを目指す法律

である（13）。 

（2）欧州議会決議の内容 

 次に、性売買規制法として北欧モデルを支持した欧州議会決議の内容をみたい。決議が

北欧モデルを評価した項は、次のように述べる。 

 
（12） Swedish Institute, Selected Extracts of the Swedish Government Report SOU 2010:49: The Ban 
against the Purchase of Sexual Services. An Evaluation 1999-2008, 2010, p. 5. https:// 
ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_ban against_the_purchase_of_ 
sexual_services_an_evaluation_1999-2008_1.pdf. 関連して、次の指摘が重要である。「ジェンダー平等と

人権の視点からは、そして関心の焦点が供給から需要へ移動すれば
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

――つまり性売買で搾取されている

人々から、人身売買業者、性売買業者、そして性の買い手へ関心の焦点が移動すれば――、自由意思によ
．．．．．．

る性売買と強制による性売買を区別することは重要ではない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」。Ibid. 強調引用者。 
（13） イギリスの地理学者で民間コンサルタントのジェイ・レヴィは、スウェーデン法を優性思想の伝統

をもつスウェーデンの父権主義的国家による抑圧的・暴力的な社会工学的発想に基づく法律であると批判

する。そこでは、性を買う者が「人民の家（folkhemmet）」としてのスウェーデン国家の規律を乱す逸脱

者として新たに統制の対象にされたという。Jay Levy, Criminalising the Purchase of Sex: Lessons from 
Sweden, Routledge, 2015, p.2ff. この批判はしかし、同法による性売買の基本理解に対する無理解に基づ

くように思われる。 
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〔欧州議会は〕性的搾取を目的とした女性および女児の人身売買と闘い、ジェンダー平等

を進展させる方法の一つが、スウェーデン、アイスランド、ノルウェーで導入され、現在

欧州のいくつかの国が導入を検討中のモデル（いわゆる北欧モデル）であることを認める。

このモデルでは、性的奉仕を買う行為は犯罪を構成するが、性を買われる者の奉仕は犯罪

とはならない。（第 29 項） 

 

 決議はまた、欧州モデルの「効果」と世論の支持について次のように述べる。 

 

〔欧州議会は〕北欧モデルが、スウェーデンにおける性売買および性的人身売買の両方の

増加を抑え、スウェーデンに送り込まれる人身売買に対する抑止効果をもつことを確証す

る基礎資料が存在すること、また、北欧モデルはますます多くの人々、とりわけ若年層か

ら支持を得るようになっていることを強調する。支持の増加は、立法が意識の変化をもた

らすことを示している。（第 31 項）（14） 

 

 ただし決議は、北欧モデルの法律を最も有効と結論づけて加盟国にその導入を明確に要

請しているわけではない。むしろ、そのように結論づけるには、もっと分析と根拠が必要

であることを認めている。すなわち、 

 

〔欧州議会は〕成年および未成年の女性の性的搾取を目的とした人身売買と闘う上で、ど

のモデルの法律が最も有効かを判断するためには、一層の分析と統計的な根拠が必要であ

ることを強調する。（第 48 項） 

 

 そして加盟国には北欧モデルの効果について評価することを要請している。 

 

性売買と人身売買を減らす上で、性的奉仕の購入を犯罪化することの肯定的効果と否定的

効果の両方を評価するよう加盟国に強く要請する。（第 49 項） 

 

 しかしながら、決議は、以下の２点から実質的に北欧モデルの法律を加盟国に推奨して

いると理解できるように思われる。第１に、決議が、北欧モデルと対立的な法モデルであ

る包括的非処罰化ないし合法化を明確に否定していること。第２に、北欧モデル立法を支

えている基本認識、つまり性売買そのものへの評価ないし立場を、決議が完全に共有して

いることである。 

 第 1 の点を述べる項は以下である。 

 

 〔欧州議会は〕弱い立場に置かれている女性や、未成年の女性が暴力と搾取にさらされ

ないようにする上で、性売買を合法的な「性労働」とみなし性産業全体を非処罰化し、性

売買業者を合法化することは解決にならないと確信する。それはむしろ逆の効果をもたら

すのであり、そうした女性らを、よりいっそう暴力を受ける危険にさらすことになる。そ

して、それと同時に、性売買市場を拡大させる――したがって、そこで酷使される成年お

よび未成年の女性の数を増大させる――と確信する。（第 34 項）（15） 

 
（14） この効果や世論の支持の根拠は、スウェーデン政府の 2010 年評価報告書によって詳細に示された。

Swedish Institute, supra note 12, pp. 19-34. 
（15）決議は包括的非処罰化ないし合法化をこのように明確に否定しているが、そうした法律をもつ加盟国

に法律の廃止を求めてはない。それは、性を買われる人を処罰する法律（いわゆる禁止主義ないし処罰主
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 第２の点については、多岐の項にわたっており、すべてを列挙できないが、すでにみた

スウェーデン法の基本認識と明らかに共通している項を掲げる。 

 

〔欧州議会は〕性売買、強制された性売買、性的搾取は、きわめてジェンダー化された問

題であり、人間の尊厳の侵害であることを認識する。それらは、人権の原理、とりわけジ

ェンダー平等に反している。それゆえ、ジェンダー平等の目標と原理を含む欧州連合基本

権憲章の諸原理と相容れない。（第 1 項） 

〔欧州議会は〕性売買と人身売買の間にはいくつもの関連性があることを強調する。地球

規模、欧州全域に広がる性売買が、立場の弱い女性や未成年の女性の人身売買を拡大する

ことを認識する。（以下略）（第 3 項） 

〔欧州議会は〕性を買われる人が処罰されてはならないことを強調する。性を買われる人

に抑圧的な法律を廃止するよう加盟国に要請する。（第 26 項） 

〔欧州議会は〕経済的な困難と貧困が、若い女性と未成年女性が性を売る主な動機である

ことを指摘する。成年および未成年の女性、とくに移民女性に対する性的搾取に対抗する

決定的な政策は、次のような政策である。すなわち、性別を明確にした予防戦略、社会的

に排除されたコミュニティや特に弱い立場に置かれた人々（例えば、障害をもつ人々、児

童保護制度の下にある若年層など）に対する全国的および欧州全域のキャンペーン、貧困

削減、性を買う側・買われる側双方に対する啓発、有効な手段の共有など。（以下略）（第

45 項） 

 

２、北欧モデル VS 性売買合法化 

 （１）北欧モデルの評価をめぐる対立 

 スウェーデン法は、施行直後からスウェーデン国内外で論争の的となった。早い時期か

ら批判を発信し、その後さまざまな文献で引用され続けているのがペトラ・エステルグレ

ンである。エステルグレンはスウェーデン法を次のように批判する。スウェーデン法の導

入後公表された公的報告によると、「性売買が全体として減少したことを示す根拠は何も

なく、逆に隠れた性売買が増加した可能性が示されている」こと、つまり売り手が街頭か

ら施設内やインターネットへと「移動」したと考えられること、逆に同法の導入によって

「セックスワーカーがストレスと危険にさらされている」ことである（16）。 

 スウェーデン法に対する批判は、エステルグレンによって示された以上の 2 つの論点に

ほぼ集約することができる。すなわち、第１に、スウェーデン法によって性売買全体が減

少したという証拠はなく、「需要を抑制することによって、性売買を減少させる」という同

法の立法目的は達成されていないという点、第２に、逆にスウェーデン法は、性を売る者

を危険に陥れるという意図せぬ負の結果を生んでいるという点である。 

 
義に基づく法律）をもつ加盟国に対してその廃止を要請している第 26 項（本文参照）と比較すると明らか

である。 
（16） Petra Östergren, "Sexworkers Critique of Swedish Prostitution Policy," n.d., http://www. 

petraostergren.com/upl/files/115326.pdf. この文章が最初にウェブサイトに公表されたのは、「2001 年ま

たは 2002 年」とされていたが（2015 年 4 月 17 日閲覧）、現在では「2003 年」とされている。http://www.petra
ｎostergren.com/pages.aspx?r_id=40716 (accessed August 29, 2015). マックス・ウォルトマンは、エス

テルグレンの聞き取り調査には情報源の偏りがあるという。すなわち、エステルグレン自身によると、「性

売買で主に悪い経験をした者」をインタビューの対象から排除し、「自分の〔性を売る〕行為を肯定してい

る者」を選んだという。エステルグレンの主張を引用する者がこの点を自覚していないことにウォルトマ

ンは警鐘を鳴らす。Max Waltman, "Sweden's Prohibition of Purchase of Sex: The Law's Reasons, 
Impact, and Potential." Women's Studies International Forum, no.34, 2011, p. 462. 
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 １点目について、街頭で性を売る人に限定すれば、同法導入直後から減少したことが調

査によって立証されている（17）。この点に争いはほとんどない。議論があるのは、街頭以外

で行なわれるものも含めた性売買の規模全体がどう変化したかである。ジェイ・レヴィは、

次の諸点を指摘して、「性の購入を処罰することによって性労働の量を減らすという廃止

主義的な野心が成功したことを示す確固とした根拠は何もない」という。すなわち、街頭

での性売買は全体のほんの一部にすぎないこと、インターネットを介したエスコート・サ

ービスや男性の性労働などの隠れた性売買についてはわからないことのほうが多いことで

ある。レヴィは、それにもかかわらず、インターネットを介した性売買の増加、とくに異

性愛規範にとらわれた公的機関が見落としがちな男性の性労働の顕著な増加を示す証拠が

存在しているとも述べる（18）。 

 この点について、インターネット上の性売買サイトに関する調査結果などを踏まえて仔

細に検討した政府の 2010 年評価報告書の結論はこうである。「ホテルやレストランで行な

われる性売買についての詳細情報はないが、これらの形態の性売買が近年増加したことを

示す情報もない。インターネットは、法律施行後に性売買が交渉される必須の場になり、

重要性は増大している。だがデンマークやノルウェーなどと比較して、スウェーデンのほ

うがインターネットを介した性売買が増加したことを示す証拠は何もない。これは、街頭

での性売買がインターネットへと単に場所を移動したのだという考えと矛盾している。そ

のことを踏まえれば、次のように結論づけることが合理的であろう。すなわち、街頭の性

売買において生じた 50%もの減少は、スウェーデンにおける性売買の正真正銘の減少であ

り、その減少は主に性の購入の処罰化によってもたらされた、と」（19）。 

 スウェーデン法に対する批判の第２点、すなわち同法によって、性を売る女性が同法以

前よりもむしろ危険にさらされるようになったという批判はどうか。主として街頭で買わ

れる女性を中心に生じたこととして、次のような主張がなされている（20）。 

 ①慌しい交渉。スウェーデン法によって性の買い手が処罰されるようになったため、買

い手が警察に逮捕されるのを恐れて、性売買の交渉に時間をかけたがらなくなった。その

結果、買われる女性は、買う男性の危険度を見極めることができなくなった。 

 ②競争の激化。買い手が減った結果、売り手の間の競争が激しくなり、避妊なしの性行

為など危険で不利な条件を女性が飲まざるをえなくなった。また競争激化は価格の下落を

もたらした。 

 ③「異常」な買い手の割合の増大。スウェーデン法の導入によって、「まともな客」は街

頭から去り、歪んだ、あるいは危険な買い手の割合が増えた。街頭で買われる女性の多く

は、主として経済的な理由からそうした客を断れず、危険な目にあうケースが増えている。 

 ④ネットワークの喪失。スウェーデン法施行前は、女性の間で危険な買い手について情

報交換ができていたが、法施行後、街頭が緊張に満ち、売り手の女性も減ったため、その

ような情報交換ができなくなった。 

 ⑤警察の助けを求めにくくなったこと。買い手から暴行や脅迫等を受けても、警察に助

けを求めることができなくなった。被害を届けると、買い手の捜査のために警察から協力

を求められることを恐れるためである。 

 
（17） それによると、街頭で性を売る女性は 1999 年の施行前にはスウェーデン全国で 730 人ほどだったの

が、1999 年末にはほぼ皆無になったという。その後再増加したが、施行前の半分になったという。Swedish 
Institute, supra note 12, p. 20. 
（18） Levy, supra note 13, p. 126. 
（19） Swedish Institute, supra note 12, pp. 27-28. 
（20） Levy, supra note 13, p.183ff. Östergren, supra note 16. 



