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 1999 年 12 ⽉に、研究者、弁護⼠、市⺠活動家などが
集まって、ポルノ・買春問題研究会（APP 研）が結成さ
れ、2020 年に 20 周年を迎えました。その間に、ポルノ
被害の実態調査、理論構築、啓蒙活動などを繰り広げて
きました。途中、3.11 の福島原発事故のせいで一時的に
活動が停滞する時期もありましたが、現在では再び活動
を積極的に展開しています。 

 結成 20 周年を記念して、私たちは、東京と大阪でそ
れぞれ 2020 年の 1 ⽉ 11 日と 2 ⽉ 11 日に記念シンポジ
ウムを開催しました。ここに、その主な報告を掲載しま
す（後に報告者自身によって加筆修正されています）。
第Ⅰ部が東京イベントで、第Ⅱ部が大阪イベントです。 

 最後に第Ⅲ部として、今回の報告を補足する資料２本
を掲載しました。ぜひご参照ください。 

 私たちは、今後とも、ポルノ被害と性売買の根絶に向
けて地道な努力を続けていく所存ですので、なにとぞご
支援をお願いします。 

 P.S. 新型コロナウイルスの影響で、パンフレッ
トの発行が予定より数ヵ⽉遅れました。 
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第Ⅰ部 ポルノ・買春問題研究会20 周年記念・東京イベント 

報告１ 

ポルノ・買春問題研究会（APP 研）の 

20 年を振り返って 

中⾥⾒博 

 みなさん、ポルノ・買春問題研究会（APP研）の20周年記念イベント

in東京にようこそおいでくださいました。私はAPP研の創立以来のメン

バーで、現在は大阪電気通信大学に勤務しています。 

 私に与えられたテーマは「APP 研の 20 年を振り返って」ということ

で、新しい動きについては後の報告者にお任せすることにして、私はこ

れまでのＡＰＰ研の活動を振り返っていきたいと思います。 

 

  APP研発足の２つの背景 

 「ポルノ・買春問題研究会」というのは、1999 年の 12 月に次のこと

を目的に結成されたものです。会の規約にはこう書かれています。「女性

の人権・性的自由・性的平等を擁護するフェミニズムの見地から、ポル

ノ・買春問題をはじめ、セクシュアリティをめぐるさまざまな問題を研

究すること」。なぜ、こういう目的をもった研究グループを立ち上げたの

かというと、そこには２つの背景があったと思います。 

 １つは、アダルトビデオがかつてない規模で普及して、それがしだい

に暴力化していくということがありました。1980年代にホームビデオが

家庭に普及するようになり、それと同時にアダルトビデオが普及するよ

うになりました。そして、アダルトビデオはますます差別的で暴力的な

ものになっていきました。すべてがそうであるというわけではありませ

んが、そういうものが有力な一部として目立つようになってきたという

ことです。バクシーシ山下というＡＶ監督による『女犯』シリーズが代
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表的ですが、けっしてそれだけではありません。 

 では、なぜアダルトビデオが暴力化したのか？ その背景についてで

すが、それまでポルノというのは主に、ポルノ雑誌に掲載される写真か、

映像としては映画館で上映される映画でした。ポルノ映画というのは、

日活のような大手の映画会社が作り手であり、上映場所も公共的な映画

館でした。しかし、アダルトビデオになりますと、その作り手はアダル

トビデオ会社という大小さまざまな専門会社であり、その鑑賞場所も家

庭内という私的な場所になりました。そうした状況が、ポルノの暴力化、

そのエスカレーションを生んだのではないかと思います。 

 ただし、日活ロマンポルノと言われるような、劇場で上映されるタイ

プのポルノが暴力的でも差別的でもなかったかというと、そういうわけ

ではありません。そこにも無視できない暴力性があったのですけど、そ

れが先鋭化したということです。 

 ポルノ・買春問題研究会が発足した２つ目の背景についてですが、そ

れは、1990年代を通じて、ポルノグラフィと売買春を擁護する議論が非

常に強まってきたことです。「援助交際」という言葉で児童買春が広まっ

ていったのもこの時期ですし、ポルノや売買春が広がっていく時期だっ

たのに、そういうものを批判するというよりは、それを擁護する議論が

目立って台頭してきました。この時期に出版されたその種の文献を、網

羅的ではありませんが、いくつか以下にピックアップして並べておきま

す。 

 

■ポルノ・売買春擁護論の台頭 

 『別冊宝島 124 セックスというお仕事：女が見た女を売る女た

ち』宝島社、1990 

 江原由美子編『フェミニズムの主張』勁草書房、1992（第1章 橋

爪大三郎「売春のどこがわるい」、第2章 瀬地山角「よりより性

の商品化に向けて」所収） 

 デラコステ＝アレキサンダー編『セックス・ワーク：性産業に携

わる女性たちの声』パンドラ、1993 

 上野千鶴子「『セックスというお仕事』の困惑」『朝日新聞』1994-
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6-22 

 宮台真司編『〈性の自己決定権〉原論：援助交際・売買春・子ど

もの性』紀伊國屋書店、1998 

 松沢呉一編『売る売らないはワタシが決める：売春肯定宣言』ポ

ット出版、2000 

 などなど････ 

 

 その一方で、ポルノや売買春を批判するものもなかったわけではあり

ません。その中で目に付くものを一覧にしますと、以下のものがありま

した。 

 

■ポルノ・売買春を批判する文献 

 行動する女たちの会編『ポルノウォッチング：メディアの中の女

の性』学陽書房、1990 

 角田由紀子『性の法律学』有斐閣、1991 

 男性と買春を考える会『「買春に対する男性意識調査」報告書』

1998 

 森田成也「戦時の性暴力、平時の性暴力」『唯物論研究年誌』４

号『暴力の時代と倫理』青木書店、1999.11 

 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、1999.12 

 

 ただ、そうした批判の主な担い手は、ジャーナリストであったり、婦

人相談員であったり、弁護士であったり、というようにアクティビスト

が中心で、研究者の間ではむしろそれを擁護する議論・「理論」が強かっ

たわけです。そうした中では、学者である杉田聡さんの1999年の『男権

主義的セクシュアリティ――ポルノ・買売春擁護論批判』というのが、

著書としてはきわめて例外的なものだったかと思います。 

 そうした２つを背景にして、ポルノグラフィ一般、とりわけ暴力的ポ

ルノで行なわれていることをきちんと社会問題化し、そうした流れに抗

していきたいという目的をもって、私たちの会は発足したわけです。 
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  設立当初の方針を振り返る 

 設立当初の活動方針は次の３つでした。まず第１に『論文・資料集』

を不定期に発行することです。これは、後述するように、2010年までほ

ぼ毎年発行され、さまざまな研究成果や調査資料、論文などを発表する

貴重な場となりました。 

 第２にホームページを立ち上げて、さまざまな資料や情報のリソース

センターにし、社会に向けて発信するということです。実際、森田さん

の奮闘もあって、そこにさまざまな論説や資料がアップされることにな

りました。 

 第３に学術的な論文集を出版することです。残念ながら、この論文集

はまだ実現できていませんが（ただし、PAPSとして2010年に『証言・

現代の性暴力とポルノ被害：研究と福祉の現場から』を出版）、上の２つ

は実行することができました。 

 それだけではなく、私たちが会の設立以来ずっと頭にあったのは、ポ

ルノや売買春の中にいる人々、そこに従事している女性たちとつながり

たいということでした。これについては十分には果たせませんでした。

とはいえ、まったくできなかったわけではなく、会の発足から何年か経

つと、常に一定数のサバイバーが会の活動に参加していました。ポルノ

および売買春に従事していたがその後やめた人が多かったのですが、そ

ういう女性たちが APP 研の活動に何人か参加してくれるという状態は

ありました。しかし、いま現在そこに従事している人々がこうむってい

る被害を相談されるということはあまりありませんでした。それは、私

たちの力量不足もあるでしょうし、その他いろんな背景があったと思い

ますが、この面については、2009 年に結成された PAPS（ポルノ被害と

性暴力を考える会）に引き継がれることになりました。 

 

  ポルノ問題への地道な取り組み 

 会の名称は「ポルノ・買春問題研究会」というように、「ポルノ」を最

初に持ってきています。これにはそれなりの理由がありました。ポルノ

問題は当時、理論化が立ち遅れていたということ、そしてセクシュアリ

ティを取り巻く問題においてポルノが要になっているからです。 
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 そのことの意味について、私なりに説明すると、男性の暴力的で「買

春的」なセクシュアリティ（そういう言葉があるとすれば）、そういうセ

クシュアリティを形成する上でポルノグラフィがやはり決定的な役割を

果たしているということです。なおかつ、「表現の自由」として保護され

たこのポルノグラフィが、あらゆる性暴力の実験的な場、実践的なフロ

ンティアになっているという問題意識がありました。そこでは、「前衛的」

とか「画期的」と称して、本当にひどい性暴力が行なわれていて、しか

もそれが「表現」として許され、進歩派からも支持されるという深刻な

状況がありました。そうした状況を問題視したいと思いました。 

 実際、発足からほぼ10年間、会として系統的に取り組んだのはこのポ

ルノの問題でした。ただ売買春の問題について何もしなかったというわ

けではなく、2005年に発行した『論文・資料集』では、「売買春問題をど

のようにとらえるべきか」という「Ｑ＆Ａ」集をつくったりもしました

し、常に売買春問題も念頭にあったのですけれど、活動の中心はやはり

ポルノないしポルノ被害の問題でした。 

 『論文・資料集』については、ここに『論文・資料集』の1号から10

号までの表紙の写真を並べましたが、2000年から2010年まで10号発行

され、私たちはこの時期を「第Ⅰ期」ととらえています。 

 

 



10 
 

 実はこの後の2011年から2016年まで、5年間も空白があるのですが、

これは東日本大震災で福島原発事故が起こったことが原因です。私自身

も当時、福島大学に勤務していて被災し、家族といっしょに西日本に避

難することになり、そのせいもあって、この時期APP研の活動は一時的

に停滞することになりました。 

 しかし、2016年からまた『論文・資料集』の発行を再開しました（第

Ⅱ期）。2016年の再開第1号（通巻11号）から2019年の再開第2号（通

巻12号）まで再び3年のあいだが空いていますが、3年経って最新号の

12号を昨年発行したわけです。 

 以下に各号の特集を紹介した一覧を挙げます。1 号と 3 号は特集名が

空白になっていますが、この2つの号では、ポルノグラフィに関するさ

まざまな論説を掲載しています。 

 