 70

 スウェーデン政府の全国保健福祉委員会（Socialstyrelsen）は、2004 年に発表した報告

書で、「新法の導入によって性を買われる女性に対する暴力が増えたか」という問いを立て、

自ら調査を行なって検証し、次のように結論づけている。「状況が不安定で、危険に満ちた

ものになったと女性たちが感じていることは、はっきりと見て取れた」。「入手可能な情報

によれば、性売買に関連した暴力が増加したのかについて確かなことは言えない。私たち

に情報を提供してくれた者の中には、かつてよりも危険に満ちた状況があると話したが、

実際に暴力が増えたという意見の者はほとんどいなかった。警察が暴力の状況に関して特

別調査を行なったが、増加の証拠を見出すことはできなかった」（21）。 

 2010 年評価報告書は、スウェーデン法に対してはもともと、性売買を地下化させるとい

う批判と、買われる女性に対する暴力その他の環境の悪化をもたらすという批判があった

が、「公表された文献資料、私たちが意見を求めた諸機関や性を買われた経験のある人々か

らの話によると、いずれの批判も現実になっていない」という。複数の警察の調査でも、「性

を買われる人に対する暴力が増えたという根拠はなかった」（22）。 

 2010 年評価報告書は、性を買われる人々に対する暴力がスウェーデン法によって増えた

という主張の正当性は否定するが、彼女らが同法に対して消極的、否定的に感じているこ

と――買い手の処罰化は性を売ることに対する社会的スティグマを強化したとか、性を売

ることは禁止されていないのに警察につけねらわれていると感じる、など――自体は受け

止めている。しかし、評価報告書は、「性売買から逃れた人々が買い手の処罰に肯定的であ

り、性売買の中でいまだ搾取されている人々が買い手の処罰に否定的であるのは明らかで、

理にかなってもいる」とした上で、こう述べる。「性売買の中でいまだ搾取されている人々

が、買い手が処罰されるせいで自分たちに生じていると感じる負の効果は、同法の目的が

まぎれもなく性売買と闘うことにあるところからきている。その観点から、そうした負の

効果は、これらの人々にとっても肯定的に評価されねばならない」（23）。 

 スウェーデンの政治学者マックス・ウォルトマンとキャサリン・マッキノンによって執

筆された「性購入禁止法の政府評価に対する提言」は、スウェーデン法の効果として以下

の諸点を挙げ、「法律は効力を発揮している」と評価する。すなわち、スウェーデンが人身

売買の終着点としての市場の魅力を喪失していること、業者は買い手が処罰されるのを避

けるため営業店舗を次々と移動するなどの負担を強いられていること、処罰される買い手

が毎年一定の数必ずあること、法律違反の犯罪行為の届出が増加していること、など。そ

してこう述べる。「従前より知られている知見に基づけば、スウェーデン法は性売買に対し

て有効に機能する世界で最初の法律であると思われる」（24）。 

 

 （２）性売買合法化の問題点 

 ここで、北欧モデルを批判する論者がほぼ共通して支持する性売買の包括的非処罰法に

ついて触れておきたい。北欧モデルに対する２つの代表的批判、すなわち刑罰を伴ういか

なる種類（北欧モデルを含む）の性売買処罰法も、性売買を地下に潜らせ、かつ性を売る

女性の抑圧をもたらすという批判は、性売買に関わるすべての関係者の包括的非処罰化を

要求することにつながる。実際、北欧モデルの批判者は、性売買営業に対する行政的規制

 
（21） Socialstyrelsen, Prostitution in Sweden 2003: Knowledge, Beliefs & Attitudes of Key Informants, 

2004, p. 32, 34. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10488/2004-131-28 
200413128.pdf. 
（22） Ibid., pp.32-33. 
（23） Swedish Institute, supra note 12, p.34. 
（24） Petitioners et al., supra note 2, p.7. 
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を伴う合法化（legalization）立法と性売買の包括的非処罰法を区別して、包括的非処罰法

を支持することが多い。そこでは、包括的非処罰法が性売買規制法の１つの立法モデルと

してありうることが前提となっている。 

 しかし、この議論は次の基本的な問題を見落としている。すなわち、「業者・幹旋者の『営

業活動』まで視野に入れたとき、その非処罰化は合法化と等価である」という「現代国家

の特質に由来する」基本的な事実である（25）。合法化とは「公共機関による管理と課税を伴

う形態」にほかならないが、それだけではない。「買売春が、人と人との肌の接触、それど

ころか、性器を含む粘膜と体液の接触を伴うかぎり、一定の公衆衛生的な配慮から無縁で

はありえない」のである（26）。日本の性産業（いわゆる性風俗産業）も、営業届出、立地区

域、営業時間といった規制、さらに未成年者保護の観点からの規制を受けている（27）。そう

した行政的規制は通常、違反者に対する罰則を伴う。つまり、性売買営業が仮にいったん

脱犯罪化・脱処罰化されても、公衆衛生や公共秩序維持等の観点から種々の行政的規制の

対象とされざるをえず（「合法化」）、その違反への制裁というかたちで再び処罰化される。

要するに、現代行政（福祉）国家の下では、北欧モデル批判論者が求めるような、性売買

全体の完全な非処罰法を想定することはできないのである。 

 さて、それでは、北欧モデルに対して投げかけられる上記の批判は、性売買を非処罰化=

合法化することで解決しうるのであろうか。ここでは、２点目（北欧モデルは性を売る女

性を危険にさらす）に絞って言及したい。性売買を合法化した国（28）で、性を売る女性の安

全と健康が改善したという具体的な証拠は示されていない。「競争の激化」についていえば、

性売買を完全に合法化する方が競争を激化させるであろうことは容易に予想できるし、合

法化した国で実際に生じている。1984 年に性売買業者を合法化したオーストラリアのヴィ

クトリア州では、ビジネスの拡大に伴い女性が大量に雇われ、買い手を求めた競争が激化

し、買い手の要求に従わざるをえなくなったと報告されている（29）。 

 2003 年に合法化したニュージーランド政府は、2008 年の報告書で、合法化は買い手によ

る暴力に影響を与えなかったと結論づけている。「性産業で経験される暴力を含む被害事

例に対して性売買改革法が与えた影響について、情報提供者の意見は様々だ。だが、大多

数の情報提供者は、同法が暴力に与えた影響はほとんどないと感じていた」（30）。 

 ドイツでも同様である。2007 年の連邦政府報告書はこう結論づけている。「性売買法は、

現在までのところ、性を売る者の社会的保護に関しては、現実的な、目に見える成果を上

 
（25）杉田聡『男権主義的セクシュアリティ――ポルノ・買売春擁護論批判』（青木書店、1999 年）194 頁。 
（26）同前 195 頁。 
（27）風俗営業等適正化法 4 章「性風俗関連特殊営業等の規制」。これらの規制のほか日本の性産業が保健・

衛生上の規制をほとんど受けていないのは、売春防止法によって性交を伴う営業が禁止されているからで

あろうか。だが風営法が「異性の客に接触する役務を提供する」個室付浴場（2 条 6 項 1 号）や個室（同 2
号）の営業を認めている以上、それでよいのか疑問である。 
（28）性売買を合法化した国には次のところがある。1984 年オーストラリア・ヴィクトリア州（1992 年首

都特別地域、1995 年ニューサウスウェールズ州、1999 年クイーンズランド州）、2000 年オランダ、2001
年ドイツ、2003 年ニュージーランド。 
（29） Mary Sullivan, "What Happens When Prostitution Becomes Work?" 2005, p. 7. http://www. 

catwinternational.org/Content/Inages/Article/93/attachment.pdf. 
（30） Ministry of Justice, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the 
Prostitution Reform Act 2003, 2008, p.57. 
http://www.justice.govt.nz/policy/commercialproperty-and-regulatory/prostitution/prostitution-law-rev
iew-committee/publications/plicreport/documents/report.pdf. 他方で、「４分の１以下の情報提供者が、

同法により改善された面があると感じている」という。改善面とは、同法の制定後、暴力被害を警察に届

ける女性が増えたこととされる。 
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げていない。性を売る者の労働条件に関しても、目に見える積極的な影響は何ら具体的に

与えていない」。さらに「性売買法が〔性売買にまつわる〕犯罪を減らしたという有望な兆

候は今のところ何もない」（31）。同じく 2007 年に発表されたオランダ政府報告書は、「性を

売る人々の精神的満足度は、調べられたすべての側面で〔合法化直後の〕2001 年よりも現

在の方が低くなっており、鎮静剤の使用が増えている」（32）と結論した。 

 性売買の非処罰化=合法化が、性を買われる人のスティグマを減らさないことも報告され

ている。上記ニュージーランド報告書は、次のように述べている。「非処罰化にもかかわら

ず、性産業に関わったことに伴う社会的スティグマは減少していない。性労働者は相変わ

らず一部の業者に搾取されている。性産業は他の産業と同じ程度の社会的正当性を獲得で

きておらず、その限りで他の産業と異なっている」（33）。 

 北欧モデルの批判者は、性売買の関係者が処罰されることが性を買われる者のスティグ

マを維持していると指摘し、スティグマを取り除くには性を買われる者だけでなく、性の

買い手、業者を含む性売買の関係者全体を非処罰化することが不可欠だと主張することが

多い。だが、すでに述べたように、業者を含む性売買の包括的非処罰化は、罰則を伴う行

政的規制を必然的に帰結する。行政的規制の代表的で不可欠なものが性売買営業店舗の立

地規制である（34）。自分たちのコミュニティに性売買業が進出することには多くの場合住民

の反対が生じるし、教育・文化施設や役所の隣への立地も通常禁止される。だが立地規制

こそ、「非処罰化の推進者が防止しようとしている社会的・心理的スティグマそのものの物

理的発現にほかならない」（35）。つまり、性売買の非処罰化=合法化そのものに、性を売る者

や性産業へのスティグマを再生産する仕組み（立地規制）が内蔵されている。よって、性

売買を非処罰化=合法化すれば性を売る者へのスティグマが取り除かれるという主張は幻

想なのである。 

 

３、性的搾取アプローチと性労働アプローチ 

 性売買規制法をめぐる評価は、以上のように激しく対立しているが、その対立の背後に

は、性売買そのものの捉え方の対立がある。性売買に関する対立する立場を、ここでは「性

的搾取（sexual exploitation）」アプローチと、「性労働（sex work）」アプローチと呼ぶこ

とにする。性売買を性的搾取と捉える立場は、性売買を「最古の抑圧（oldest oppression）」

と捉え、性売買では性を業者に売られ利用者に買われる人の尊厳が侵害されており、性売

買を制度的な性差別だと批判する。この立場の論者は、北欧モデルこそ性売買に対する正

当で最も有望な法的アプローチとみなしているといってよい（36）。 

 
（31） Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, Report by the Federal 
Government on the Impact of the Act Regarding the Legal Situation of Prostitutes (Prostitution Act), 
2007, p. 79. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ federal government report 
of the impact of the act regulating the legal situation of_prostitutes 2007_en_1.pdf. 
（32） A. L. Daalder, Prostitution in the Netherlands since the Lifting of the Brothel Ban, 2007, p. 10. 

オランダについての詳しい検討に、Raymond, supra note 3, chapter 3 "Prostitution Nation: The State of 
Prostitution in the Netherlands." 
（33） Ministry of Justice, supra note 30, p. 154. 
（34） わずか 1 票差（賛成 60、反対 59、棄権 1）で可決されたニュージーランドの性売買改革法は、立地

規制権限を自治体に与える土壇場の修正提案がなければまちがいなく成立しなかったと指摘されている。

Melissa Farley, "’Bad for the Body, Bad for the Heart': Prostitution Harms Women Even if Legalized 
or Decriminalized," Violence Against Women, vol.10, no.10, 2004, p. 1092. 
（35） Ibid. 
（36） MacKinnon, supra note 3, Sheila Jeffreys, The Industrial Vagina: The Political Economy of the 
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 性売買を性労働と捉える立場は、性売買を「最古の職業（oldest profession）」とみなし、