（『論文・資料集』の各号特集の一覧） 

◆第Ⅰ期（2000～2010） 

1号（2000） 

2号（2001）映像と暴力：暴力AV視聴分析 

3号（2002） 

4号（2003）ポルノ被害アンケート調査結果報告 

5号（2004）インターネット時代の暴力ポルノ、バッキー事件 

6号（2005）ポルノ被害としての盗撮 

7号（2006/2007）ポルノと性行動に関する意識調査結果報告 

8号（2008）米国反ポルノスライドショー 

9 号（2009）ポルノ被害と女性・子どもの人権、理論社問題、レイプ

レイ問題 

10号（2010）APP10周年記念号、青少年健全育成条例問題、ポルノ被

害に対する法的アプローチ、など 

 

◆第Ⅱ期（2016～現在） 

11号（2016）AV出演強要問題、売買春と人身売買 

12号（2019）#MeToo運動、北欧モデルか非犯罪化か 
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 上の表の第2号を見てほしいのですが、この号は先ほど述べたバクシ

ーシ山下の『女犯』をはじめとする暴力ポルノを実際にメンバーが視聴

して、それがどのような内容であり、どのような問題があるのかを分析

した号です。これは本当に大変で、心理的にも非常にきつい作業でした。 

 4号では、ポルノ被害のアンケート調査というのをやったのですが（後

でも再び触れます）、実際にポルノグラフィが被害を生んでいるというこ

とを実証したいということで、弁護士やカウンセラーなどにアンケート

調査した結果について載せました。 

 5 号ではバッキービジュアルプラニング事件を取り上げました。この

事件も本当に恐ろしい事件で、暴力ポルノの撮影中に出演女性に大けが

をさせたため刑事事件になり、強かん致傷の罪で関係者が最高で懲役18

年の刑を受けたというものです。 

 また、私たちはこの頃から盗撮という問題にも注目していて、6 号で

はこの問題を特集しました。また7号では、ポルノグラフィを視聴する

男性のセクシュアリティにそのことがどのような影響を及ぼすかについ

てのアンケート調査を、主としてネットを通じてやったのですが、その

報告を掲載しました。 

 

  ポルノをめぐる現況 

 以上、私たちはこのような地道な活動をずっと続けてきたわけですが、

では、ポルノグラフィをめぐる現状はどうなっているでしょうか。少し

でもましになっているでしょうか。インターネットを通じて情報通信分

野で革命が起こったと言われていますが、そのような革命は実はポルノ

革命をも引き起こし、ポルノ被害をもいっそう深刻にし、激発させたと

いうのが現状ではないかと思います。 

 バッキー事件を特集した『論文・資料集』5号は同時に、「インターネ

ット時代の暴力ポルノ」と題して、それまでの紙媒体やビデオ媒体と違

って、インターネットを通じてポルノが配信されるとどうなるかを論じ

ました。その時に私たちが危惧したことは、その後、ある意味で予想を

超えて現実化しました。 

 その当時危惧したこととは、主に 2 つありました。1 つは消費革命で
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す。ネットの端末が存在するあらゆる場所、すなわち家庭内の机や職場

のデスクなど、あらゆるところにポルノグラフィが侵入するようになり、

したがってビデオよりもはるかに日常的かつ普遍的に消費されるように

なるということです。しかし、その当時私たちが考えていたのは、あく

までもパソコンの設置しうる場所だったのですが、その後、スマホとい

うものが出てきて、あっという間にほとんどすべての人に普及するよう

になりました。そして、スマホというのは常に個々人が身に着け携帯し

ているものですから、何らかの「場所」ではなく、子どもを含むあらゆ

る「個人」にポルノグラフィが配信され、いつでもどこでもポルノグラ

フィにアクセスできるようになりました。これらはちょっと予想を超え

た事態です。それによって今では多くの子どもたちがポルノの被害者と

なっています。 

 もう1つは制作・流通の革命です。撮影機器がデジタル化して、小型

化して、廉価になって、誰にでも扱えるものになり、パソコンを通じて

誰でも簡単に編集できるようになり、さらにインターネットを通じて誰

でも流通させ、世界のマーケットに配信することができるようになりま

した。これは紙媒体の時代には考えられないことであり、そのことによ

って素人と業者とのあいだの壁がくずれました。今では、誰もがポルノ

グラフィをつくり、それを流通させることができ、したがって誰もがポ

ルノ被害の加害者になることができます。そして、盗撮やリベンジポル

ノの事例に見られるように、誰もが被害者になりうる時代が到来したと

いうことです。 

 この2つの大きな変化によって、ポルノ被害が激化するのではないか

と私たちは予想したわけですが、その後の事態はその通りになっており、

私たちの予想を超えて現実化しているのではないかと思います。 

 まず、ポルノの制作過程で出演者が受ける被害である「制作被害」に

関しては、この間、AV出演強要被害というものが続出するという事態が

生じています。このような制作被害をともなって制作されたものがDVD

としてだけでなく、インターネットを通じても配信されることで、いっ

そう被害がひどくなるという状況が発生しています。 

 さらに「消費被害」、つまりポルノグラフィの消費を通じて起こる被害
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について見ても、新聞報道やネット記事の報道を見るかぎりでも、教員

や警察官などによる性暴力事件が毎日のように起きていることがわかり

ます。私のパソコンでは Yahoo がトップページになっているのですが、

盗撮やらセクハラやらの性暴力被害のニュースが出てこない日がないと

いうぐらいです。それは、社会の側が性暴力に敏感になったことの現わ

れでもあると言えますが、同時に、そうした事件がやはり多発している

というのも事実だと思います。多くの男性たちがポルノ漬けになってい

ることと性暴力事件の多発との間には、やはり深い関係があるのではな

いでしょうか。 

 さらに、ポルノの蔓延が生み出す女性差別や女性の二級市民化という

「社会的被害」についても、日本におけるポルノグラフィの蔓延状況と、

日本における女性の地位が先進国の中で圧倒的に低いということに関係

があるのではないかと思われます。 

 

  ポルノ批判の核心――ポルノ被害の存在 

 APP研のポルノ批判の核心は次の点にありました。すなわち、ポルノ

というのは現実に被害を生んでいるということ、したがって、それは批

判され、法的に規制されなければならないということ、それは単なる道

徳的な理由によるものではないし、社会秩序を乱すとか、そういうレベ

ルの理由によるものではないということです。 

 さて、この「被害」、英語で言えば「harm」ですけれども、それは単な

る「害悪」、つまり単に人を不快にさせるとか善良な風俗を害するという

ことではなく、「権利侵害」ということを意味するものです。そして、「権

利侵害」という場合の「権利」についても、個人的権利だけでなく、差

別被害からの保護という集団的権利も含むものであると、私たちは理解

してきました。つまり、「ポルノ問題」とは「ポルノ被害」の問題であり、

ポルノ批判の核心にこの「ポルノ被害」を位置づけるということです。 

 そして、このような把握は、アメリカのラディカル・フェミニストの

視点を継承しているのですが、中でも、アメリカのフェミニスト法学者

であるキャサリン・マッキノンさんに学ぶところが大きかったと言えま

す。そのマッキノンとアンドレア・ドウォーキンとが、1980年代の初頭



14 
 

に、おそらく世界で初めて「ポルノ被害」というものを理論的に体系化

し、法的に規制可能なものとして位置づけました。そして、この「ポル

ノ被害」を受けた者は、加害者を相手取って、損害賠償や当該ポルノの

差し止めを民事提訴できることを定めた反ポルノ人権条例を起草しまし

た。私たちはこうした動きに非常に感銘を受け、それに影響されて活動

してきました。 

 その時にマッキノンたちが体系化したポルノ被害というのは以下のも

のでした。 

 

 （マッキノン＆ドウォーキンによる被害類型） 

 被害類型 説明 

制

作

被

害 

ポルノへの強制出

演 

脅されたり、騙されたりしてポルノグラフ

ィへの出演や演技を強制される被害 

ポルノを通じた名

誉毀損 

被害者本人を特定できるポルノグラフィが

本人の許可なく使用されることを通じて名

誉を毀損される被害 

消

費

被

害 

ポルノの押しつけ 
職場、学校、家庭などにおいてポルノグラフ

ィの視聴や模倣行為を強要される被害 

ポルノによる暴行

脅迫 

特定しうるポルノグラフィが直接の原因と

なった暴行脅迫を受ける被害 

社

会

的

被

害 

 

ポルノによる性差

別 

ポルノグラフィが制作、販売され広く社会に

流通することによって、集団としての女性が

受ける差別被害、二級市民化 

 

まず「制作被害」ですが、その1つ「ポルノグラフィへの強制出演」

は、脅されたりだまされたりしてポルノに出演を強要されるという被害



15 
 

です。これはまさに今この日本で問題になっている AV 強要問題を言い

当てるものでした。 

次に「消費被害」ですが、1つは「ポルノグラフィの押しつけ」です。

家庭内や職場などで、ポルノグラフィの視聴やポルノの中の行為を模倣

した行為を強要される被害です。消費被害のもう1つは、「ポルノグラフ

ィに起因する暴行脅迫」であり、これは、特定のポルノグラフィを直接

の要因として暴行脅迫を受けるという被害です。 

最後に、ポルノの「社会的被害」である「ポルノグラフィによる性差

別」。ポルノグラフィの販売・流通が広がる中で、集団としての女性の地

位が低下し、差別被害を受け、「二級市民化」するということです。 

 