支払われているから同意に基づいており、違法であるからスティグマを負わされ、ほかの

仕事と何ら変わりはないが、そのことが否定されていると捉える（37）。自分の性を金銭と引

き換えに他人に売ること（金銭と引き換えに自分の身体を他人に性的に使用させること）

は権利であり、主体性（agency）の発揮だとされる。性労働アプローチに立つ論者は、北

欧モデルの性売買規制法が性を売る者の権利を不当に妨害していると批判し、しばしば性

売買の包括的非処罰化を要求する。 

 両者の主張は両極化しており、対立は根深い。ここでは、両者の体系的な検討ではなく、

いくつか重要と思われる点に言及するにとどめざるをえない。 

 性労働アプローチの論者は、性的搾取アプローチが性の売買を「本質的」に性暴力だと

主張しているとして「本質主義」と批判することがある（38）。だが、性的搾取アプローチの

代表的な論者であるキャサリン・マッキノンの主張は、むしろ徹頭徹尾、性売買の歴史と

現実、搾取の実態に根拠を置いた主張だと理解されるべきである。マッキノンはこう述べ

ている。「〔性的搾取と性労働の〕それぞれのアプローチは、好みや傾倒や価値観や駆け引

きといったものから距離を置き、性産業について知られているエビデンスに基づいて評価

されるべきである。すなわち、人がどのようにして性産業に入っていき、そこで実際にど

のように扱われ、そこから脱出する可能性はどの程度あるのか、といったことについての

エビデンスである」（39）。そして、次のような諸点を提示する――どこの国でも性を買われ

る人々は圧倒的に貧困者が多く、極貧であることもめずらしくないこと、性売買の中の人々

は、社会的に不利な立場に置かれた人種や身分に属している割合が高いこと、性売買の中

にいる人々は、若年のとき、しばしば成人年齢をはるかに下回る年齢のときに参入してい

るのが典型的であること、性売買の中にいる人々が最も望んでいることは「性売買から抜

け出ること」だが、抜け出られないでいること、である（40）。 

 性労働アプローチは、何よりも性売買に入る女性の「選択」を尊重し、「主体性」を重視

し、女性の「選択」と「主体性」によって性売買を正当化する。そして、性売買の非処罰

化・合法化が性を売る女性をエンパワーするという。しかし、ジェンダー不平等な現実の

社会において、性売買を合法化し常態化することは、男性が女性の身体に性的にアクセス

する権利、女性の身体を性的に使用する権利に正当性を与え、保障することを意味する。

それは、最も深いレベルでジェンダーを強化することになる（41）。だが、性労働論はそのこ

とにほとんど関心がないように思われる。性労働論に立つ者の多くが自らをフェミニスト

と称するだけに、この点が筆者の最も理解に苦しむところであるが、性を買う男性は、性

を売る女性の大切な顧客であることを考えると得心がいかなくもない。 

 性を買われる人々に対する社会的スティグマは、それが法律によって禁止されていると

ころからくる、というのが性労働アプローチの論者の主張である。これに対してマッキノ

ンは述べる。「性を買われる人々は、セックスを買われるせいで代償を払うが、性を買う者

たちは、かれらが獲得するもののせいで代償を払うことはない。性を売ることにスティグ

 
Global Sex Trade, Routledge, 2009, Raymond, supra note 3. 
（37） MacKinnon, supra note 3, p. 272. 
（38） Scoular, supra note 11, p. 202. 
（39） MacKinnon, supra note 3, p. 276. 
（40） Ibid. pp. 276-290. 
（41）性的搾取アプローチに立つ論者は、この点をこそ問題にしてきた。例えば、Mary Lucille Sullivan, 

Making Sex Work: A Failed Experiment with Legalised Prostitution, Spinifex, 2007, chapter 2 
"Institutionalising Men's Rights to Women's Bodies: Legalisation (1982-1997)." 
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マをもたらすのはおおむねこれであって、その非合法性ではない」（42）。性を買われる人々

が"スティグマ"を負うのは、性を買われることが禁
．
止
．
されているからではなく
．．．．．．．．．．．

、他人の性を

金銭で買って使用することが相手の人権
．．

――人としての尊厳と平等――を侵害するから
．．．．．．．

で

あり、性を買われる人々がその人権侵害行為にさらされるからなのだ。性売買業者が合法

化されても、社会的スティグマを負った存在であり続けるのは、かれらの行なっている営

業行為が人権侵害の幹旋であることを、人々がそして社会が知っているからであろう。他

人の人権を侵害した者ではなく、人権を侵害された者がスティグマを負わされるのは、も

ちろん不条理である。だが、性を買われる人々のスティグマを払拭するのに、性売買を合

法化・常態化するという方法を取ることは成功しないと思われる。なぜなら、性を買う行

為は、性差別社会の中で経済的メリットと引き換えに他人の身体の性的使用権を得る行為

にほかならないが、その一方で、性暴力――とりわけ権力を背景に経済的メリットと引き

換えにセックスを要求するセクシュアル・ハラスメント――が相手の人権を侵害するとい

う社会的合意がますます強く形成されている。つまり、「人権としての性」という観念が確

立する不可逆的な流れがあるからだ。その観点からすると、性を買われることを選択する

ことは、経済的メリットと引き換えに自分の性に対する侵害行為を受け入れること、人権

としての性を自ら売り渡すことを意味する。そのことが――性の売買が違法であるか合法

であるかにかかわりなく――性を買われる人々に対する"スティグマ"の源泉となってしま

うからである。 

 性売買業者の処罰に加え、新たに性を買う者を処罰化する北欧モデル立法は、本来ステ

ィグマを負わされるべきではない人々のそれを払拭し、本来負うべきスティグマを不当に

免れてきた人々に負わせることを可能にしうる法律なのである。 

 

おわりに 

 以上、性売買規制法の北欧モデルを欧州連合加盟国に事実上推奨した欧州議会決議を紹

介し、北欧モデルに対する評価の対立や、その背後にある性売買そのものの捉え方の対立

について若干の検討を行なった。 

 性売買をめぐる立場の対立は鋭くかつ根深く、これからも続くであろう（43）。それだけに、

北欧モデルを推奨した欧州議会決議によって、欧州各国が国内の性売買規制法に関して今

後どのような対応を示すかが注目される。もしも北欧モデルを導入する国がさらに増える

ようなことがあれば、ちょうどスウェーデン法がスウェーデンの世論に影響を与えたと指

摘されているように、性売買をめぐる人々の評価にも変化をもたらすであろう。そしてそ

れは、「人権としての性」の確立と男女の平等を推進するきわめて重要なステップとなるで

あろう。 

 

 

 

 
（42） MacKinnon, supra note 3, p.274. 
（43）例えば、アムネスティ・インターナショナルは 2015 年 8 月 11 日に「同意に基づくセックスワークの

全面的な非犯罪化を支持する方針を立てることを提言」するセックスワーカーの人権擁護を求める決議を

採択した。http://www.amnesty.or.jp/news/20] 5/0819_5525.html. そのＱ＆Ａによると、「セックスワーカ

ーを搾取し虐待する第三者」以外の一般の業者は禁止されないので、それは性売買業者の営業活動も合法

化の対象に含む包括的合法化の提言だと解される。http://www.amnesty.or.jp/news/2015/0819_5526.html. 
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「性売買規制法の国際的動向──北欧モデルの可能性」への補遺 

 

「性売買規制法の国際的動向」（以下、「本論文」）で取り上げたスウェーデンの法律は、

「買春者処罰法」として、1998 年の制定当時から日本でも比較的よく知られている。だが

それが「北欧モデル」として多くの国のフェミニストによってのみならず政府によっても

注目され、実際にいくつかの国で導入され、さらに一昨年には欧州議会決議によって事実

上 EU 諸国に推奨されるまでに至っている事実は、日本ではまだほとんど知られていない

といってよい。また、スウェーデン法が「失敗」だったという評価は断片的に日本にも伝

えられているようだが、そのような評価に対する反論と同法の有効性を指摘する逆の評価

の紹介はこれまで不十分だったといえる。 

 本論文は、そのような日本における情報の不足を補う意味が一定あるだろう。他方、理

論的な側面については、主に次の 2 つの主張を行なっている。1 つは、「北欧モデル」批判

論者（「セックスワーク」論者ともいってもよい）が主張する「性売買全体の完全な非処罰

法」なるものを「想定することはできない」ということである。なぜなら、福祉・行政国

家としての「現代国家の特質」を考慮すれば、「業者・斡旋者の『営業活動』まで視野に入

れたとき、その非処罰化は合法化と等価」（杉田聡）だからである。つまり、性売買営業は

その性質上各種の行政的規制に服さざるをえないこと必定であり、行政的規制の違反に対

しては刑事罰を含む制裁を伴うこともまた不可避だからである。それは、現行の性風俗営

業を規制する立法が罰則規定を伴っていることによって端的に示されている（風俗営業等

適正化法 7 章「罰則」参照）。 

 もっともこの点の指摘は、北欧モデル批判論者の言うところの「非処罰化

（decriminalization）」が、性売買業者の営業行為そのものの非処罰化や、他人の性を買う

行為や自己の身体の性的使用権を他人に売る行為それ自体の非処罰化を意味しているとし

たら、両者は必ずしもかみ合っていないことになる。だが一般に「セックスワーク」論者

は、日本の売春防止法が売春行為そのものに対する処罰規定を置いていないにもかかわら

ず、売春勧誘罪（5 条）を置いていることをもって売春防止法を売春者処罰法であると批判

し、「非処罰化」を求める。売春勧誘罪の立法目的は、社会の良好な環境、道徳秩序の維持

等にあると指摘されるところであり、その点で性風俗営業の立地規制と立法意図を共通に

しているといえよう。ならば、性売買の各種行政規制違反に対する罰則が不可避であるこ

とをもって、完全なる非処罰化法は実現できないのだと主張することもできるであろう。 

 完全なる非処罰化は不可能であり、何らかの罰則付き規制を伴う合法化要求にならざる

を得ないという点は、理論的な主張のもう 1 つ、「性を買われる人」に対する社会的スティ

グマの原因をめぐる主張にも関連してくる。すなわち、非処罰化の要求は現実には合法化

にならざるを得ず、かつ合法化は立地規制という「心理的スティグマの物理的発現」を伴

わざるを得ない以上、“非処罰化すれば性を買われる人々へのスティグマが取り除かれる”

という主張は「幻想」だと論じた。 

 その上で論文は、「性を買われる人々が“スティグマ”を負うのは、性を買われることが

禁止されているからではなく、他人の性を金銭で買って使用することが相手の人権──人

としての尊厳と平等──を侵害するから」だとした。そして、「性を買われる人々のスティ

グマを払拭するのに、性売買を合法化・常態化するという方法を取ることは成功しない」、

なぜなら「『人権としての性』という観念がますます確立する不可逆的な流れ」がある中で、

「性を買われる選択をすることは……人権としての性を自ら売り渡すことを意味」し、そ

のことが「性を買われる人々に対する“スティグマ”の源泉となってしまうから」とした。 

 この論理には、執筆当初から薄々以上に感じていたのだが、ジェンダーの観点が抜けて



 76

いる。一方（男性）が他方（女性）を性的な快楽を満たすための道具として歴史的に使用

してきたし、現在でもそうである、という現実に作用している不平等な（支配・従属の）

関係を叙述に盛り込むことができなかったため、説得力（それがあるとして）が半減して

しまったと感じている。 

 論文には、重要な情報も欠落した。それはカナダの動向である。実はカナダは、「コミュ

ニティおよび搾取された人々の保護法（Protection of Communities and Exploited 

Persons Act、以下「保護法」）という、性売買に関する「北欧モデル」立法を成立させた（2014

年 11 月 6 日成立、2014 年 12 月 6 日施行）。このことが論文から抜け落ちてしまった。カ

ナダにおける保護法の制定に至る経緯は興味深いので、要点だけ書き留めておきたい。 

 カナダ最高裁判所は、以下に掲げる性売買に関連する刑法の諸規定が、カナダ人権憲章

で保障された「生命、自由、身体の安全の権利」（7 条）を侵害するとの判決を下した（2013

年 12 月 20 日、Bedford v Attorney General of Canada, [2013] SCC 72）。刑法の規定とは、

(1)「売春宿（bawdy house）」の経営等の禁止（210 条）、(2)他人の売春の利益に依存して

生活することの禁止（212 条 1 項 j）、(3)売春する目的で公然と人を会話する（communicate）

ことの禁止（213 条 1 項 c）である。 

 違憲（憲章違反）の理由として、最高裁が挙げた理由を要約すると以下のようである。(1)

については、性を売る人々が安全対策のために「屋内に移動すること」を禁じており、性

を売る人々の安全を深刻に害していること、(2)については、性を売る人を搾取する「ヒモ」

を罰する立法目的に照らして、規定が過度に広範に過ぎ、例えば性を売る人の安全を促進

する人々（護衛者、マネージャー、運転手など）をも罰するものになっていること、(3)に

ついては、良好な環境の維持という立法目的では正当化できないほど著しく、街頭で性を

売る人々の安全を損ねている（例えば、買い手の車に乗り込む前に会話を通じて安全性を

確かめる機会を奪っている）こと等、である。 

 カナダ最高裁は、判決の言い渡しから 1 年が経過した後に判決の効力を発生させる将来

効判決とし、議会に立法的対応を行なうための猶予期間を与えた。その間に議会が立法的

対応をしなければ、違憲の判定を受けた刑法諸規定は無効となり、結果的に性売買の包括

的非処罰化が帰結する可能性があった。これに対してハーパー政権（当時）は、判決から

約半年後の 2014 年 6 月 4 日に北欧モデルを具体化した上記保護法案（Bill C-36）を議会に

上程し、判決の効力が発生する同年 12 月 20 日以前に保護法の成立を実現したのである。 

 

【注】カナダの動向に関する基本文献は、Department of Justice Canada, Technical Paper: 

Bill C-36, An Act to amend the Criminal Code in response to the Supreme Court of 

Canada decision in Attorney General v. Bedford and to make consequential amendments 

to other Acts, 2014. http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/protect/protect.pdf 

 

【謝辞】本論文執筆のきっかけを与えて下さっただけでなく、カナダの動向に注意を促して

下さったキャロライン・ノーマ氏（ロイヤルメルボルン工科大学講師）に感謝申し上げる。 
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 ■ブログ記事■ 

売買春、人身売買、北欧モデルをめぐる 10 の神話 
（2013 年 12 月 8 日） 

ミーガン・タイラー／訳 大原レイカ 

 