  APP研の独自の成果 

 私たちはこうした議論に触発されて活動をしてきたのですが、では

APP研として独自の成果は何かというと、それは2つあるのではないか

と思います。 

 1 つは、先ほど少し触れた「ポルノ被害に関するアンケート調査」を

実施して、日本におけるポルノ被害の重要な一端をはじめて明らかにし

たということです。この調査は、全国の女性弁護士、カウンセラー、各

都道府県の婦人相談所に対して行なったかなり大規模なアンケート調査

です。女性弁護士に関してはほぼ網羅的で、カウンセラーはそれほど網

羅的ではありませんでした。 

 これらの人々を対象に、約2500通のアンケート用紙を郵送し、ポルノ

被害について相談を受けたことがあるかどうか、あるとしたらそれはど

のようなものだったか、守秘義務に反しない範囲で書いてほしい、そう

いうアンケートでした。311 人から回答があり、その回答の半数以上か

ら、何らかのポルノ被害相談を受けたことがあるという回答を得ること

ができました。 

 以下が、アンケート調査の結果です。私たちが想定したポルノ被害の

具体例が①から⑧まであります。 
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被害の項目 件数 % 

①ポルノ視聴の強制 80 32.5％ 

②ポルノ模倣行為の強要 73 29.7％ 

③ポルノ・コラージュ 14 5.7％ 

④盗撮、裸体写真のポルノ利用 32 13.0％ 

⑤スカウト 1 0.4％ 

⑥強制・だましによる出演 9 3.7％ 

⑦契約外の行為の強制 7 2.8％ 

⑧ポルノに影響を受けた性犯罪 12 4.9％ 

⑨未遂 9 3.7％ 

⑩その他のケース 9 3.7％ 

合 計 246 100％ 
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ポルノ被害に関するアンケート調査結果



17 
 

 特筆すべき点として、この時点で制作被害についての相談が、少数と

はいえすでにあったことがわかりました。それから、後に「リベンジポ

ルノ」と呼ばれる被害も非常に多かった。さらに、DV としてのポルノ

被害が非常にひどいということをその時痛感しました。アンケート調査

の対象の1つが婦人相談所であったということも関係しているのですが、

妻からの相談、あるいは恋人同士の場合の恋人からの相談として、明ら

かにポルノグラフィの影響を受けたとしか思えない性被害が数多くある

ことがわかりました。 

 APP研としてのもう1つの独自の成果は、インターネット時代のポル

ノ被害に即した新たなポルノ被害の類型をつくり出したことです。マッ

キノンらがあの条例を起草したときのポルノというのは、主として紙媒

体と劇場映画であり、せいぜいホームビデオが始まったばかりの頃でし

た。今日ではインターネット時代であり、その間に巨大な変化があった

わけです。それに合わせて、私たちは独自のポルノ被害の５大類型化を

行ないました（詳しくは、第Ⅲ部の森田論文参照）。 

 どこに特徴があるかというと、画像と動画の電子化、パソコンとイン

ターネットの普及を通じて、1日24時間、いつでもどこでも誰でもポル

ノを流通させ、無限にコピーし、ダウンロードすることができ、したが

って誰でもポルノの加害者になり被害者になりうるという状況を反映し

たものにしたことです。それは何よりも、「流通被害」と「存在被害」と

いう独自の被害類型を入れたことに示されています。マッキノンの類型

は基本的に、「制作被害」「消費被害」「社会的被害」の3つに分かれるの

ですが、その時代には存在しなかった、あるいは現在ほど深刻ではなか

ったものとして、この「流通被害」と「存在被害」があるわけです。今

日のインターネット時代では、制作被害によってつくられたものや私的

に撮られた性的な写真や動画が、一度でもネットにアップされると、サ

イバー上に永遠に残り続け、永遠に被害を生み続ける事態になっていま

す。そして、そうした電子情報が誰かのパソコンやスマホに残っている

かぎり、それをいつでも脅迫手段に用いたり、それをネット経由ですぐ

に世界中に広げたりすることができます。そのことを想像するだけで、

どれほど被害者が恐怖を感じるかは想像にあまりあるものがあります。 



18 
 

 さらに、ストリーミングを通じて、つまり撮影と同時にネットを通じ

て発信される仕組みを通じて、撮影の模様がそのまま流通し、その視聴

を通じてただちに消費されるという事態になっています。制作被害と流

通被害とが同時に起こるという事態が生じているのです。さらに、スト

リーミング映像の視聴が個人的にではなく、だれかに強要されていたら、

消費被害も同時に起きていることになります。 

 

  今後の課題 

 このように、APP研はそれなりの成果を上げてきたのですが、できな

かったことも少なからずありました。まず、ポルノ被害というものを性

暴力の一つとして社会問題化し、世論を喚起して、反対運動を盛り上げ

ていきたいと思って活動してきましたが、これについては、2016年以降

広く社会問題化した AV 強要被害を別にすれば、十分に成功したとは言

えません。そこで、いっそう深刻化するポルノ被害の実態を明らかにし

て、広く社会的に訴えていくという、私たちの会の発足当初からの課題

を今後とも地道に続けていく必要があるだろうと思います。 

 また、この AV 強要問題などでいっしょに連携している PAPS を通じ

て、被害者と結びつき、エンパワーメントし、サバイバー自身が運動の

担い手になっていくという方向を引き続きめざしていきたいと考えてい

ます。「当事者との連携」という APP が当初からめざしていたことは、

PAPSを中心にして徐々にその基礎ができつつあります。「ポルノ被害に

関する最も権威のある専門家は被害者自身である」というマッキノンの

言葉を思い出しながら、この方向を追求していきたいと思います。 

 ポルノ・買春問題研究会はポルノ問題だけでなく、売買春問題の研究

会でもあります。私たちがその成立を目指す北欧モデルの普及・実現の

活動に取り組むことを通じて、ポルノ被害にも取り組んでいきたいと思

います。ポルノグラフィと売買春は、女性の性を買うことを通じた男性

支配の制度的実践という意味では共通しており、売買春問題の取り組み

を通じてポルノ問題での前進も図りたいと思っています。 

 以上で私の報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た（拍手）。 
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報告２ 

私が⾒た韓国#MeToo 運動 

古橋綾 
 こんにちは、古橋綾と言います。先ほど中里見さんから、APP研の20

年を振り返る報告がありましたが、実を言うと、私が学生の頃から勉強

していた書物の中にAPP研のものがありまして、はじめて中里見さんや

森田さんにお会いしたときは非常にうれしかったし、今回、このように

20周年のシンポジウムに報告者として呼んでいただくことになって、た

いへん光栄に思っています。 

 本日、私に与えられたテーマは、「私が見た韓国#MeToo運動」という

ことで、韓国について私が見てきたことを報告していきたいと思います。 

 私のことをたぶんご存じない方がたくさんいらっしゃると思いますの

で、まず最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。 

 私はもともと完全な日本人で、在日の方が多く住んでいらっしゃる地

域で生まれ育ったというわけでもなく、たまたま行った韓国で、たまた

ま「ナヌムの家」という、「慰安婦」だったおばあちゃんたちがおられる

施設を訪問したことがきっかけで、韓国に関心を持ち始め、そこから勉

強をしはじめました。 

 大学３年生の時に、交換留学生として韓国で一年間すごしたんですが、

その時、「ナヌムの家」でボランティアとして活動しました。その時、ま

だお元気であったハルモニたち、「慰安婦」被害を受けたおばあちゃんた

ちと生活しながら、いろんなことを勉強していきました。そして、2010

年から本格的に渡韓し、「ナヌムの家」でインターンとして働きはじめた

んですが、いろいろありまして、2011年から韓国の大学で勉強をするこ

とになりました。 

 そして、もうおととしになりますが、2018年の9月に日本に帰国して、

今は先ほど紹介がありましたように、大学の非常勤講師として働いてお

ります。韓国ではいろいろとやってきたんですが、何か特定の団体に所

属して何かしたというよりは、いろいろな友達といっしょに、いろいろ
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な活動に参加したり、ボランティアしたり、インタビュー調査したりし

ていました。「慰安婦」問題はもちろんなんですが、その他にも、米軍基

地村に行きまして、米兵相手に性を売っていた女性たち――今はほとん

どがおばあちゃんなんですが――へのインタビューは行なってきまし

たし、またこの方たちは裁判を闘っているんですけれども、その支援な

ども行なってきました。 

 韓国から帰ってきてからやっていることは、まず、colabo という女子

高生や 10 代の子たちをサポートする団体で非常勤のスタッフとして働

いています。あと最近では、実はチラシを今日の配布物の中に入れさせ

ていただいたんですが、「札幌市中学教諭性暴力事件の被害者を支える会」

というのを発足させました。この方は中学生の時に教師から性暴力被害

を受けた方で、いま裁判で闘っていて、高裁での審理が昨年の12月から

始まっています。その支援団体での活動も現在行なっています。 

 

  １、韓国#MeTooの社会的背景としての戦後韓国史 
 

 自己紹介はこれぐらいにして本題に入りますが、#MeToo 運動の話に

入る前に、韓国社会が社会運動に対してどのような背景を持っているの

かということを押さえておくことが、実はすごく大事なので、戦後韓国

の歴史を踏まえて、そのことについて簡単に話し、次に、#MeToo運動が

起こる直前にあったさまざまな事件について話し、その後で#MeToo 運

動についてお話ししたいと思います。そして最後に、私たちが韓国の運

動から何を学びことができるのかについて、いっしょに考えることがで

きればと思います。 

 

  建国から民主化まで 

 みなさんもご存知のように、韓国は1948年に建国されましたが、その

48年から88年までの40年間は軍事独裁政権のもとにありました。その

間に、さまざまな革命やクーデターが起こるんですけれども、40 年間、

韓国の人民は基本的な人権や民主主義を求めて全国各地で大規模な運動

をしてきました。1988年の６月に民主化選挙が行なわれて、軍事独裁政

権の時代がようやく終わることになりましたが、それまでは、軍事的、

暴力的に市民の運動を弾圧する政権が存在しており、それに対抗して大
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規模で直接的な抵抗運動が全国各地で行なわれてきたという歴史があり