 

【解説】以下の記事は、「女性人身売買反対連合オーストラリア（CATWA）」のメンバーでオースト

ラリアの大学講師であるミーガン・タイラーさん（より詳しい経歴は末尾を参照）のブログ記事を翻

訳したものです。タイラーさんの許可を得て以下に掲載します。 

 

 「女性人身売買反対連合オーストラリア（CATWA）」が、北欧モデル〔スウェーデンやノ

ルウェーなど北欧諸国で導入された売春側ではなく買春側を処罰の対象とする法的アプローチ〕

に関する報告書のリリースを発表すると、性産業の支持者たちは、私たちの Facebook ペー

ジを攻撃しはじめた。 

 また、北欧モデルの成果について私が「ザ・カンバセーション」のサイトに寄稿した記

事に対する反響を見ていると、数人の男性と１人の著名なオーストラリア人フェミニスト

が何時間もかけて、売買春政策に対する北欧型アプローチをめぐって誤謬に満ちた意見交

換をし、女性の身体を使って金儲けをするこの大いに繁盛している産業を受け入れようと

しない愚か者たちを誰彼なく非難していた。 

 こうした嘘とでっち上げは、性産業を公然と批判するようなことを書いたり発言したこ

とがある人ならおなじみのものだろう。この種の主張は、ある種の界隈では、たいていし

かるべきエビデンスへの言及すらなしにあまりにも頻繁に繰り返されるので、もはや呪文

のようなものになってしまっている。嘘も繰り返せば何とやらというわけだ。 

 こうしたおなじみの批判に対して 140 文字以上の文字数でもって答えることができるよ

う、私は、これまで投げつけられてきた最もよく見られるたぐいの神話への回答を下記に

リストアップし、この場を借りて反論することにした。 

 

 １、「私はセックスワーカーであり、自ら選んでセックスワークをしており、この仕

事が大好きです」という神話 

 

 これは最もよく見られる反論であり、論争にとどめを刺すものとして用いる人が多いの

だが、まるでセックスワークを楽しんでいると誰か１人でも発言すれば、売買春に伴う暴

力、PTSD、人身売買に関するその他いっさいのエビデンスを魔法のように消し去れるかの

ようだ。 

 モード・オリヴィエ氏は、最近フランスで性的サービスの購入を禁止する法案を提出し

た社会党の国会議員だが、彼女はこのような批判の「偽善性」を一蹴した。「それでは、１

人の売春女性が自分は自由だと発言するなら、他の人々の奴隷状態も尊重され受容される

べきだというのか？」、彼女は他の議員たちにこう問い返した。 

 しかしながら、この「セックスワークが大好き」論が強力な論拠として頻繁に持ち出さ

れているのは、この主張が、ラディカル・フェミニストらによる、売買春のシステムが女

性にとって有害であるという無限定な（とされている）主張に痛撃を食らわすものだとみ
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なされているからだ。 

 これは、ラディカル派のポリティクス〔政治的立場〕に対する無理解にもとづいており、

構造的抑圧の定義への無理解、虚偽意識に関する古い議論への無知にもとづいている。あ

ることが好きだからといって、その対象が無害であることになるわけではない（逆にある

ことが好きだからといって、その人が自動的にフェミニストになるわけでもない）。ラディ

カル・フェミニストは、押しつけられた美の規範をも有害なものとして批判しているが、

ある女性がハイヒールを履くことを自ら選んだからといって、この批判それ自体が間違っ

ていることになるわけではない。同じく、これらのフェミニストが、ハイヒールを履く人

を嫌っているとか（これは学部学生の個別指導クラスで何度も耳にした）、売春をしている

人を嫌悪しているとかいう意味でもない。 

 同様に、ラディカル派のポリティクスにもとづいている誰かが、自由な選択はおとぎ話

であり、私たちのすべての行動は何らかの物質的諸状況に埋め込まれそこに拘束されたも

のであると主張しているからといって、それはけっして、私たちを子ども扱いしているわ

けでも、自分自身のために決定を下すことのできない無能力者扱いしているわけでもない。

それが意味しているのはただ、私たちは文化的真空の中を漂っているのではなく、システ

ムとしての経済的不平等やレイシズム、セクシズムといった構造的諸問題にまったく影響

されることなく決定を下しているわけではない、というだけのことである。 

 

 ２、「売買春について意見を述べる資格があるのはセックスワーカーだけである」と

いう神話 

 

 この神話はしばしば第１の神話とセットで用いられる。ここに示すのは、私に対して送

られてきた最良（最悪）の例である（省略）。 

 こうした類の反論は、他の問題でも見られるものであり、社会的な研究調査に優るもの

として個人的な経験をわざとらしく持ち出して、より広範な社会的傾向を否定しようとす

る（私は性差別を目にしたことがないから、性差別など存在しない！）。だがこうした言い

分は、売買春という文脈の中ではそれ以上の意味を持つ。現役のセックスワーカーのみが

性産業について語る資格があると繰り返し述べることは、サバイバー〔性産業から抜け出し

た人々〕を沈黙させ、その口をふさごうとする行為であり、売買春の種々の影響が現在売春

をしている人々にのみ及ぶかのように偽ることである。 

 売買春に反対する多くのフェミニストが売春の中にいる女性がこうむる被害に焦点を当

ててきたのは事実であり、それは正当である。これらの被害は深刻で蔓延している。しか

し、北欧モデルの推進者たちが指摘するように、売買春のシステムそのものが存在するこ

ともジェンダー平等の実現を妨げているのである。 

 女性たち（もちろん売春に従事する男性もいる。だがありていに言って、ここで「人々」

という言葉を使うのは、売春の中にいる圧倒的多数が女性であるという事実を曖昧にする

だけだ）がセックスのために商品のように売り買いされるのは、すべての女性にとっての

問題なのだ。スウェーデンの国民は、1999 年に最初の性買禁止法案を提出した時にこのこ

とに気づいていた。フランスの「女性の権利」相も現在そのことを説いて回るのに忙しい。 

 

 ３、「セックスワーカーはみな北欧モデルに反対している」という神話 

 

 まずもって指摘しておく必要があるのは、北欧モデルに反対しているセックスワーカー

権利団体の一つ一つに対応して、このモデルを推進しているサバイバーの団体が存在して

いるという事実である。 
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 性産業を経験したことのある女性なら誰でも北欧モデルを嫌悪するという言い分は、世

界各国のセックスワーカー権利団体によって唱えられた戦術的主張であり、先に紹介した

第２の神話に強く依拠している。こうした主張はしばしばペトラ・エステルグレンのブロ

グへのリンクを張っている。同ブログは、すべての売春女性は北欧モデルを嫌い、売春の

合法化を求めていることを「証明している」というのだ。 

 北欧モデルを声高に批判する人々が性産業の内部にいるのは明らかで、これらの人々に

はそのための立派な演壇も用意されている。しかしこれらの組織が世界中のすべての売春

女性を代表しているとはとうてい言えないし、一個の奇特なブログ記事（参照文献ないし

その他のエビデンスの貧弱な）だけで北欧モデルが失敗だと証明することにもならない。 

 

 ４、「北欧モデルはセックスワーカーの主体性を否定している」という神話 

 

 北欧モデルに関して批判者たちにとってどうやら理解困難なことの一つは、北欧モデル

が売春の中にいる人々を規制するのではなく、買い手の側を規制しているということのよ

うだ。だから、北欧モデルは買われている側を非犯罪化しているのである。このモデルは

「選択」による売春の可能性を無視するものではないが、それよりもむしろ売買春のシス

テムの中で女性を買うことの方を国家が積極的に抑止すべきであるとの立場を取っている。 

 これは実に単純明快である。北欧モデルは、売買春に対する需要が減れば減るほど、人

身売買に対する需要が減れば減るほど、売買春と人身売買が減少し、この種の虐待にさら

される女性の数が減り、ジェンダー平等を実現する機会がより多く創出される、とみなし

ている。 

 もしあなたが、政府は売買春産業の成長を促進するべきであり、売買春産業を女性のた

めの実入りのいい雇用の一形態として扱うべきだと考えているのなら、北欧モデルには反

対せざるをえないだろう。しかしだからといって、このモデルが誰かの主体性を否定する

ものになるわけではない。 

 

 ５、「北欧モデルは売買春と人身売買とを混同している」という神話 

 

 北欧モデルの賛同者の多くは、「人身売買、とくに女性と子供の人身売買を防止・抑止・

処罰する国連議定書」の中で提示されている人身売買定義（３ａ項を参照）を承認してい

る。これは、主流メディアなどでよく取り上げられる「銃を突きつけられて国境を越えて

移送される人々」というバージョンよりも幅のある人身売買認識を提示している。「混同」

を云々するのなら、おそらくこれがその端緒とされるべきだろう。 

 北欧モデルは、国連も支持するこうしたより現実的な、強制と人身売買のメカニズム論

を採用しているのだが、だからといって、売春の中にいるすべての女性が人身売買の被害

者であると想定しているわけではない。 

 北欧モデルが承認しているのは、売買春市場と性的人身売買とのあいだに結びつきが確

固として存在していることであり、とりわけ性サービスへの需要が性的人身売買を促進し

ていることである。つまり、性的人身売買を減らしたければ、売買春の市場を縮小しなけ

ればならないのである。 

 この論理は、イギリスとドイツの経済学者たちによる 150 ヵ国を対象とした最近の調査

研究によってもさらなる裏づけを得ている。この調査研究は、「売買春の合法化による規模

効果（scale effect）は、売買春市場を拡大し、人身売買を増大させている」ことを示して

いる。 
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 ６、「北欧モデルは効果がない、あるいは売買春を『地下』に追いやる」という神話 

 

 北欧モデルが売買春への需要を減らさなかったという反論は、しばしばエビデンスなし

に繰り返されているが、時には、スウェーデン政府自身による同法の評価報告書でも北欧

モデルの失敗が確認されていると主張されることがある。法学者マックス・ウォルトマン

が実証したように、事実はそうではない。スウェーデン政府によって実施された公式の調

査では、路上売春が半減したことが示されている。 

 しかし批判者は言う、「この調査は誤った方法論を採用しているし、売買春は単に地下に

潜ったにすぎない」と。そうかもしれない。だがそれは、スウェーデン国内で性を買う人々

の数が減少したことを示す調査や、警察によって傍受された、スウェーデンは「駄目な市

場」になったとする人身売買業者らの通信などの情報を看過するものである。 

 この文脈の中で「地下」という単語が何を意味するかについても検討する価値があるだ

ろう。オーストラリアの一部の地域のように、売買春が合法化され非犯罪化されている場

合、「地下」とは路上売春を意味するものとして使われている。では、売春が路上から一掃

されたとしたら、それはどこへ行ったのか？ オンラインや室内であると批判側は断言す

る。まったく奇妙なことに、売買春の合法化を提唱する人々はしょっちゅう、室内売春の

利点を喧伝しているのだ。 

 

 ７、「北欧モデルは女性から生活の糧を奪う」という神話 

 

 この神話は最も興味深いものだ。というのも、これはまさしく北欧モデルに効果があっ

たことを認めるものであり、「北欧モデルは効果がない」とする６番目の神話と直接矛盾し

ているからである。このモデルが女性から生活の糧を奪うとすれば、それはまさに同法が

売買春への需要を減らしたということに他ならない。さらに言うと、包括的な離脱プログ

ラムはこのモデルの不可欠な一部である。再訓練や就職支援をはじめとする多様なサービ

スへのアクセスがこのプログラムには含まれている。 

 #nothingaboutuswithoutus〔「私たち抜きに私たちのことを語るな」〕のようなハッシュ

タグ（ただしこれはさまざまなグループによって使われており、性産業組織だけが使って

いるのではない）は、先の主張といっしょに定期的に現われる。まるで唯一満足のいく可

能な解決策は、誰もがこの繁盛している売買春市場を――一部の人々がそう望んでいるか

らという理由で――受け入れなければならないかのようだ。 

 ただし、ここで言う「一部の人々」というのは単なる「人々」ではなく、もちろん「労

働者」のこと――「セックスワークも労働である」とする言説を真に受けるなら――であ

る。売春も他のいかなる仕事とも同じ一個の職業であるとする概念に伴うさまざまな問題

については脇に置いておくとしても、もし私たちがこの前提を受け入れるなら、何らかの

産業が継続するかいなかはその産業に従事する労働者の決定するところではないので、先

の議論は成り立たないことになるだろう。 

 一例として、オーストラリアの褐炭業と林業を取り上げよう。これらの部門は多くの点

で有害であると各州政府によって判断され、その結果――潜在的にはまだ収益の見込める

産業部門であったにもかかわらず――、そのまま操業を続ける公的認可がもはや下りなく

なった。これらの産業の労働者たちは失職の危機に陥り、しばしば激しい怒りを表明した。

そのため労働組合は「適正な転職」を提唱し、再訓練の機会を提供し、種々の社会的サー

ビスや就職支援への権利を保障したのである（何かと似ていないだろうか？）。ほとんどの

場合、これらの労働組合は、労働者の雇用破壊を避けるためだけにこの有害な産業を継続

するべきだとの議論を展開することを断念したのである。 
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 セックスワークが単なる労働で、売春がさまざまあるうちの一つの産業にすぎないので