ます。 

 つまり韓国には、激しい弾圧にもかかわらず抵抗を継続して、実際に

変革を勝ち取ってきたという歴史がまだすぐ近い過去としてあるんです

ね。韓国はそういう国だということ、その点が日本と違うということを

まずは考えていただけたらと思います。 

 先ほど、1988年に軍事独裁政権が終わったと言いましたが、女性運動

というのは実はそれ以前から激しく展開されていました。たとえば日本

との関係で言うと、1973年のキーセン観光反対運動が有名かと思います。

当時、主に日本の男性たちが韓国にたくさんやって来て、そこで韓国の

女性たちを買春するというツァーが頻繁にありました。軍事独裁政権の

もとでデモなんかすれば逮捕されるような状況下でも、女性たちは、空

港や大使館前でキーセン観光反対デモを行ないました。それから、労働

者の運動でも、女性たちは前面に立って運動をしてきました。1980年代

には、進歩的な女性運動団体がたくさん設立され（韓国女性の電話（1983

年）、女性平友会（1983年）、韓国女性団体連合（1987年）、韓国女性民

友会 （1987年）、韓国女性労働者会（1987年））、これらの団体は今に至

るまで大きな組織として活動を継続しています。 

 民主化された1988年以降、今日まですでに30年が経っていますが、

その間にもさまざまな紆余曲折がありました。最初の２つの政権（盧泰

愚政権と金泳三政権）は過渡期の政権と呼ばれるものです。初めての文

民政権であったりとか、民主化時代の新しい政治スタイルを模索しなが

らも、それでも軍事独裁政権時代の色がまだまだ強い状況がありました。

しかし、女性たちの闘いを通じて、1994年には性暴力特別法、それから

1997年には家庭内暴力（ドメスティックバイオレンス）防止法などがで

きています。 

 その後の金大中（キム・デジュン）・廬武鉉（ノ・ムヒョン）政権（1998

～2008年）は進歩的リベラルの政権だと言われていますが、その時に「女

性部」が設立されています。現在の「女性家族部」に受け継がれていま

すが、女性問題を専門的に行なう省庁ができたということです。そして

この時代には、性売買防止法（2004年）ができたりとか、戸籍制度が廃

止されたりなど（2008 年）、さまざまな進歩的改革がありました。とく

に廬武鉉政権の時代で重要なのは、かつての民主化運動の担い手たちが
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政権の中枢に入っていったことです。軍事独裁政権のもとで民主化運動

を実際に闘ってきた人々が、実際に政権に入って政治を変えるという経

験をしたわけです。 

 

  保守政権の再来 

 しかし、いい時代がずっと続いたわけではなく、2008年から保守政権

の再来と言われる時代が始まります（李明博政権（2008～2013 年）、朴

槿恵政権（2013～2017 年 3 月）。李明博（イ・ミョンパク）政権の時代

は、人権とか核開発とか南北和解などをめぐるこれまでの動きを帳消し

するような政策がたくさん行なわれ、政府と市民社会との断絶が起こっ

てきました。この時期に特に大きかったデモとしては、2008年の米国産

牛肉の輸入をめぐるものがあります。当時、李明博政権のもとで米国産

牛肉の輸入が決定されたときに、大きな社会問題になって、政権打倒の

大規模なデモが起こりました。 

 

 
出典:「保守政権！女中高生たちの溌溂とした警告“狂った牛は去れ” 

青少年も狂牛病を心配、大人は何をしていらっしゃるの？ 

『オーマイニュース』2008.05.03 

https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=047&aid=0001941298 
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 このデモですごく重要なのは、女子中高生の運動がこのデモの発端に

なったことです。なぜかというと、この時期日本でも狂牛病とかが話題

になりましたけれども、アメリカ産の牛肉がちゃんとした検査を経ずに

韓国に入ってくるとなったとき、この牛肉が最初に学校給食で使われる

のではないかという噂が流れました。給食は必ず食べなければいけない

わけで、子どもたちが真っ先にこの米国産牛肉を食べることになったの

で、女子中高生たちが、安全な牛肉を食べさせてほしいというデモを始

めたのです。 

 最初のデモでは、数百人が集まるという予想でデモ申請をして、牛肉

輸入に反対する文化祭をしようとしました。ところがフタを開けてみる

と、１万人もの人々が集まりました。何らかの運動体が組織してやった

運動と違って、自然発生的に若い人々が集まって声を挙げるというスタ

イルが始まったわけです。女子高生がこのようなデモをやるのを大人た

ちが見て、私たちもやらなければいけな

いということで、社会的に大規模な運動

へと発展していきました。 

 このステッカーの写真はその時の女子

高生をイメージしたもので、今でもこの

時の運動を象徴するものとしてよく使わ

れるものです。これは今から10年前の運

動なんですね。10 年前に中高生であった

女性たちが起こしたこの運動のことを覚

えておいてください。 

 実際には、先に述べましたように、当時

の政権は暴力的手段でこのデモを弾圧し

たんです。日本にはないやり方なんですが、  出典：「キャンドル少女」 

放水車の水でデモ隊を攻撃したり、カプサ   （Byナヌム文化） 

イシンというトウガラシの成分入りの水をばらまいたりしてデモ隊を弾

圧するというのは、本当に普通にやられていることで、それによって女

子高生たちの運動の強制排除ということが行なわれました。なので、こ

の時の運動は結局失敗に終わって、米国産牛肉が輸入されることになり

ましたし、政権も変わりませんでした。しかし、デモをするとか、実際
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に声を挙げるという経験をこの時に市民社会が積んだことが重要だと思

います。 

 

  朴槿恵政権の打倒 

 次にまだみなさんの記憶に新しい朴槿恵（パク・クネ）政権ですが、

この政権は2013年から始まっていますが、この政権も保守的な政権で、

かつての独裁者である朴正煕（パク・チョンヒ）の娘が大統領になって

政権を取ったわけです。この時期、2014年4月のセウォル号事件という

大きな事件が起こりました。これは大型フェリーの沈没事件だったんで

すが、仁川（インチョン）から出発した船が済州（チェジュ）島に向か

ってしましたが、その途中で沈没して、本当に多くの人たちが犠牲にな

りました（476人中300人以上が死亡）。乗っていた乗船客の多くが済州

島に修学旅行に向かっていた高校生たちで、この高校生たちの多くが亡

くなりました。事故が起きた時に、船内のアナウンスで繰り返し流れた

のは、「船は大丈夫だから、客室で待機してください」というものでした。

つまり「おとなしくそのまま待ってろ」ということです。しかし、船長

とか船員たちは真っ先に脱出して助かっています。つまり、大人たちは

助かって、「黙って待っていろ」と言われてそれに従った子どもたちはみ

な亡くなったのです。この事件は本当に韓国社会にとってショッキング

なものでした。「黙っていたら殺されるんだ」ということを韓国社会が実

感したのがこの事件でした。 

 その後もさまざまな事件が起こっているわけですが、最終的に朴槿恵

政権を打倒する国民運動として大きなものになったのは、2016 年の 10

月から始まったキャンドルデモです。これのきっかけとなったのは、梨

花（イファ）女子大学という大学で起こった不正入学・卒業事件です。

この時も、女子大学の学生たちが大学内でデモや集会を行ない、そこか

ら大きな国民運動につながって、ついに民主的手続きを通じてはじめて

政権が打倒されるという事態になりました。 

 この時も、政権を自分たちの手で倒したという経験、おかしいことは

おかしいとみんなで声を挙げれば政治は変えられるんだということが、

韓国社会のなかでの共通認識となったことが大きな成果だったのではな

いかと思います。今は文在寅（ムン・ジェイン）政権になっていますの

で、またいろいろと変わっていくかと思います。 
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  ２、ミソジニー言説への対抗 
 

 次にMeToo運動に直接かかわってくる話に移ります。 

 

  ミソジニー台頭の社会的背景 

 まず韓国社会を理解する上で重要なのは、「ミソジニー」という概念で

す。「ミソジニー」というのは何かというと、一般に「女性嫌悪」と日本

語で訳されていますが、「女性を女性という理由だけで嫌悪、憎悪する文

化的態度、女性抑圧の基礎となるもの」です。これは男性から女性に対

するものとしてあるのは言うまでもありませんが、それだけでなく、女

性から女性に対してもありますし、女性自身が自分の中で自分に対して

持つ態度としてもあるのではないかと思います。 

 韓国社会では、1998 年の IMF 危機が大きな社会問題となり、経済的

に男性が不安定になり、解雇者が大量に出ましたし、自殺者も急増しま

した。さらに1999年には、軍加算制度の廃止ということが起こります。

軍加算制度というのは、軍隊に入って軍役を果たした人々に、公務員試

験や公企業の入社試験の時に点数が加算されるという制度ですが、これ

が性差別として違憲判決を受けて、1999年に廃止になりました。このよ

うに、それまでは経済的な面でも軍事的な面でも無条件に女性より優位

に立てたのが、そういう優位性がなくなっていくと感じた男性たちの中

で不満がくすぶるようになります。 

 2000年代から2010年代にかけて、ミソジニー的な言説がオンライン・

コミュニティを中心に溢れるようになっていきました。「イルベ」と呼ば

れるネットサイトが韓国にあって、日本でいうと「２ちゃんねる」のよ

うな大きな掲示板サイトなのですが、その掲示板の中で女性たちのこと

を貶めるような書き込みがとても頻繁になされるようになりました。「イ

ルベ」は今でもあります。 

 とくにこのサイトを中心に流行して社会にも出てきた言葉に、「キムチ

女」とか「味噌女」というものがありますが、これらは女性を貶めるよ

うな言葉なんですね。実際には「キムチ女」と言われてもそれがどうい

うものなのか、ほとんどの人はイメージできないと思います。 

 「キムチ女」のイメージというのは、高級シャンプーを使っていて、

スタバのようなテイクアウトのコーヒーを手に持っていて、ブランドの
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カバンを下げていて、ブランドの小さなカバンには入らないような大き

な専門書を脇に抱えていて、手からは携帯電話を離さないという感じで

す（当時はまだスマホがなくて、ガラケーです）。そういう感じであるに

もかかわらず、「先輩、コーヒーおごって」とか言っちゃうような女の子

が「キムチ女」だそうです。別に全然いいじゃないかと思いますし、ど

うしてそれが貶めるイメージなのかさっぱりわかりませんが、とにかく

そういうのが「キムチ女」と言われているものです。「味噌女」というの

は、さらにもっと派手好きでブランド好きというイメージのようです。 

 こういう「キムチ女」とか「味噌女」という言葉が社会の中でも流行

って、女性同士のあいだでも言いあったりするということがありました。

ミソジニーがいわば女性たちのあいだでも内面化するような状況だった

わけです。 

 