あれば、他の産業と同じように、広範な公的議論の対象とされ、政策転換の可能性も受け

入れるべきだろう。その政策転換には、政府が今後はそれの継続を認めないとする可能性

も含まれるのだ。 

 

 ８、「北欧モデルは売買春を危険なものにした」という神話 

 

 そもそも最初から売春は危険なのである。北欧モデルが売春を危険なものにしたと述べ

るのは不誠実である。このような主張はまた、従来のような形の合法化と非犯罪化が、売

春の中にいる女性たちを、高確率で発生している身体的・性的・精神的暴力や心理的トラ

ウマから守ることにほぼ完全に失敗しているという調査結果をも無視するものである。 

 合法化された売買春のシステムはより大きな需要を生み出し、そのシステムを取り巻く

違法な諸産業も拡大発展させる。したがって、売買春が合法化されている地域の女性たち

がみな合法的な形態で売春に従事しているかのように言うのは詭弁である。それに加えて、

売春従事者の PTSD 発症率は、合法化された地域でも、非犯罪化された地域でも、犯罪化

されている地域でも、ほぼ同じなのである。 

 残念ながら、北欧モデルでさえ、いまだ売買春の中にいる女性を先の諸状況の多くから

完全に守れているわけではない。売買春が存在するかぎり被害は存在するだろう。しかし、

北欧モデルが状況を悪化させるという主張は偽りである。 

 北欧モデルのせいで「暴力がより多くなる」という主張は大部分、ノルウェーのプロセ

ントリック・ヘルプセンターの研究に依拠している。広く引用されているこの研究によれ

ば、ノルウェーへの北欧モデルの導入後、売春女性が買春客から髪の毛を引っ張られたり

噛みつかれるなどの一定の形態の暴力行為を受けることが増えたと報告している。こうし

た議論においてしばしば無視されているのは、同じ研究の中で、買春客から殴られたりレ

イプされるといった別の形態の暴力が著しく減少したと女性たちによって報告されている

ことである。 

 売春の中にいる女性たちにとって、適切な社会的サービスを利用できないことは、現場

における問題の一つである可能性は大いにある。そうだとすれば、この問題に対処するこ

とは絶対に必要である。しかしそれは北欧モデルそのものの欠陥というよりも、その施行

の仕方の問題である。 

 スウェーデンに導入された北欧モデルのオリジナルバージョンは、「女性の安全

（Kvinnofrid）」改革法の一環であり、女性に対する暴力――売買春に特殊に見られるタイ

プのものを含む――に取り組むさまざまな事業により多くの公的資金と政府の支援とを振

り向けるためのものだった。このようなスタンスは、売春の中にいる人々を非犯罪化しつ

つ女性に対する暴力のあらゆる形態を減少させる措置をとろうとするフランスの法律にも

見出すことができる。 

 

 ９、「北欧モデルは実際には偽装した道徳十字軍である」という神話 

 

 北欧モデルはエビデンスにもとづいた施策であり、それを導入したのは進歩的な社会民

主主義政権であったにもかかわらず、このモデルは人身売買や女性への暴力に取り組む有

効な手段としてではなく、性表現を抑圧するある種の隠された宗教的・保守的試みである

という主張が執拗に繰り返されている。 

 しかしこれは、「道徳十字軍」という言葉をどのように定義するのかにいっさいがかかっ

ているのではないだろうか。もし女性の平等を求める運動を「道徳十字軍」の運動とみな
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すなら、おそらくそう言えるだろう。北欧モデルを支持するあらゆるエビデンスのいっさ

いを退けて、この問題を「道徳」というレベルで議論したいのなら、大いにやるといい。

女性に対する暴力が悪だと考える人々が、必ずやその議論に勝利することだろう。 

 

 10、「売買春を研究している学者は、売春女性を利用して金儲けをしている」という

神話 

 

 これは、性産業に異議申し立てをするフェミニストを沈黙させるテクニックのリストに

比較的最近導入されたものだ。私が初めてこのような非難を目にしたのは、「ザ・カンバセ

ーション」に寄稿した記事へのコメント欄においてであり、その後、ご親切にも次のよう

にアドバイスするメールが私のもとに届いた。私がセックスワーカーに報酬を支払わずそ

の経験を利用するのは、売春女性をレイプする男たちと同じであるというのだ。 

 はっきりさせておこう。学者というのは研究をするものなのである。私を含む多くの学

者にとって、この仕事のうちにはたいてい、既存の研究を検討し、そこでのエビデンスを

利用し、論争に耐えうる理論を構築する作業が含まれている。それが私たちの仕事なのだ。

そして、私たちが行なう研究のテーマや分野が何であれ、それが私たち研究者の仕事なの

だ。 

 北欧モデルについて公開の場で討論し、関連する調査研究を紹介することは、売春の中

にいる女性たちを代弁しようとする試みではけっしてない。それは、この調査研究によっ

て明らかとなった知見を広く人々に伝えようとする試みである。こうした試みが性産業の

側から脅威だとみなされたとすれば、明らかに、北欧モデルが効果的だったということに

なるのではないか？ 

  

 ミーガン・タイラーは、オーストラリアのヴィクトリア大学社会学講師。研究テーマは主に、ジェ

ンダーとセクシャリティの社会的構築をめぐる諸問題。この分野での彼女の論文は、『ウィメンズ・ス

タディ国際フォーラム』や『女性とセラピー』などの雑誌や、いくつかの論文集に掲載されており、

後者に関しては以下のものが含まれる。'Everyday Pornography' (Boyle ed., 2010), 'Prostitution, 

Harm and Gender Inequality (Coy ed., 2012). ミーガンの以下の初の単著は 2011 年 7 月に出版され

た。'Selling Sex Short: The pornographic and sexological construction of women's sexuality in the 

West' 
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資料 

 

イギリスの暴力ポルノ事件に関

する３つの翻訳資料 

 

【解説】以下の３つの翻訳資料は、2013 年にイギ

リスで暴力ポルノの愛好者が起こした少女殺害事

件に関する２つの新聞記事と、これらの事件をき

っかけに女性団体が英国首相に当てて「過激ポル

ノ規制法」の改正を求めたプレス・リリースです。

翻訳はいずれも大原レイカ。 

 

 

マーク・ブリッジャー、エイプリル・ジョ

ーンズちゃんの拉致と殺害で有罪 
 

スティーヴン・モリス 

『ガーディアン』2013 年 5 月 30 日 

 

 食肉処理所の元職員であった男が、５歳のエ

イプリル・ジョーンズちゃんの拉致と殺害で有

罪の判決を受けた。 

 マーク・ブリッジャーは、中部ウェールズの

マッキンリースにある自宅近くで自転車に乗っ

て遊んでいたエイプリルちゃんを連れ去り、殺

害した後に遺体を隠したか、遺棄したと見られ

ている。イギリスの捜査史上でも例を見ないほ

ど大規模な捜索が行なわれたが、遺体は発見さ

れなかった。 

 モールド王立法廷の陪審員は 4 時間 6 分に及

ぶ評議の後、エイプリルちゃんの殺害と拉致、

死体遺棄および隠ぺいの３つの罪でブリッジャ

ーの有罪を認めた。47 歳の被告は房に戻される

前に唾を飲み、涙をこらえているようだった。

判決は木曜午後に下される。陪審員による評決

が読み上げられる間、エイプリルちゃんの両親

であるポールさんとコーラルさんらが見守る一

般席からは物音一つ聞こえなかった。 

 引退したロンドン市警の警察官を父に持つブ

リッジャー被告は、裁判を待つ間、拘留中の刑

務所で聖職者にエイプリルちゃんの遺体を川に

「放り投げた」と話したことが初めて明らかに

された。 

 捜査官は一見自白に見えるこの話を慎重に受

け止めており、被告はケイヌース村プレザント

山に所有しているコテージでエイプリルちゃん

を性的に暴行した後、体を切断し複数の人気の

ない場所に捨てたのだと見ている。 

 ブリッジャーの暖炉と浴室の排水口から発見

されたエイプリルちゃんのものと確認された骨

片は、もし希望があれば埋葬できるように家族

の元に戻されることも初めて明らかにされた。

家族はブリッジャーのコテージの取り壊しの際

に立ち会うことを警察に希望している。 

 ブリッジャーのノートパソコンから暴力的な

子どもの虐待画像が発見されたことは、こうし

た画像を視聴することと性的殺人との関連性に

関して活発な議論を引き起こすだろう。法廷で

は、ブリッジャーがエイプリルちゃん誘拐の数

時間前に、縛られた少女が大人によって性的に

虐待される漫画を見ていたことも明らかにされ

た。 

 さらに、家宅捜索でブリッジャーのビデオ再

生機から発見されたテープには、切り裂き魔を

扱った映画「The Last House on the Left」の

レイプ殺人の場面で停止されていた。被告はテ

ープに同じ場面を２回繰り返して録画していた

が、その他の場面は録画していなかった。この

発見は、ブリッジャーがエイプリルちゃんの虐

待と殺害を行なう直前か、あるいは虐待と殺害

の最中にこの映画を見ていた可能性を示唆して

いる。 

 ４人の女性との間に６人の子どもをもうけた

ブリッジャーは終身刑に直面している。刑務所

内部の証言によると、ブリッジャーの首にはす

でに「タグ」が付けられており、収容期間の最

初は自殺の恐れから監視下に置かれ、残る期間

は他の囚人たちから保護するために監視される

ことになるだろうという。 

 エイプリルちゃんは 10 月 1 日の夕方にブリ
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ン・イ・ゴグ地区で姿を消した。警察はエイプ

リルちゃんが生きたままプレザント山に連れ去

られ、そこで恐らく性的な虐待を受けたと考え

ている。捜査の指揮を執ったアンディー・ジョ

ン警視は、「遺体はばらばらにされ、異なる場所

に遺棄されたものとわれわれは見ている。遺体

の断片は小さいだろうし、腐食しているだろう。

発見がこれほど困難なのはそのためだ」と言う。 

 ストレンジウェイズ刑務所の名称で知られて

いるマンチェスターの刑務所に拘留されている

間、ブリッジャーはカウンセリングの場で刑務

所付きの聖職者バリー・オサリバン神父に、エ

イプリルちゃんの遺体を川に投げ捨てたと話し

ている。捜査官は遺体の一部は川にあるのかも

しれないが、自白とも見えるこの発言を真に受

けてはいない。尋問中にブリッジャーが何度も

捜査を誤った方向に向けようと、遺体の場所を

ほのめかす発言をしてきたからだ。捜査官は、

ブリッジャーが法廷で「残酷なゲーム」と呼ば

れるエイプリルちゃんの遺体の場所を隠し続け

る遊びを楽しんでいると考えている。 

 ジョン警視は、エイプリルちゃんが特別に狙

われていたとは思わないが、子どもを誘拐する

ことは「計画的」であったろうと述べる。ブリ

ッジャーのノートパソコンから発見されたサデ

ィスティックな子どもの性的虐待を含む画像は、

殺人者が犯罪を準備してきたことを示している

という。 

 「私の考えでは、パソコンから見つかった証

拠は、その所有者が邪悪で操作的な人物であり、

この事件を計画していたことを示している。子

どもの不適切な画像に対する異常な関心は、こ

の人物が実際に行なった恐ろしいことをいずれ

するだろうことをはっきりと示すものだ」。 

 ブリッジャーは 10 代の頃に暴力行為と詐欺

の前科があるものの、子どもに性的な暴力を振

るったり、不適切な画像を所持した前科はない。

逮捕された後もブリッジャーを訴える人物はい

なかった。また彼の子どもたちが虐待された証

拠もない。 

 しかしながら、ブリッジャーの事件と今月初

旬にサウスロンドンで 12 歳のティア・シャー

プちゃん殺害を認めたスチュアート・ヘイゼル

の事件の間には驚くべき類似性がある。どちら

の男も虐待の前科がないにも関わらず、子ども

を性的に搾取する画像を見た後で、セックスを

目的とした殺人事件を起こしているのだ。 

 「子どもの搾取・オンライン保護センター」

の創設者ジム・ギャンブルは、ブリッジャーや

ヘイゼルのような男たちを「虐待のスパイラル」

に巻き込むメカニズムが存在すると言う。「彼

らはもっと見たくなるのです。静止画像ではな

く動画を、よりリアルな体験をしたくなります。

そうしてインターネットを通じて、そのように

考えるのは自分だけではないと気づくのです」。 

 ブリッジャーが刑を受ける間も、エイプリル

ちゃんの遺族は人生の次の章を歩もうとしなけ

ればならない。そこにはようやく執り行われる

葬儀も含まれるだろう。 

 警察と検察はエイプリルちゃんの家族の元に

戻せるように、ブリッジャーの自宅から可能な

かぎり多くの骨片を回収するよう注意した。

「人道的な意味から、私たちは家族の元に戻す

ことができるようできるだけのことをしなけれ

ばならなかった」とジョン警視は言う。エイプ

リルちゃん失踪時からポールさんとコーラルさ

んに付き添って連絡を担当した２名の警察官の

１人ヘイリー・ハード巡査部長は、「家族の人生

は永遠に変えられてしまいました。この先歩ん

でいけるのか、区切りをつけることができるの

か私にはわかりません。しかし他の子どもたち

のためにも、歩んでいかなければならないのだ

ろうと思います」と述べている。 

 

 

スチュアート・ヘイゼル、ティア・シャー

プちゃんの捜索中も近親姦のサイト検索 
 

サンドラ・ラヴィル 

『ガーディアン』2013 年 5 月 13 日 

 

 ティア・シャープちゃんの捜索が行なわれて

いる最中、オールドベイリー裁判所で少女の殺

害を認めた男は、インターネットで近親姦とセ

ックスのウェブサイトを検索していた。 

 サウスロンドンのニューアディントンにある、

男がティアちゃんの祖母とシェアしていた自宅

のロフトの２階に 12 歳の少女の遺体が横たわ

っているあいだも、男はペドファイル画像、と

りわけ近親姦ものの画像にふけっていた。 
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 スチュアート・ヘイゼルとティアちゃんが出

会ったのは事件に先立つ数年前のことだ。当初

は母親の恋人だったが、後に祖母のクリスティ

ーン・ビックネルさんとも関係を持ちはじめ、

すぐに同居するようになった。 

 ティアちゃんが成長するにつれて、ヘイゼル

の関心は彼女に移っていった。携帯電話を使用

し、祖母宅に用意された寝室で眠る姿を盗撮し

た。寝姿や両脚にクリームを塗るティアちゃん

の映像は、すべて彼の携帯に保存されていた。

ヘイゼルは２台のカメラを自宅に設置し、その

映像はメモリースティックに保存していた。 

 警察の捜索で発見された複数のメモリーステ

ィック――１つはキッチンのドア枠に隠されて

いた――は、ヘイゼルがペドファイル画像への、

とりわけ思春期前の幼い少女への関心を深めて

いったことの証拠になった。 

 彼は fashionmag.com のような合法サイトを

訪れ、セクシーなポーズをしている幼い女の子

たちを探した。その後、ティアちゃんの画像を

撮ることに関心を向けるようになった。ヘイゼ

ルは最も低年齢の１年生の画像にアクセスして

いたが、その関心の対象はしだいに昂進してい

ったようだ。ヘイゼルは獣姦画像にもアクセス

している。 

 しかし彼の生育歴には、これほど歪んだ欲望

を暴力的な方法で発揮するとうかがわせるもの

はなかった。ヘイゼルの父キースは犯罪の常習

犯で、窃盗、ひったくり、銃器を使用した傷害

事件や破壊行為を行なっていた。ヘイゼルは父

と同様の道を歩み、自らの暗い過去を「ヘイゼ

ル家の呪い」と呼んでいた。 

 16 歳で軽犯罪を犯して以降、ヘイゼルはしだ

いに深刻な麻薬犯罪や窃盗に手を染めていった。

彼は脅迫行為も含めて少なくとも 30 の有罪判

決を受けている。2003 年、ヘイゼルはコカイン

の売買でキングストン王立法廷に禁固 34 ヶ月

の判決を受けた。2010 年には危険な武器、手斧

の所持で禁固 12 ヶ月の判決を受けている。し

かし過去に性暴力や、深刻な暴力の前科はなか

った。 

 ヘイゼルが５年前にティアちゃんの祖母宅に

移り住んだ当初、彼はティアちゃんの母親であ

るナタリー・シャープさんと交際していた。ヘ

イゼルはティアちゃんが幼い少女から成長して

いくのを眺め、思春期に達する頃になると彼女

に深い関心を向けるようになった。 

 コカインと薬物依存がティアちゃんの人生の

周囲に常につきまとっていた。母親と義父のデ

イヴィッド・ナイルズさんは過去５年間に、薬

物使用で何度もマートン区〔大ロンドンの行政区〕

の社会福祉課の世話になっている。 

 たとえば、2008 年 3 月にはシャープさんとナ

イルズさんのコカイン使用に対処するために警

察からの要望を受けて社会福祉課が介入した。

2010 年 10 月には妊娠中のシャープさんの薬物

依存と赤ん坊への影響を懸念した医師が、社会

福祉課に報告している。2011 年には、自宅で暴

力的な口論があったとの通報が警察にあり、社

会福祉課の職員が再び呼ばれた。 

 しかしながら、ティアちゃんは社会福祉課か

らは危険な状態にあるとは認識されていなかっ

た。ティアちゃんの祖母は自分の家に寝室を用

意して、問題のある家庭からの避難場所を提供

していたが、その場所こそが最も危険な場所だ

ったとは思いもよらなかったのだ。 

 ティアちゃんが行方不明になる数週間前、37

歳のヘイゼルはティアちゃんへの関心を深めて

いったようだ。2012 年 7 月から 8 月にかけて

ティアちゃんの眠っている姿を撮影し、顔をズ

ームアップし、両脚にクリームを塗る姿を収め

ていた。殺害の１日前にはサウスロンドンのミ

ッチャムにある母親宅で座ってクラスメートと

話をするティアちゃんの写真を何枚も撮ってい

る。 

 その翌日ティアちゃんは週末に過ごす祖母宅

に向かう途中、ヘイゼルにクロイドンの駅で落

ち合う内容のメールを送っている。監視カメラ

はヘイゼルがティアちゃんと駅でいっしょに歩

いている姿を捕えていた。それはティアちゃん

が生きて目撃された最後の姿だった。 

 その後、ビックネルさんが勤め先の介護施設

で夜勤の仕事に出かけ、ヘイゼルはティアちゃ

んと数時間２人きりになった。この時はヘイゼ

ルはただ見るだけではなく、ティアちゃんに激

しい性暴力を加えたのだ。現場はほぼ間違いな

くティアちゃんの寝室であろう。 

 ティアちゃんの血液がヘイゼルのアダルトグ

ッズに付着しているのが発見され、寝室のベッ

ドカバーに精液が飛び散っていた。やがて発見
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されたヘイゼルの眼鏡の破片についたティアち

ゃんの指紋は、窒息死させられる前に激しく抵

抗したことをうかがわせる。 

 ヘイゼルはティアちゃんの遺体をシーツにく

るむ前に、ごみ袋に包んでテラスハウスの小さ

なロフトに運び上げ、もう１枚写真を撮った。

それは、彼の変質さの真の深さを示す写真であ

った。法廷でその写真が公開された時、陪審員

は涙ぐみ、法廷にいた全員が目に見えてショッ

クを受けていた。その写真は、ヘイゼルの手に

よって性的なポーズをとらされた全裸の子ども

の遺体の写真であった。 

 

 

キャメロン首相に「レイプポルノ」禁止訴

え 公開状に100人以上が署名 

 

女性に対する暴力根絶連合（EVAW） 

2013 年 6 月 7 日 

 

 サウスロンドン・レイプクライシスとその他

100 の個人・団体が、レイプ描写のあるポルノ

グラフィの所持を認めているイングランドとウ

ェールズの過激ポルノ規制法の抜け穴をただち

に埋めるよう求める公開状を首相に提出した
（１）。 

 グーグルの検索結果から上位 50 のアクセス

可能な「レイプポルノ」サイトを抽出した最近

の調査では、78％が 18 歳未満（例「女学生レ

イプ」）の模擬レイプを宣伝している。グーグル

で「free porn」と検索した結果の上位 10 サイ

トでは、半数が無料のレイプポルノを載せてい

た。こうしたサイトはアドレスに「brutal rape

（暴力的レイプ）」、「real rape（リアルレイ

プ）」、「savage rape（残虐レイプ）」などの単語

を含んでいた。 

 デヴィッド・キャメロン首相への公開状は、

最近有罪判決を受けたマーク・ブリッジャーと

スチュアート・ヘイゼルが、いずれも幼い少女

たちの殺害の一環として暴力的で女性憎悪的な

ポルノグラフィを使用していたことに言及し、

すでにスコットランドでは法制定時に司法関係

者が（暴力ポルノのもたらす）被害を重く見て、

レイプポルノの所持が犯罪とされていることに

注意を促している。 

 サウスロンドン・レイプクライシスが行なっ

た無料の「レイプポルノ」サイトの調査による

と、それらのサイトでは次のようなポルノ宣伝

文が見られた。「幼い女子学生誘拐、残酷レイプ。

悲鳴を聞け」「小さな女学生、教師に犯される」

「ちっちゃな少女の睡姦」「銃を突き付けられ

レイプされる少女」。調査結果のより詳細な内訳

は注を参照されたい（２）。 

 イングランドとウェールズで現在合法的に閲

覧できるサイトの調査を行なったサウスロンド

ン・レイプクライシスのキャンペーン責任者フ

ィオーナ・エルヴィンズは言う。 

 

 2008 年の過激ポルノ規制法は、インターネ

ットが、ある種のポルノグラフィを製造し購

入し所持することの定義を変えてしまった

ことに注目して編み出されました。この法は

生命にかかわる怪我や肛門・胸・性器への深

刻な傷害、獣姦（３）ないし屍姦（ネクロフィ

リア）を描いたポルノグラフィの所持を犯罪

として、国民を被害から守ることを目的とし

ています。 

 レイプや他の合意のない行為を描く画像

が、スコットランドと違って過激ポルノに含

まれなかったのは深刻な怠慢です。これはレ

イプや児童の性的虐待描写を本物と作り物

とで見分ける基準を作って、後者はそれが

「ファンタジー」で俳優が 18 歳以上であれ

ば、所持することは完全に合法とすればよい

という話ではありません。性暴力の描写を娯

楽として所持を合法化すれば、毎年 8 万 5000

人もの女性と少女たちがレイプされている

と政府統計が推測している現在においては
（４）、そのような虐待を美化し、矮小化し、標

準化することになります。 

 

 首相への公開状ではまた「子ども権利コミッ

ショナー〔英国政府が設置した、子どもの権利を代

弁して政府に働きかける児童オンブズマン機関〕が

最近提出した、年少者、とくに少年がポルノグ

ラフィに曝されることと問題行動を起こすこと

との関連性の報告書にも言及している（５）。公開

状はキャメロン首相に、こうした他の政府機関

による女性や少女への暴力をなくそうとする取

り組みを根底から崩してしまわないためにも、
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法の見直しが必要ではないかと問いかけている。

子ども権利コミッショナーの副長官であるス

ー・ベアロウィッツもこの公開状に署名してい

る。 

 「女性に対する暴力廃絶連合（EVAW）」の理

事であるホリー・ダスティンは言う。 

 

 政府は性暴力や他の暴力行為を未然に予

防することを公約し、積極的な一歩を踏み出

しました。しかしながら、政府がこの公約を

真剣に果たそうとするなら、女性や少女たち

が虐待されている文化的背景に目を向けな

ければなりません。「レイプポルノ」は性暴

力を美化し、政府の努力を台無しにするもの

です。 

 レイプポルノは、性暴力の深刻さという認

識を否定するメッセージを発しています。私

たちはこの重要なキャンペーンを支持し、首

相には早急にこの抜け穴を埋めるよう求め

ます。 

 

 この分野の法律を専門とするダーラム大学ク

レア・マクグリン教授は言う（６）。 

 

 過激ポルノ規制法は早急に見直しが必要

です。現行法ではポルノ的なレイプ描写の大

半が対象から外れています。これはポルノグ

ラフィがレイプの原因になるというような

単純化された議論ではありません。このよう

な画像や画像が内包するメッセージの増加

と、それらが許容されることが、性暴力が大

目に見られている文化的風潮を助長してい

るのは間違いありません。 

 この抜け穴を塞ぐのは別に難しくはあり

ません。エリカ・ラックリーと私はダーラム

大学でこの法律の改正案の草案を執筆して

おり、迅速な法改正に多くの国民の支持も得

られると確信しています。私たちは首相の回

答を待っています。 

（了） 

 

 サウスロンドン・レイプクライシス（RASASC）

は1985年に設立されたサウスロンドンのレイプクラ

イシス・センターである。クロイドンに本部を置く

独立団体で、性暴力サバイバーの女性たちに高い水

準の専門家による支援を提供している。RASASC は

女性の性暴力サバイバーを対象として、イングラン

ドとウェールズのどこからでも電話できる緊急ライ

ンも開設している。RASASC はまた、性暴力被害女

性を対象とした対面式のカウンセリングと法律面で

の支援もロンドン市内の各区で行なっている。この

レイプクライシス・キャンペーンを支援しているの

は、女性や少女たちへの暴力の根絶を目指す英国最

大の団体「女性に対する暴力根絶連合」である。 

 