  オンライン上の対抗言説の出現 

 しかしながら、2010年代あたりから状況が変わっていきます。2015年

に「メガリア」というオンライン・コミュニティが立ち上がります。き

っかけは、日本では「マーズ」と呼ばれ、韓国では「メルス」と呼ばれ

ている「MERS（中東呼吸器症候群）」という病気が 2015 年に韓国で大

流行し、社会的に大騒動となったことです。私がいた大学でも、大学の

建物の一つで患者が１人出たというだけで、全校休校になり、大学全体

を消毒するという感じでした。そういうことが全国各地で起こっていま

した。まったく個人的な話ですが、その時私はヨガ教室に入っていたの

に、そのヨガ教室が、私が入った直後にこの騒動で１ヵ月も休みになっ

て、とてもショックでした（笑い）。それぐらい、本当にみんなが日常的

に恐怖を感じているという状況でした。 

 そういう時に、例の「イルベ」の中で、「香港に旅行に行った女性が、

その病気にかかっているかもしれないのに、当局の指示に従わずにショ

ッピングをして、そのせいで広まった」という未確認情報がまことしや

かに流れました。後にその話は嘘だったということがわかったのですが、

イルベを中心にその話がぱっと広まり、「いかにもキムチ女のしそうなこ

とだ」とされました。この話は結局嘘だったのに、あるいは最初から確

認もされていない情報だったのに、「女たちは非常時にもかかわらず買い

物にしか興味がないんだ」というように、女性全体を貶める言説として
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広がったわけです。 

 そうした動きに対抗してつくられたのが「メガリア」というコミュニ

ティサイトです。最初にMERSにかかったのは実は女性ではなく男性で

あったことが後でわかりました。そこで、メガリアでは、ミラーリング

と呼ばれる手法を使って、男女を入れ替えて、「いかにも男のやりそうな

ことだ」という言い方をしました。この「メガリア」というのは、この

「メルス」という言葉と、「イガリアの娘たち」というノルウェーの小説

（男女が入れ替わっていて、男性が抑圧された世界を描いた SF 小説）

とを合体させた言葉です。 

 この「メガリア」で採用されたのは、先ほども少し述べましたが、「ミ

ラーリング」と呼ばれる戦略で、オンライン・コミュニティで溢れてい

る女性蔑視的な言説の男女を入れ替えて発信するという戦略です。ヘイ

トな言説をヘイトな対抗言説でもって攪乱させるというやり方で、そう

した言説がいかに不自然なものなのかということを認知させることが目

的です。 

 先ほどのように男女を入れ替えたり、女を貶める言葉に対抗した新し

い用語をつくり出したりです。たとえば、先ほどの「キムチ女」に対抗

して「サンマ男」という言葉をつくり出しました。「サンマ男」というの

は、常にコスパ（コストパフォーマンス）だけを考えるケチな男という

意味です。この言葉は非常に侮蔑的な言葉ですが、女性の側はこれまで

こういう言い方で貶められてきたんだということを知らしめることが目

的でした。 

 当時、こういうミラーリングというやり方はよくない方法ではないか、

そういう風に男性に対してヘイトな言説で返すというのは政治的に正し

くないということは言われていました。しかし、女性たちが常日頃こう

むっている言い方や言説がいかに不自然なものであるかを理解させる上

では重要な意味を持った方法だったのではないかと思います。 

 これらは、ツイッターなどのオンライン上の対抗言説であり、また非

常に意識の高い若い人たちを中心とした動きだったんですが、どういう

意味があったかと言いますと、オンライン上にあふれている女性蔑視的

な言葉や言い回しに対して不快感や違和感を感じていた女性たちが、そ

ういう不快感を感じるのは自分だけではない、他の女性たちも感じてい

るんだということを理解するようになったことです。そして、それは怒



28 
 

っていいことなんだ、そういうのを許容してきた社会の方がおかしいん

だということの理解が、若い女性たちを中心に広がっていったこと、そ

して、オンライン上で女同士の共感と連帯の動きが広がっていったこと

が、非常に大きかったと思います。 

 日本でもそうだと思いますが、自分が違和感や不快感を感じても、そ

の感覚がおかしいのではないかと思い込んでしまったり、自分の感じた

ことを周りに言えないことってたくさんありますよね。それは韓国でも

同じで、たしかに日本よりも率直に語る傾向はありますが、おかしいこ

とをおかしいと思えないこと、そう思っても言えないことというのはた

くさんあるわけです。そういう人たちが、みんなもおかしいと思ってい

たんだ、おかしいと思っていいんだと思えるようになったこと、それが

非常に重要だったのではないかと思います。 

 

  オンラインから街頭へ――江南事件の衝撃 

 ここまではオンラインの活動だったのですが、それが劇的に変わるき

っかけになったのが、江南（カンナム）事件でした。2016 年 5 月 17 日

の午前１時ごろ、ソウルの繁華街にある江南駅のカラオケ店のトイレで、

若い女性が殺害されるという事件が起こりました。そのカラオケ店のト

イレは男女共用のトイレで、そこに潜んでいた男が女性を刺し殺したん

ですが、彼は、先に入ってきた６人の男性を殺害しないで、そのまま見

逃し、その次に入ってきた女性を殺害したんですね。殺害の動機として、

最初の取り調べの時にこの男は、「普段から女たちに無視されてきたから

だ」と供述しています。しかし、メディアは、この事件を「統合失調症

患者による無差別殺人」というように報道しました。けれども女性たち

は、これは「ミソジニーに基づいた殺人」だとして、追悼の運動をはじ

めたのです。 

 江南駅というのは、日本の東京で言ったら渋谷駅や青山のようなイメ

ージのところです。みんなが一度は行ったことのある駅であり、午前１

時のカラオケと言えば、そんなにすごい深夜というわけではありません

よね。ですから、あまりにも日常的な状況下で起きた事件でしたので、

多くの女性がすごく大きな衝撃を受けたんですね。 

 この事件の被害者を追悼しようという呼びかけがツイッター上で行な

われました。これは個人的になされた呼びかけだったのですが、この呼 
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びかけにたくさんの人が応じ、江南駅に多くの人々が駆けつけ、付箋上

に自分たちのメッセージを江南駅 10 番出口に設けられたボードに張り

付けていくという大きな動きが自発的に起こりました。 

 それらのメッセージの中身について少し見ていきますと、たとえば、

「オンニを許して。本

当に本当にごめんね。

もう 黙っていないか

らね。大好きだよ」とい

うのがあります。「オン

ニ」というのは韓国語

では「お姉さん」という

意味ですが、このメッ

セージを書いた人が亡

くなった方の本当のお

姉さんということでは

なく、シスターフッド

という意味で「オンニ」

という言葉を使ってい

ます。 

 さらに、「次の人生も

女として生まれてきて

ね。その頃には世界が

変わっているように今

からでも行動します。

ごめんなさい」だった

りだとか、そうしたメ

ッセージがたくさん書

かれました。 

 また、「私は偶然生き残った。私の話になってもおかしくなかった」、

「『運良く』その場にいなかっただけで、誰が殺されてもおかしくなかっ

た」というように多くの女性たちが感じました。もう自分たちは黙って

いないというメッセージが多かったように思います。 

 あるいは、「幼い頃から『よくないこと』が起こるたび、自分のせいだ

江南駅の付箋 

 
出典：友人の白朝然さん撮影、2016.5.19 
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と思っていました。私だけに起こっていることだと思っていた、その不

満や怒りを押さえつけて生きてきた結果が、この死だ」というように、

これまでの自分を振り返る、これまでの自分の不満や怒りを抑えてきた

ことの結果がこの悲劇だったと自覚するメッセージも多かったです。さ

らに、「明らかに『ミソジニー犯罪』なのに『無差別殺人』と名前を付け」

る「記者たちもミソジニーに染まっている」のではないかと訴えるメッ

セージも見られました。 

 これらのメッセージは保存されて、インターネットでも見れますし、

本にもなっています。ですから、これらのメッセージをずっと語り継い

でいくことができるようになっています。 

 これらは「書かれた」メッセージですが、実際に声に出して語るとい

う運動も起こりました。5月18日から27日にかけて、「反ミソジニー自

由発言台」というのが設けられ、そこで多くの人が哀悼と共感を示し、

自分が受けた性暴力、デート暴力、痴漢、女性を言貶める発言、性差別

の経験などについて、自らマイクを取って告発していきました。これも

どこかの団体が設けたというわけではなく、自発的になされたものです。

この時も、女性たち自身が、自分も語ってもいいんだと感じるようにな

ったことが重要ではないかと思います。 

 こうした個々人による運動だけで終わったわけではなく、もともとあ

った女性団体もこうした運動に積極的にコミットしていきます。その中

の一つとして、5 月 20 日に、「女性への暴力中断のためのフィリバスタ

ー」というのがあり、17 時から 25 時まで語り続けるという試みが行な

われました。これは韓国女性民友会という団体が主催したのですが、先

ほど少しお話ししたように、1980年代にできた団体です。 

 24日には「悪い女たちが夜道を歩くデモ」というのが行なわれたりな

ど、それまで考えられなかったようなさまざまな動きが起こりました。

「悪い女たち」としたのは、当時、午前１時にカラオケ店にいる女たち

が悪いというミソジニストからの攻撃があったことに対抗したものです。

でも「午前１時のカラオケ店」というのは別に普通ですよね。ですから、

「悪い」とか「セクシー」とか言われるような恰好をしてデモ行進をし

ました。 

 さらに 26 日には、さまざまな女性団体の活動家や研究者たちが集ま

って、事件とその後のことについて語り合う大規模なシンポジウム「江
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南駅女性殺害事件関連緊急集団――大韓民国ジェンダー暴力の現在地」

というのが開かれました。突然の呼びかけにもかかわらず、400 人以上

が集まり、私もそこに参加しました。若い人たちや女子学生などがたく

さん参加し、本当に熱気にあふれた集会だったことを覚えています。 

 

江南駅女性殺害事件緊急集会 

 
出典：「関心が集まる江南女性殺害事件集団会」 

『ニュース１』2016.05.26. 

https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=421&aid=0002077342 

 

  事件が女性運動にとって持った意味 

 女性運動にとってこの江南駅の事件がどういう意味を持ったか考えて

みますと、事件が起こった翌日にはもう女性たちの自発的な参加と行動

によって、驚くほど迅速に追悼運動が起こったということ、それから「自

由発言台」を通じて、被害者たち自身が自分たちの経験を話して互いの

共感を分かちあえたこと、また、それまではミソジニー言説については

話してきたんですけれども、性暴力被害全体の問題へとみんなの関心が

高まっていったこと、これは被害として語っていいんだという認識が広

まったことです。この３つの点は、先ほど紹介した緊急集団会で、イ・

ミギョンさんという、韓国性暴力相談所の活動家の方が指摘したことで
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す。 

 私はさらに次の点もあるのではないかと思います。これまではオンラ

イン上で活動してきた若い世代の女性たちが実際に顔を合わせて、オフ

ラインで話を始めたということ、そして若い世代の活動家たちが、1980

年代からずっと活動してきた女性運動の活動家たちと出会っていったと

いうことが非常に大きかったと思います。その際、活動家や研究者も１

人の市民として運動に参加したことが重要な意味を持ったと思います。

活動を教えてあげようとか、活動を引っ張っていこうとか、そういうの

ではなくて、本当に１人の市民としてその場にいて、いっしょに彼女の

死を悲しんだ、そこから始まって、いっしょに運動を開始したというこ

とが大きかったように思います。 

 もう一つ、ソウル市が果たした役割も大きかったと思います。17日の

午前１時に事件が起こったんですが、翌々日の 19 日にソウル市の市長

である朴元淳（パク・ウォンスン）さんが事件のあった江南駅を訪問し

て、そこの追悼空間で追悼を行なっています。さらに、ソウル市役所の

中の「市民の空間」に「追悼の場」をつくろうと提案しました。先ほど

紹介した付箋ですが、あれは路上の壁（地下鉄の出入り口）に貼られて

いたんですね。事件が起きてからしばらくは晴れていたので問題なかっ

たんですが、雨が降ると傷んでしまうし、なくなってしまう可能性もあ

ります。そこで、雨が降っても大丈夫なように、付箋をまるごと「市民

の空間」に移してもいいですよ、ソウル市がその場所を提供しますよと

提案しました。そして、24日に実際に市役所の中に搬入されることにな

りました。そのおかげで、先ほどみなさんに紹介したように、メッセー

ジがすべてちゃんと残り、みんなでずっと共有することができるように

なりました。 

 さらに、ソウル市は江南事件に関する研究支援を行なうということも

決め、実際に、大学院生が江南事件の研究をするための費用をソウル市

が出しています。ソウル市が、市として公に被害者の死を追悼する姿勢

を見せたことは大きかったのではないかと思います。また、市民が議論

する場とか考える空間も、物理的に市が提供したということも重要だっ

たと思います。 
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  「ミソジニーvsミサンドリー」？ 

 とはいえ、この事件が社会的にいいことだけをもたらしたわけではあ

りません。この時の報道などでよく言われたのは、ミソジニー（女性嫌

悪）とミサンドリー（男性嫌悪）との対決になっているというものでし

た。「男 vs 女」という構図になっていてよくない、というような意見が

けっこうなされました。この事件に対してどうして女性たちがこんなに

も激しく反応するのかわからない男性たちが、すごく多かったわけです。 

 その中で「ピンクの

象事件」というのがあ

って、この事件が非常

に象徴的だったんで

すけれども、追悼現場

に、こういう「ピンク

の象」の着ぐるみを着

た男性が現われて、次

のようなことが書か

れたホワイトボード

を掲げました。その趣

旨を言いますと、「肉

食動物が悪いわけで

はなく、人間を襲った

動物が悪いんだ。犯罪

を犯した人物が悪い

のであって、誰にとっ

ても安全な大韓民国

を男女いっしょに作

りましょう」というも

のでした。この「ピン

クの象」の着ぐるみを

かぶった男の人は結局、その場にいた人たちから排除されたわけですが、

この「ピンクの象事件」はちょっと有名になりました。 

 この事件を見た時、みなさんがどう感じたかを考えていってほしいと

思います。というのも、実を言うと、私の周りにもそういうことを言う

 

 

 

 

 

 

 
出典：「江南駅殺人事件現場に現われたピンク

の象‘論難’」 

『国民日報』2016-05-21 

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=001063

5122 
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男の人が非常に多かったんですね。「悪いのは犯人であって、その人はそ

うだったかもしれないけど、なんで自分たちまでが男だからという理由

でそんな風に言われなきゃいけないのか」と言う人はたくさんいました。

そこから、なぜこの事件が重要なのか、ミソジニーの何が問題なのか、

このことについて、家庭の中や学校の中、つまり自分たちが日常的にい

る空間の中で議論するようになりました。このことも非常に大きな意味

を持ったと思います。 

 

  ３、韓国のMeToo運動 
 

 ここでようやくここから#MeTooの話に入りたいと思います。 

 

  各界の性暴力告発運動 

 MeToo運動についてはみなさんもご存知だと思いますが、これはSNS

上から始まった運動で、2017年にハリウッドにおけるセクシュアルハラ

スメントがツイッター上で告発され、過去に性暴力を受けた人は、

#MeToo というハッシュタグをつけて発信して、経験を共有しようとし

たムーブメントです。韓国ではあの江南事件が 2016 年にあったわけで

すが、それ以降、さまざまな業界から性暴力を告発する動きが起こりま

した。「〇〇（界）_内_性暴力」というハッシュタグをつけて各界の性暴

力を告発する動きが広がったのです。たとえば「文壇_内_性暴力」とか

「出版界_性暴力」とか、「体育会_性暴力」とか、それぞれの業界のなか

での性暴力を告発する動きが相次いだわけです。 

 たとえばこうした動きのいちばん初めのものだと言われているのが、

「体育会_性暴力」ですが、2001 年に小学４年生のテニス選手の女性を

コーチが複数回強かんするという事件がありました。被害者は子どもだ

ったので、それが「強かん」だということがわからなくて、うまく表現

できなくかったこともあって、加害者のコーチはきちんと処分されませ

んでした。しかし、その被害者が大学生になり、自分の経験が性被害で

あったということに気づいて、警察署に相談しに行ったのですが、「証拠

が十分ではない」として追い返されてしまいます。しかし、ツイッター

内での動きなどにも勇気づけられて、2016年に加害者に対して訴訟を起

こし、2018 年にようやく加害者に懲役 10 年の判決が確定することにな
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りました。 

 同じく話題になったのは「文壇_内_性暴力」で、ある有名作家が繰り

返しセクシュアルハラスメントや性暴力を行なっていたということが告

発されました。この場合は裁判の判決まではいかないで、加害者は「不

快に思ったなら悪かった」ぐらいのことしか言いませんでした。このよ

うに、いろいろな業界で性暴力が告発されていったという社会的雰囲気

があったわけですね。 

 

  現職検事による告発の影響 

 そしてこの方はたぶん日本でも有名だと思うんですけど、韓国で

MeTooを開始したとして知られている方です。現職の検事さんが、自分

が受けた性暴力被害をテレビのニュース番組の生放送で告発しました。

事件の内容ですが、2010 年に政府の高官から不適切な身体接触を受け、

そのことを検事局で訴えた後に、自分の経歴にそぐわない仕事をさせら

れて左遷されたというものです。彼女がこのことを公に告発したのは

2018年の７月のことです。 

 告発の背景としては、事件が起きたのは2010年ですが、その時には声

を挙げられるような雰囲気ではなかった、このことを話すことで組織に

迷惑をかけるのではないかと思ってきたけれども、その後、社会の雰囲

気が変わったこと、被害者が直接告発すれば正義を訴えられると彼女が

思うようになったことです。告発した理由というのは、被害者が口を閉

ざしていても組織が改革されることはなかったこと、謝罪というのは被

害者に直接行わなければならないし、そうしないと意味がないというこ

と、それから被害者は自分だけではなく、多くの性暴力被害者、性犯罪

被害者がいるわけですから、これらの人々に、あなたが悪かったんじゃ

ないと伝えたかったということです。 

 この告発以降、かなり長い時期、地上波の番組でこの事件が取り上げ

られていました。告発の影響としてはまず、検察という組織の中で性暴

力が行なわれていて、しかもそれが隠蔽されてきたということを、社会

に向けてはっきり訴えたということ。そしてこれをセックススキャンダ

ルではなくて、社会問題だととらえて、報道しつづけた主要メディアが

あったということです。日本だったら、ワイドショーなどでこれを単な

るセックススキャンダルだとして取り上げられたと思いますけれども、
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そうではなくて、韓国の JTBC のような主要メディアが、これは社会問

題なんだと訴えたのです。これは、これまでの歴史の中で獲得されてき

た、メディアや市民運動の成熟が影響していると言えると思います。そ

して、オンライン上での「〇〇界_性暴力」という告発にも力を与えて、

もっと多くの業界での性暴力の告発があいついだことです。 

 

 

 

 推進力となった連合体 

 韓国の場合、日本と少し違うところは、問題ごとに連合体をつくって

強力な推進力としていくということがあると思います。 

 先ほどの検事さんは 2018 年の 1 月に告発したんですけれども、それ

以降もいろんな人の告発が続いていて、「MeToo 運動と共にする市民行

動」という大きな連合体が３月に発足します。 

MeToo運動と共にする市民行動発足記者会見 

2018.3.16 
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 団体が340個、それから個人160人が参加するような連合体ができた

わけです。MeToo運動を支持しそれと連帯すること、被害者の人権保障

につとめること、加害者に対する処罰と真相究明を促すこと、性差別・

性暴力を根絶するための具体的な政策と制度作りを国家に求めること、

などを目標に活動

を続け、3 月 22～

23日には、2018分

間話し続けるフィ

リバスターという

企画を実施しまし

た。自分の経験や

意見を話したい人

を募集し、１泊２

日の間、街頭でス

ピーチし続ける集

会を行ないまし

た。 

 こうした活動の

中でやはり一番大

きかったのは、安

熙正（アン・ヒジョ

ン）という民主党

系の有力政治家に

よるセクシュアル

ハラスメント事件

をめぐる取り組み

です。この人の政

策秘書が、自分の受けた性暴力やセクシュアルハラスメントの被害を先

ほど出た JTBC の「ニュースルーム」で告発しました。告発された加害

者である安熙正は忠清南道の知事をしていたんですけれども、告発のそ

の日に辞任して、すべての政治活動を中断すると表明しました。彼は、

文在寅大統領の次の大統領候補だと言われていたのですが、この事件で

失脚したわけです。そして彼はそれで幕引きを図ろうとしたのです。 

無罪判決への抗議デモの写真１ 
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 ところが、この年の 8 月 14 日に一審のソウル地方裁判所は彼に無罪