  編者注 

（１）この法律上の抜け穴とは、レイプ画像と並

んで近親姦や子どもの性的虐待を模倣した画像も

また、画像の中の人物がみな 18 歳以上であるか

CG であることがわかれば、見た目の若さや文脈を

問わず自由かつ合法的にイングランドとウェール

ズで入手することができる点である。 

（２）サウスロンドン・レイプクライシスが 2011

年から行なっているこの調査は、同団体のサポー

トを受けている被害者から、レイピストたちが自

らの加害行為を撮影しようとしていたとの証言を

受けて始まったものである。この調査によると、

アクセス可能な 50 の「レイプポルノ」サイトにお

いて、78％が 18 歳未満のレイプ（「女学生レイプ」

など）を謳い、67％が銃やナイフを用いたレイプ

を謳い、67％が「外国人」女性のレイプを謳い、

59％が血を流している女性が出ていると謳い、

48％が制服を着用した人物（警察官、軍人など）

によるレイプを謳い、44％が近親姦を含めたレイ

プを謳い、44％が女性が意識を失っている、朦朧

としている、薬を盛られていると謳っている。そ

して、これらの 100％が襲われているのは女性で

あり（登場する女性の平均人数は 1.1 人）、レイピ

ストの 98％は男性（登場する加害者の平均人数は

1.5 人）。 

 暴力の行使に関しては、82％の加害者が力によ

る拘禁を用い、50％の女性が窒息させられ、打た

れ、拳で殴られ、蹴られ、平手打ちされ、髪を引

っ張られており、18％の女性が猿轡をされ、9％の

加害者がナイフや銃を用い、15％の女性が縛られ

ている。 

 女性の反応としては、71％の女性が明確な不快

感を示し、65％の女性が痛みを訴え、59％では女

性の泣いている姿や声が視聴でき、50％の女性が

レイプに対する物理的抵抗をし、44％の女性が明
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確に不同意を表明し、15％の女性が抗拒不能の状

態にある（意識不明、朦朧状態、薬物を使用され

た状態）。 

 調査担当者たちは、調査の対象としたのは無料

で視聴できる動画のみであることを強調している。

すなわちサイトからリンクされている有料ページ

に置かれている動画よりも再生時間が短く、比較

的露出が少なく、過激ではない動画である。 

（３）過激ポルノの所持で（2008 年 7 月から 2011

年 11 月の期間に）起訴された者の 86.5％は、獣姦

の画像を所持していた(CPS figures, 2012)。 

（４）政府の統計によれば、イングランドとウェ

ールズでは毎年 40 万人以上の女性が性的な暴力

を受け、8 万 5000 人の女性がレイプされていると

推測されている。レイプの３分の１以上は 16 歳未

満の被害者を含んでいる。 

（５）2013 年 5 月 24 日に「子ども権利コミッシ

ョナー」によって出された『蔓延するポルノ』。 

（６）同法に関する詳しい情報については、クレ

ア・マクグリンとエリカ・ラックリーによる以下

の 報 告 を 参 照 し て ほ し い 。

http://www.dur.ac.uk/resources/law/research/Cri

minalisingExtremePornographyLessonsfromEn

glandandWales.pdf 

 

 

 

【解説】以下の英文は、2010 年 11 月に大阪で「性

暴力を許さない女の会」との合同で開催された

APP 結成 10 周年の記念講演「ポルノ被害と表現

の自由」の英語抄訳です。翻訳は山本春日さん、

チェックと修正はキャロライン・ノーマさん。 

 

Harms of Pornography and 

Freedom of Expression 

by Seiya Morita 

 

  1. Ten Years of the Anti-Pornography 

and Prostitution Research Group (APP) 

 

 Hello, everyone. I am a member of the 

"Anti-Pornography and Prostitution 

Research Group (APP)". This is the 10th 

anniversary year since the APP was founded, 

and as a part of the projects to celebrate it, 

this public meeting is held today, with the 

group: Japanese Women Against Sexual 

Violence. I would like to begin with 

introducing a brief history of the APP. 

 The APP was founded in December 1999. 

Looking back the social circumstances at that 

time, it was the year when the Child 

Pornography Laws in Japan had been finally 

enacted. Later, a specific law against human 

trafficking was enacted. Through the two 

laws, two major crimes were regulated or 

banned. One is when the victims of 

pornography and prostitution are children. 

Another is when trafficking is carried out 

across national borders. In the latter case, as 

long as the crime has taken place across 

national borders, the law can be applied 

whether the victims are grown-ups or 

children. What is omitted in the two cases is 

when the victims are adults and trafficked 

inside the national border. The human rights 

of this group are one of the "forgotten human 

rights" which have been neglected until 

today. 

 The history of women's movement as well 

as that of other human-rights movements 

has been also the history of gradual 

recognition and the protection of many 

"forgotten human rights" as human rights. In 

previous times only the rights of adult men 

who had fulfilled the qualifications of 

belonging to the dominant race and being 

rich, had been regarded as human rights. 

Later, the concept of human rights widened 

little by little. The problem of the harms of 

pornography, however, has not been taken up 

as one of these human rights issues. In 

addition, "sex work theory" has been 

prevailed (and remains so today). Sexual 

liberalism has been popular, which advocates 

that both performing in pornography and 

engaging in prostitution are such acts of 

freedom of each individual that you can't find 
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any violation of human rights in them. In 

such a social climate, some who cared about 

this started a group called the APP, which 

included scholars and activists. 

 What our group undertook firstly was to 

actually learn about the real conditions 

inside the world of pornography. That was so 

important because even those who are 

against pornography had not understood 

them sufficiently. So we decided to begin with 

watching and learning about them. The title 

of the adult video we firstly watched was 

"Nyo-han" ("fucking women") produced by 

Baksheesh Yamashita. This pornography had 

been notorious for its violence. In the film, an 

woman is kicked, beaten and punched by 

many big and strong men for hours without a 

break, and then she is gang-raped, dragged 

around by her hair, drenched with vomit, 

pushed face-first into a toilet bowl, and so on. 

The film wasn't legally banned at the time, it 

was legal and openly sold. Worse still, the 

director, Baksheesh Yamashita, had been 

flattered by the mainstream media and some 

sociologists for shooting "epoch-making" films. 

Our first action was to take up the problem of 

this sort of in relation to violent pornography. 

 In 2002, when Professor Catharine 

MacKinnon, a feminist legal scholar who had 

tackled the problem of the harms of 

pornography since the 1980s, came to Japan, 

the APP started to have a relationship with 

her. She had been involved in activity with 

victims of pornography for many years, but 

the APP had not yet reached that level at 

that time. As our group's name "Research 

Group" indicates, we are rather a study 

group than an activist group. In reply to our 

question of how we could have a relationship 

with survivors of pornography, she said that 

if we keep on working with this issue, they 

would definitely find us. Today we believe 

things have progressed just as per her advice, 

though little by little. 

 Subsequent to this, centering around the 

concept of "harms of pornography", the APP 

has carried on investigation and research of 

the reality of these harms: for example, 

pornography by peeping films or a new type 

of violent pornography of via the Internet.  

 And then, finally an opportunity to forming 

a new network came. In 2007, Rironsha―a 

well-established publishing company in 

Japan for publication of children's books―

requested a porn-director Baksheesh 

Yamashita to write a book instructing 

young-adults about sexual intercourse. Staff 

among Japan's Women's Protection Facilities 

and their supporters were so shocked by this 

information, because they knew so many 

women victimized by the sex-industry were 

protected in their Facilities. Understanding 

it as a huge problem, they swung into action 

by collecting signatures for a petition against 

publication of the book. In the process, they 

naturally collaborated with some members of 

the APP. By 2009, they had formed a new 

group: People Against Pornography and 

Sexual Violence (PAPS). 

 

 2. Our Peaceful Society Based on the 

Enormous Violation of Human Rights: 

Pornography and its Harms 

 

   Now I'd like to talk about the main issues 

of today. Firstly I'd like to compare two cases. 

One is the 1992 Los Angeles Civil Unrest, 

and another is Japanese violent pornography. 

The former event was as follows: Mr. Rodney 

King, an African American taxi driver, was 

beaten by four white police officers, and their 

acts were videotaped by chance and were 

broadcast on the air on TV. Because the local 

court found these four police officers not 

guilty, riots broke out in Los Angeles. Now, 

when we compare this tragedy with 

Japanese violent pornography, we can find 

out a very significant fact. 

 When almost every African American 

person saw the film in which Mr. King is 
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beaten by white police, even though they 

didn't know him at all, they felt like it was 

him or herself who had been actually beaten 

in it. For they had experienced daily 

discrimination and violence by white police. 

At the same time, some white people who 

saw the acts in the film, must have been also 

heavily shocked and felt them as acts of 

extreme racial discrimination. At any rate it 

is unimaginable that this film would be sold 

as an entertainment video for white people to 

watch and enjoy.  

 The violence Mr. King suffered was 

recognized by the vast majority of the 

American people, regardless of their race, as 

a cruel atrocity. However, once the person 

who is beaten in a film is not a Black man 

but a woman (whether black, white or 

yellow) and once they are presented in a 

sexual context, the situation seems to 

drastically change. 

 Even though in the film produced by 

Baksheesh Yamashita the woman is treated 

far more cruelly and violently than Mr. King, 

many Japanese men consume it as sexual 

entertainment, and even activists within 

human rights groups and progressive 

organizations don't view this sort of 

pornography as an awful violation of human 

rights, on the contrary, they say it is just 

expression and there is no harm, no abuse, 

no atrocity in it, so we cannot and must not 

regulate or ban it. I believe that they 

certainly regard the film in which Mr. King is 

beaten as an unquestionable violation of 

human rights, but as soon as pornography 

becomes a subject of discussion, whatever 

happens in it, they seem to regard it as just 

expression and deserving an object of 

protection. Here lies the true serious problem 

of pornography.  

 When you think about this seriously, you 

can understand that the poignant question 

that Catharine MacKinnon present in her 

article for the 50th Anniversary of the 

Universal Declaration of Human Rights, 

namely "Are women human?", assumes a 

true reality. She asks whether the concept of 

human being in the Universal Declaration of 

Human Rights really includes women. If 

women are truly included in the concept of 

human being who has holistic human-rights, 

then why are all kinds of torture in 

pornography not recognized as atrocity or 

violation of human rights but merely 

expression, and why do many liberal and 

human-rights groups protect them? 

 The problem of Rironsha Publishing that I 

took up earlier is one of these examples. The 

book series that the company published for 

young adults includes a book that deals with 

poverty. Its title is "Donto-koi, Hinkon!"(No 

Fear But Poverty!) and its writer is Mr. 

Makoto Yuasa who has long worked on 

poverty issue. You see, who was chosen to 

write about poverty had long tackled the 

poverty issue. But, in contrast, who was 

chosen to write about sexual issue was not a 

person who had worked against sexual 

violence or sexual discrimination but a 

person who had produced very violent 

pornography for many years. If you do 

something similar in relation to poverty 

issues, then you would ask a person to write 

who has beaten and kicked poor or homeless 

people to shoot footage and sold the films as 

entertainment. Were this actually to happen, 

it would be recognized as an impermissible 

atrocity. Yet, if the object is women and they 

are presented in a sexual context, it suddenly 

converts to just expression and is regarded as 

no problem. 

 

 We categorise the harms of pornography 

into five major types: "harms in production", 

"harms in circulation", "harms in 

consumption", "harms by social 

pervasiveness" and "harms in existence" of 

pornography. The violent pornography that I 

have mentioned is one of the "harms in 
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production". But this type is not the only 

form of pornography that exerts this type of 

harm. It can occur also in the case of 

noncommercial forms of pornography. For 

example, when anyone is sexually assaulted 

and has taken photos or movies by the 

perpetrator, this is one of the "harms in 

production". In fact, serial rapists often do it 

in order to enjoy the photos of victims later or 

to keep victim's mouths shut. Or, when 

anyone's sexual parts of their body or sexual 

acts are secretly shot, this is also one of this 

type of harm. 

 All of these harms are forms of the "harms 

in production", but this type is just the first 

of the harms of pornography. When the 

materials produced through the "harms in 

production" circulate in the porn market or 

on the Internet, this is one type of the "harms 

of circulation". The materials produced by 

peep shooting are in themselves a form of 

serious damage for victims, but when the 

materials have been disseminated widely, for 

example, through the Internet, they bring 

about more serious damages. 

 Moreover, in the process of consumption of 

pornography, the harms of pornography can 

also happen. For example they can happen 

firstly when you are forced to watch 

pornography or imitate it in domestic life, or 

have pornography imposed at the office. 

Secondly, sexual assaults can be induced by 

watching pornography. As for the former 

example, as you know, many official 

investigations of domestic violence and child 

sexual abuse prove that such 

imposition-based harms happen on a vast 

scale. As for the latter type of harm, those 

who defend pornography insist that there is 

no causality between watching pornography 

and sexual crime, and that such causality 

has not been proved statistically. However, 

this argument is nonsense. The argument 

itself indicates the seriousness of the 

pornography problem. 