を言い渡しました。加害者である安熙正は実際に自分のやったことを認

めていたし、明確な性暴力事件だったのに、無罪という判決が出たこと

で、女性たちは、「これで無罪なら、いったい女たちは何を信じて生きて

いけばいいのか」と訴えて、「女たちに国はない」という大規模なデモを

実施しました。夏の暑い時だったんですけれども、やはり何万人も集ま

って、大きなデモをしたわけです。 

 司法部を初めとする公権力の正義が死んだという意味を込めて、２万

人が黒い服を着て集まってデモをしました。この場合でもやはりすぐに

組織できるというのは、連合体があったことの影響ではないかと思いま

す。こうしたデモだったりだとか、持続的な訴えというのが功を奏して、

この事件をめぐって、次の年の２月には高裁では有罪判決が出て、昨年

（2019年）の９月には最高裁が被告側の控訴を棄却したことで、有罪判

決が確定しています。 

無罪判決への抗議デモの写真２ 
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安熙正元知事嫌疑別１・２審有無罪判断（記事の日本語訳） 

 

嫌疑 犯行日時 犯行場所 １審 ２審 

被監督者

姦淫 

2017.7.30 ロシア・サンクトペ

テルブルクホテル 
無罪 有罪* 

2017.8.13 ソウル・ノボテル 

アンバサダーホテ

ル 

無罪 有罪* 

2017.9.3 スイス・モンルポホ

テル 
無罪 有罪* 

2018.2.25 ソウル・トラパレス

オフィステル 
無罪 有罪* 

業務上の

威力を用

いた醜行 

2017.11.26 

官用車 無罪 有罪* 

一般強制

醜行 

2017.7.29 ロシア出張中ヨッ

ト 
無罪 有罪** 

2017.8.10 KTX列車 無罪 有罪** 

2017.8.12 ソウル・飲み屋 無罪 有罪** 

2017.8.16 ソウル・コリアナホ

テル 
無罪 有罪** 

2017.8 中旬~

末 

道知事の事務所 
無罪 無罪 

   

 

懲役3

年6 か

月 

*被害者の陳述に信ぴょう性があり、被告人の陳述には信ぴょう性がない 

**被害者の陳述の信ぴょう性が十分に認められる 

 

出典：「アンヒジョン前知事嫌疑別有無罪判断」 

『聯合ニュース』2019.9.9 

https://www.yna.co.kr/view/GYH20190909001600044 
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 このように、この間、性暴力関係で１審で無罪になったいろいろな事

件が、一つを除いてすべて２審以降で有罪になっています。安熙正事件

の場合は懲役３年６ヵ月の刑が宣告されましたけれども、何よりも女性

たちの運動のおかげで、こうした変化が生じたのではないかと思います。 

 

  韓国MeToo運動の意義 

 これまで話してきたことと重なりますけれども、韓国MeToo運動の意

義の一つは、オンラインの運動とオフラインの運動、既存の運動と新し

い世代の運動、多様な担い手と多様な世代がいっしょに声を挙げている

ことです。２つ目として、文字通り「MeToo（私が語る）」として、すべ

ての人が語る主体になっていること、さらに３つ目として、デモなどの

活動が日常の延長上にあることが重要ではないかと思います。 

 たとえば、私といっしょにデモに行った友人の中に、大学で別にジェ

ンダーを研究したわけではない学生もいたのですが、デモに行くと、多

くの知り合い、多くの友人たちがいるという状況にあります。デモの現

場を友人たちと共にすることによって、性暴力や生活で感じる違和感な

どをお互いに語り合うことが日常となり、このようにして日々の日常が、

ジェンダー・センシティブな共同体へと変わっていくと思うんですね。

ですから、たとえ大きな性暴力の事件を告発するというところまで行か

なくても、日常の性差別的な発言や振る舞いなどについてお互いに違和

感を気軽に語れるような共同体になっていくということです。 

 このように MeToo が日常になるということが、社会全体がジェンダ

ー・センシティブなものに変わっていくための大きなきっかけになった

と思います。 

 

  ４、おわりに――性売買経験者の声 
 

 最後に、「誰がMeTooを聴くのか」とか、「どのような声を聴くのか」、

このことについて共に考えつづけることが必要なのではないかというこ

とで、私の報告の最後に、性売買経験者の話をしたいと思います。 

 MeTooの運動が始まった頃に、やっぱり、性売買を経験してきた女性

たちの声というのは、実はあまり聴かれてこなかったということが指摘

されています。実は、性売買を経験してきた女性たちというのは自分た



41 
 

ちの経験をこれまでもずっと語ってきたわけですけれども、性暴力告発

のうねりの中でこれらの人々がどれだけ発言権を得てきたのかというと、

初期の頃はそれほど大きくはなかったと言うことができます。 

 2004年に性売買防止法が制定され、その後にいろいろな当事者支援の

運動（相談所、シェルター、自立支援など）や社会変革のためのアクシ

ョン、政策提言、当事者の自助団体の結成などがあり、いろんなことを

してきたわけですけれども、MeToo運動の最初の頃はこうした問題が積

極的に取り上げられない雰囲気がありました。 

 それでも、経験当事者たちがずっと発言を続けてきました。たとえば、

性売買女性当事者のネットワークであるムンチが「私たちの存在が実践

だ！」として発信を続け、フェイスブックの中で、自分たちの経験を書

いて訴えてきました。そして、そうした発言に耳を傾けようとした人た

ちが出てくるようになりました。こうして、先に触れた「MeToo運動と

共にする市民行動」がさまざまなテーマで連続デモを企画し、たとえば

今週は何々、また次の週は何々という風にして、さまざまなテーマでデ

モをしていったんですが、その中の一つで反性売買がテーマになり、去

年の９月に「性搾取カルテルをぶっつぶせ」デモが実施されました。 

 

「性搾取カルテルぶっつぶせ」デモの写真 

 
出典：「”性搾取カルテルをぶっつぶせ”光化門一帯を行進する女性たち」 

『女性新聞』2019.09.20http://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=193204 
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 これはソウルで行われたデモの写真ですけれども、全国各地から当事

者の女性たちも参加して、大規模なデモ行進をいっしょに行ないました。 

 最初は取り上げられなかったけれども、みんなが訴えて発信していく

中で、この問題も大事だよねというようになってきて、今まで聴かれな

かった声が聴かれるようになってきたということです。 

 性売買経験の当事者たちが発言を続けていくためには、それをさまざ

まな側面から支えサポートしていく女性団体がちゃんとあり、それに耳

を傾けようとする市民たちがいると言うことがすごく大事だと思います。

そうした人たちがいて、それに支えられて、当事者たちが活動を続けて

いくことができるのだと思います。 

 問題は、社会の側が聴きたい話だけが聴かれるということだと思うん

ですね。当事者たちはすでに声を挙げているのに、それが聴かれていな

いということです。日本では MeToo が弱い弱いとよく言われるけれど

も、実際には、あなたが聴こうとしていないだけではないのかというこ

とです。そしてあなたがその声を聴いたのなら、それをどのようにして

社会的にも聴かれるようにしたらいいのかを考えていってほしいと思い

ます。本日はありがとうございました。 
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報告３ 

非犯罪化か北欧モデルか 

森田成也 
 私の報告は「非犯罪化か北欧モデルか」というテーマです。すでに２

人続けて内容の濃い報告がありましたので、私の報告は比較的短くすま

せたいと思います。 

 

  １、韓国のMeToo運動と北米のMeToo運動 

 

 ちょうど古橋さんのお話の最後に、韓国のMeToo運動の中で性的搾取

の問題が取り上げられ、性売買被害の当事者の方たちの運動が起こって

いるという貴重な報告がなされました。それを受ける形で私の話を始め

たいと思います。 

 

  性売買問題に切り込む韓国と日本のMeToo運動 

 2017 年後半以降、世界各地で MeToo の運動が起こり、さまざまな取

り組みがなされていますが、その中で、先ほどの古橋さんのお話にあっ

たように、韓国ではそれよりも早く、江南事件などをきっかけに大規模

な運動が起こっています。そして、この運動の中では、性売買、性的搾

取に反対する大規模な運動があったりだとか、あるいはまた、APPが昨

年発行した『論文・資料集』第12号で紹介したように、盗撮ポルノに反

対する数万規模の連続集会が開催されたりというように、性売買（売買

春とポルノグラフィ）の問題に鋭く切り込む運動が取り組まれてきまし

た。 

 実は日本でもそうで、何をその運動の起点と考えるかで変わるので難

しいところですが、少なくとも、日本でも別に2017年後半のハリウッド

から始まったMeToo運動が起こるのを待っていたわけではなくて、それ

以前からさまざまな運動が起こっていました。伊藤詩織さんによる性暴
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力告発などはその最たる例ですが、それだけでなく、PAPS（ぱっぷす）

が中心になって取り組んだ AV 強要問題に対する爆発的な運動の広がり

というのは、すでに2015～2016年から見られたわけです。モデルになれ

るとか、芸能界にデビューできるという口実で若い女性をだまして、最

終的に AV 撮影に持ち込んでいく、そして本人が嫌がったら巨額の違約

金を請求して、断れなくしてしまうという手法が、ネットや新聞報道な

どを通じて世間に知られると、まさに「私もそうだった」「私も同じよう

にして騙された」というまさに「MeToo」の声が PAPS のネット相談に

殺到しました。そして、その後、これは政府や自治体をも巻き込む社会

的な取り組みとなりました。 

 ちょうどここに文科省が出している啓発チラシを見本として持ってき

ましたが、ここに大きな見出しで「AV出演強要」と書かれ、その危険性

を訴える内容となっています。今日は持ってくるのを忘れましたが、今

回のこの APP20 周年記念のイベントが行なわれているここ立川市も同

じようなチラシを出しています。本日の会場となっているこの「アイム」

という施設に先月予約を取りに行ったときに、ちょうど受付のところに

そのチラシが置かれており、それは、JK ビジネスと並んで、AV 強要被

害について立川市民に啓発する内容のものでした。 

 このように政府や自治体が日常的にチラシを通じて AV 強要問題につ

いて国民や市民に啓発するなんてことは、われわれが20年前にこのAPP

研を発足させた時には、まったく予想もしていなかった変化だと思いま

す。われわれは、公的な機関からまったく注目されない状況の中で、発

足から 10 年以上活動してきたわけですから、そういう意味では本当に

大きな変化がこの５年間に起こったのだと言えると思います。 

 

  #MeTooと性売買の自由化論とが両立する北米リベラル 

 それでは、#MeToo 運動を世界的に拡大する役割を果たした北米の

MeToo運動はどうだったかというと、その影響力の巨大さ（それは大部

分、アメリカという国家と英語という言語が世界で有している経済的・

文化的・政治的な圧倒的支配力のおかげ）にもかかわらず、MeTooを支

持する同じ人々（リベラル派）が、その一方で、売買春の包括的非犯罪
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化を声高に求めるという事態が見られます。「包括的非犯罪化」という難