 I talked about the civil rights movement 

earlier. If those kinds of films depicting those 

who have been discriminated against and 

oppressed historically and socially (say 

African American people) as objects of 

humiliation and legitimate slaves were 

mass-produced and sold as entertainment, 

and if such materials were daily watched by 

many white people as enjoyment, and on the 

other hand, if thousands of African American 

people were really beaten and lynched in 

their daily life, then, could anyone insist that 

there was no causality between these two 

phenomena, or that instead watching the 

materials will produces a cathartic effect that 

actually reduces sex crime against women? I 

believe nobody would say such thing. Though, 

as soon as people take up the pornography 

issue, they urge us to prove causality 

between the sexually violent materials made 

for entertainment and the numerous real 

sexual assaults against women. And this fact 

tells that MacKinnon's statement is very real. 

Namely, that women are not truly 

acknowledged as human beings who have 

whole human-rights. If so, people would not 

urge us to prove the causality, rather would 

certainly admit the very existence and daily 

consumption of the materials permit such 

assaults to happen. 

 What I would like to add at this point is 

comment on what the power relationship 

involves. The "freedom of expression" theory 

says that even if you express some acts in 

your written materials, the acts will not be 

realize at all, so your expression should be 

regarded as freedom. Yet, such an argument 

ignores the existence of the power 

relationships in our society. For example, 

personally I have a stance against the Jieitai 

(Japanese Self-Defense Forces), but I have no 

power to ban the Jieitai. On the other hand, 

the Jieitai is an extremely powerful and 

violent machine protected by Japanese state 

power, so even if I loudly insist on 
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dismantling the Jieitai, my exclamation 

would not have any actual effect. So my 

expression will remain only expression. 

Contrary to this, men have much more power 

than women have in our society, so if men 

agitate in representational form for any 

sexual violence against women, it is highly 

probable that this agitation will turn into the 

actual act of rape in real life. Such expression 

doesn't remain only a form of expression, it 

has real power. 

 

 3. Transformation of the Pornography 

Problem: From the Traditional Approach to 

the Human Rights Approach 

  

 The traditional framework for the legal 

regulation of pornography has involved 

judgment about "whether it is obscene or 

freedom of expression". "Obscene" is the basic 

framework used by conservatives to view 

pornography as a problem of social discipline 

and public order. On the other hand, 

"freedom of expression" is the basic 

framework used by liberals as a weapon to 

counter unjust regulation of expression by 

the government. In order to overcome both 

approaches, American feminists tried to 

convert the very framework of the problem 

through pursuing two steps. As a first step, 

in the 1970's, they re-conceptualized the 

pornography issue not in terms of a 

framework of "obscenity" but through a 

framework of expression that promotes 

sexual discrimination. This was a very 

important step of progress, nonetheless, the 

framework of "expression" itself was retained 

unchanged. Thus, as pornography remained 

as "expression", feminists initially saw any 

legal regulation as irrelevant. Thus they 

believed they had to fight against this 

discriminative expression only by using 

expression against it.  

 Later, in the 1980's, MacKinnon and 

feminist writer Andrea Dworkin tried to 

convert the framework of the problem again. 

To be sure, they said, it is clearly 

discriminative expression, but it is not just 

simple expression, at the same time it is the 

practice of inequality, which involves concrete 

harms and violations of human rights. What 

was at the core of this second framework 

conversion was to discover harms in the 

process of producing pornography. Even 

feminists who were against pornography had 

shown no interests in the violation of human 

rights in pornography. They exclusively 

focused on the effect that pornography has in 

society. In contrast with such an approach, 

MacKinnon said that the harms of 

pornography began with harms that women 

suffer in pornography. She casts light on the 

human rights of women who suffer actual 

torture and violence in pornography. 

According her view, pornography is not only 

the expression of discrimination but also in 

itself a practice of discrimination: acts of 

subordination of women and a concrete 

violation of their human rights. 

 If so, since there are specific harms and 

specific victims involved, it is necessary to 

assure some legislative remedy to the victims. 

Consequently, the proposition that 

pornography is only a form of expression and 

thus there is no room for the legal regulation 

loses plausibility. This is MacKinnon's civil 

rights approach. Because Japanese people 

are not familiar with the term of "civil rights", 

we call it a "human rights" approach. 

 

4. Historical Limits of the Concept of 

"Freedom of Expression" 

 

 Such a new approach towards the 

pornography issue inevitably entails a 

reconsideration of the very concept of 

"freedom of expression". Even those who are 

against pornography often say as a excuse: 

"we definitely think freedom of expression is 

an important right, but...". Yet, I think, it is 
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time to reconsider the very concept of 

"freedom of expression" itself. 

 I'd like to take up a recent case as material 

for discussion. The case is about Japanese 

police unlawfully arresting a left activist who 

had been distributing political leaflets. When 

the Supreme Court acquitted him in 2010, a 

Japanese progressive newspaper said 

"freedom of expression has won!" in its 

headlines. When I saw the headlines, I felt 

some discomfort. To be sure, this repression 

was an unquestionable violation of freedom 

of expression, but it also violated more 

important rights of a citizen. Those who don't 

have any political power should be admitted 

the right to criticize their own government. 

This right is not equal to freedom of 

expression, but beyond it. More correctly, this 

right is based on more fundamental rights.   

 

 Here, I'd like to pose a question. Do you 

say "freedom of action" in the same way as 

you might call fo "freedom of expression"? For 

the latter case, many people say that any 

expression should be free regardless of what 

it says. In the same way, do you say that any 

action should be free regardless of what it 

does? For example, if any legislation restricts 

some sorts of your action, do you say this 

regulation violates your "freedom of action"?  

Maybe no one says so. The reason why you 

don't say something like that is because 

whether it should be free or not depends on 

the nature of the action in concrete terms. 

Usually you don't think that "freedom of 

action" pre-exists regardless of its nature and 

so whenever the government regulates any 

action, "freedom of action" is violated. But for 

expression, people assume that "freedom of 

expression" preexists regardless of its nature 

and so the regulation of any expression 

violates "freedom of expression". 

  

 There are some core and fundamental 

human rights absolutely necessary to live a 

life with human dignity. I'd like to call such 

human rights "pillar-type rights". On the 

other hand, there are rights that are not 

necessarily so. The former types I have in 

mind include "Jinkaku-ken (right to personal 

autonomy)", "Byodo-ken (right to equality)" 

and "Seizon-ken (right to a dignified 

livelihood)". Without these three 

fundamental human rights, we are not able 

to live our lives with human dignity and 

security, and these rights support all other 

rights. But the right to "freedom of 

expression" is different. I'd like to call it 

"Furoshiki (a traditional Japanese wrapping 

cloth)-type right". What I mean by this name 

is that this right is so expansive that it 

encompasses like wrapping all the three 

pillar-type rights. Parts of the Furoshiki 

wrap are covering pillars, but other parts don 

not cover pillars. One of the former parts is 

for example the right that a citizen can 

openly criticize their government. Because 

this right promotes equality between the 

powerless and the powerful, it is included in 

the "Byodo-ken" rights. Also, without such a 

right, people with power or state power 

might become so despotic and violent as to 

abuse, oppress, and even kill the powerless 

people. Thus it is included in the 

"Seizon-ken" rights. And needless to say, this 

right is included in the "Jinkaku-ken" rights, 

since it is impossible to say that those who 

are not able to even criticize oppressive 

powers have any personal autonomy. 

Therefore, the right to distribute leaflets 

criticizing the government is such a right of 

"freedom of expression" that corresponds 

with the three core rights, so this right 

should be strictly protected. 

 But among freedom of expression rights, 

there are parts which don't drape the 

"pillars" at all. And so any argument is that 

as long as they don't violate the "pillar-type 

rights", freedom should be protected. 

However, if they violate the "pillar-type 
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rights", they should not be protected as 

"freedom". In the traditional "freedom of 

expression" theory, because this Furoshiki 

wrap is regarded as a nonwoven fabric or a 

monolith, "freedom of expression" absolutists 

insist that once the slightest part of the 

Furoshiki wrap is violated, the entire 

Furoshiki will be dissolved. But in reality, it 

is not a nonwoven fabric but just a 

patchwork quilt. Even if parts that violate 

the "pillar-type rights" are cut off, other parts 

that drape the pillars will not fall off on to 

the ground. These parts will be supported by 

the pillars.  

 

 Then, why do so many people regard 

"freedom of expression" as if it were a 

nonwoven fabric or a monolith? I think this is 

a product of a type of liberalism that has 

prevailed in the West since the 19th century. 

At that time, Western governments 

exclusively protected the rights of people 

belonging to the upper classes and ignored 

the rights of powerless people not belonging 

to these classes. Whenever governments 

intervened in the field of expression, they 

always protected the freedom of the former 

people and trampled that of the latter. 

Considering this situation, in order to protect 

the freedom of expression of the powerless 

people, liberals needed a neutral and 

abstract "freedom of expression" theory, 

which insisted that any expression must be 

free and must not be subject to intervention 

by governments. In those days, such a 

neutral and abstract approach was quite 

progressive. In this sense, it was a product of 

the historical conditions of the transition 

period. 

 But, as time went by, the character of 

governments has gradually changed. Of 

course, even today there are many oppressive 

governments in the world, but at least in the 

West most governments have come to protect 

the human rights of the powerless people to 

some extent. This situation has been realized 

through the huge efforts and struggles of a 

vast number of people, as well as of the 

constitutional reforms that reflect these 

struggles. As a result, the neutral and 

abstract "freedom of expression" theory has 

become outdated, and requires changes. 

 One of the crucial points is whether some 

expression can help to decrease inequality 

between the powerful and the powerless, or 

to increase it and to keep the powerless silent 

and subordinated. The latter expression is an 

exercise of a "right as privilege", not of any 

"universal human right". We should think 

that some expression is just an exercise of a 

"right of privilege" and other expression is 

included in the universal human rights, 

instead of thinking that a neutral and 

abstract "freedom of expression" exists a 

priori as one of the human rights. We have to 

distinguish between them. Thus, the very 

concept of "freedom of expression" needs to 

change in its neutral type conceptualisation 

of the 19th towards a new and more 

egalitarian version. 

 

5. Towards a Redistribution of "Freedom 

of Expression" 

 

 In general, many people tend to think that 

the more freedom of expression is protected, 

the more the total mass of expression 

increases in our society (the more speech 

theory). However, this view is one-sided. This 

is because some expression that 

discriminates against and attacks a group of 

people who have been historically oppressed 

directly deprives these people of expression. 

Given this fact, some discriminative 

expression far from increase the "total mass 

of expression", but it tends to drastically 

diminish it. For example, when Shintaro 

Ishihara, Governor of Tokyo, said in the 

media: "Babaa (hags) are among the most 

harmful and sinful in our civilization, 
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because they have no capacity for 

reproduction", a Japanese feminist group 

filed a defamation suit against him. Such an 

example of speech by someone who has great 

political and official power deprives the 

speeches of many people. As long as such 

kinds of expression are protected as part of 

freedom of expression, the total mass of 

expression will not increase at all, on the 

contrary, it will decrease. Before being 

restricted by law, the expression of powerless 

people is often restricted and even deprived 

by some socially or politically powerful 

people. 

 Thus, in order to increase the total mass of 

expression in our society, it is necessary to 

deprive partly the freedom of expression of 

powerful people and then to redistribute it to 

the oppressed people, because freedom of 

expression of powerful people is based on the 

silence of powerless people. This is similar to 

social welfare measures: to collect a part of 

the income of wealthy people as tax and to 

redistribute it to poor people by welfare 

programs. This policy increases the total 

mass of the well-being of people in our society. 

Similar to this, redistribution of expression 

will definitely increase the total mass of 

expression in our society. 

 

  I'd like to insist once again that unless we 

restrict the expression that discriminates 

against and attacks oppressed people, it is 

impossible to protect their freedom of 

expression. 

 One of the most obvious forms of 

discriminative expression is pornography. 

Pornography is, as I said earlier, not only 

discriminative expression but also a 

systematic practice by which men as a 

gender group oppress and silence women as a 

gender group. What pornography says is that 

women (or feminized men) deserve to be 

raped and treated as mere sexual objects. 

And tens of thousands of items of 

pornography are produced, sold and 

consumed by men every year. Under such 

conditions, women's expression is 

systematically oppressed and deprived. This 

is what pornography do. So when 

pornography is legally restricted on the basis 

of a human-rights approach to speech, this 

does not decrease freedom of expression, but 

rather increases "the total mass of 

expression" and the freedom of expression in 

our society. From this standpoint, the 

conventional dichotomy: either "regulation of 

pornography" or "freedom of expression", 

loses its meaning, because the former can 

promote the latter. 

 Thank you so much for your attention. 

 

translated by Haruhi Yamamoto 

revised by Caroline Norma 
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