しい言い方をしましたが、性産業に関わるいっさいの特殊な規制をでき

るだけなくしてしまい、それを全面的に自由化してしまおうというもの

です。このような恐るべき主張を、他ならぬリベラル派が支持している

というのが北米の状況です。 

 MeToo運動が盛り上がっていた時に、アメリカのラディカル・フェミ

ニストであるキャサリン・マッキノンは、この運動の矛先が売買春にも

向けられることへの期待を表明していました。ハリウッドでの告発から

始まった#MeToo のきっかけはセクシュアルハラスメントですから、セ

クシュアルハラスメント（対価型）というのは、何らかの経済的ないし

社会的な利益供与（ハリウッドであれば、映画に出させてやるとか、監

督に口をきいてやるとか）と引き換えに、あるいは何らかの不利益を受

けないことと引き換えに、性的な対価を求めることがその本質です。こ

の本質を正しく理解しているのなら、売買春もまた、経済的利益供与（金

銭）と引き換えに性的関係を要求するものであるのですから、その批判

の矛先はこの性売買にも向かわなければならないし、MeToo運動が発展

していけば、やがてその方向に進むのではないか。そういう期待をマッ

キノンは表明していましたが、残念ながら、そうはなっていません。む

しろMeToo以降、非犯罪化の流れは、北米およびその影響下にある（英

語圏の）他の国々や国連機関で強化されています。 

 レジュメに書きましたけれども、アメリカのニューヨーク州、および

首都のワシントン DC（どちらもリベラル派の強い州）では包括的非犯

罪化法案が民主党議員によって、しかもその中でも特にリベラル系、「左

派」系の議員によって提出されました。この両地域では、幸いなことに、

サバイバーやその他のアボリショニストの闘いのおかげで、何とか否決

することができました。現在、同じくリベラル派の強いバーモント州で

非犯罪化法案が提出されていて、これもやはりリベラル派の民主党議員

によって出されています。さらに昨年末、オーストラリアのノーザンテ

リトリーという準州で包括的非犯罪化法案が成立しましたが、これもオ

ーストラリアの緑の党と労働党のリベラル派議員によって推進されたも

のです。また、今年はアメリカ大統領選の年ですが、民主党の最有力候
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補の１人であるウルトラリベラル派のエリザベス・ウォーレン上院議員

は、大統領予備選で非犯罪化に肯定的に言及しています。もっとも、ア

メリカは連邦制で、刑法は州の権限ですから、大統領ではどうしようも

ないわけですけれども、ウォーレンのこの公約は民主党支持者の中に多

いセックスワーク派の票を取りにいったものと思われます（注 ウォー

レンは、当初は民主党内でトップに近い支持率を得ていたが、その後、支持

が伸び悩み、民主党の大統領予備選から撤退した）。 

 さらに、国連の一機関であるUNウィメンが、今年の北京宣言25周年

記念に向けた取り組みの中で、ほぼセックスワーク派の団体ばかりをコ

ンサルタント団体に選ぶというような事態が起きています。そして、世

界各国の100を超える女性団体・人権団体（日本からも十数団体が名前

を連ねました）が、国際的な性的搾取の根絶をアクションプランの一つ

に入れてほしいという請願署名を提出したところ、UN ウィメンは「そ

んなマイナーなテーマは取り上げるに値しない」という信じがたい返答

をしてきました。 

 このように、北米ないしその影響下にあるMeToo運動というのは、非

常にパラドキシカルな性格を持っていると言うことができます。一つは、

こうした動きは、MeToo運動が有している潜在的な革命的可能性に対す

るバックラッシュという性格を持っています。つまり、セクシュアルハ

ラスメントの本質を正しくとらえるならば、MeToo 運動の矛先は当然、

性売買、すなわち金銭を介した性的搾取にまで及ぶし、及ばなければな

らない。このような事態にならないよう、そうした可能性を未然に防ぎ、

それに反撃するためのバックラッシュとして、この間の非犯罪化の動き

が出てきています。しかし、それだけではありません。この非犯罪化の

動きは同時に、そもそも北米リベラル（およびその影響下にある国際リ

ベラル）が最初から持っていた本質的な限界
．．．．．．

の表出としての意味も持っ

ています。それは何かと言いますと、男性支配（さらに資本主義もそう

ですが）の「本丸」としての性売買（売買春とポルノグラフィ）には手

を触れない、あるいは、そこにまで及ぶ可能性が出てきたら、必然的に

大規模な反撃がリベラル派の中から起こる、ということです。 
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 今回の MeToo 運動のような大規模な波でさえ――マッキノンは「暴

力なき革命」とまで呼びましたが――、残念ながら、男性支配（人によ

っては「家父長制」と呼びますが）と資本主義という硬い岩盤にぶつか

り、押し返されてしまったということです。 

 

  ２、売買春をめぐる２つの世界的流れ――非犯罪化か北欧モデ

ルか 

 

 APPが昨年出した『論文・資料集』第12号は、その特集２で、「北欧

モデルか非犯罪化か」というテーマを取り上げました。そのきっかけと

なったのは、もう一昨年になりますが、ジェンダー法学会の年次大会で、

性売買の問題を主たるテーマとしたシンポジウムが開かれ、それに参加

したことです。そこでの報告者たちが、基本的にAPPの中里見さんを除

いて、明確に性売買に反対する議論をせず、それどころか、それを積極

的に擁護したり、あるいは性売買が合法化されているオランダの状況に

関して、オランダ人は市民として自立しているので、性売買を合法化し

ているのだというような頓珍漢な議論（実際には、オランダの赤線地帯

にいる女性たちのほとんどは外国人であり、多くが人身取引被害者であ

るにもかかわらず！）をする学者がいたりという、悲惨な状況でした。

そこで、私たちは、性売買をめぐって、現実の世界でどのような事態が

起こっているのか、そしてどのような流れになっているのかを学ぼうと

決意しました。その結実が、今日、この会場でも販売している『論文・

資料集』第12号です。おかげで多くのことを学ぶことができました。 

 

  売買春をめぐる世界の２つの極 

 それでは、この売買春ないし性売買をめぐって、世界はどのような大

きな流れにあるのでしょうか？ それは、古い禁止主義や古い規制主義

から脱して、２つの大きな流れへと収斂しつつあるということです。そ

の２つの流れのうちの一つは、包括的非犯罪化と呼ばれるものです。そ

れは、性産業に関わる特殊な規制（特定の場所や時間帯への営業の限定、

売春従事者の登録、性病検査、広告や求人求職に対する規制、等々）の
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すべてをできるだけ撤廃して、全面的に自由化しようするものです。こ

れは基本的に性産業のロビー団体（「セックスワーカー」の組織と称して

いる）およびリベラル派の団体が推進しているものです。リベラル左翼

は普段は大企業や市場や新自由主義に批判的なことを言いながら、性売

買の問題になると途端に大企業と自由市場の支持者に早変わりします。 

 もう一つの流れは、それとは正反対のもので、北欧モデル（ノルディ

ック・モデル）と呼ばれていますけれども、性産業の業者やピンプ（女

性に売春をやらせ、それを管理し、そこから利益をせしめる男のことで、

広い意味では性産業も該当するが、ここでは基本的に個人ないし犯罪組

織によるものを指す）、買春客は処罰するが、売り手の女性は処罰しない、

そして売り手の女性の性産業からの離脱を国家的にサポートしていくと

いうものです。それが北欧モデルと呼ばれているものです。これは性産

業のサバイバーやラディカル・フェミニストが推進しているものです。

私たちはこれをアボリショニスト・モデルとも呼んでいます。アボリシ

ョニズムと言うのは、もともと黒人奴隷制廃止運動のことですが、売買

春の廃止をめざす運動のことも指します。そして歴史的にも理論的にも

両者は深くつながっています。 

 このように、非犯罪化と北欧モデルという２つの大きな流れがいま世

界で起こっていて、各国の政策はこのどちらかへとしだいに収斂してい

く傾向にあり、両者のあいだ、あるいはいずれかを推進している人々の

あいだで、世界各地で熾烈な争い、闘いがいま起こっているところです。 

 しかし、この闘いは非常に不平等な闘いであって、というのも非犯罪

化を求める側は性産業によって系統的にバックアップされているからで

す。現在、経済と交通のグローバリゼーションと格差のグローバルな拡

大の中で、性産業は急速な成長産業になっており、巨大な儲けを上げて

います。かつての売買春は、個々人のピンプが何人かの女性を支配して

ちまちまと儲けを上げるという家内工業的ないし手工業的なものでした

が、今では大規模化し、産業化し、そして国際化しています。そのため

に、売買春を合法化している先進諸国では、国内から調達される女性で

は足りなくなり、国際的な犯罪シンジケートと結びついて、国際的な人

身売買が大規模に起きているわけですけれども、そういった形で巨額の
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金を稼いでいる集団が、非犯罪化を後押ししているわけです。 

 さらに、ジョージ・ソロスという世界トップクラスのビリオネアが「オ

ープンソサエティ財団」というのをつくっていて、この財団が、性産業

の非犯罪化（自由化）を掲げる世界各地の団体に巨額の資金提供をして

います。そうした団体の中には、アムネスティ・インターナショナルだ

とかヒューマンライツ・ウォッチ、アメリカ自由人権協会（ACLU）など

の有名な「人権」団体も含まれています。これらの団体はこの間、こと

ごとく非犯罪化政策を支持するようになりましたが、その背景の一つが

このジョージ・ソロスの巨額のお金です（もちろんそれだけが理由では

ありませんが）。 

 先ほど名前の出た民主党のエリザベス・ウォーレンもこのジョージ・

ソロスから巨額の政治献金を受けています。世界中の人々から搾取して

巨額のお金を集め、投機を通じてそれを何十倍にもし、その巨額の資金

を使って、性産業の自由化というさらなるビジネスチャンスをつくり出

すための資金として「人権」団体に大金をばらまくわけです。さらにそ

うすることで節税対策にもなるし、また社会貢献しているという企業イ

メージの向上にもつながるという、一石二鳥、三鳥、四鳥のマネーロン

ダリング政策です。 

 

2015年におけるオープンソサエティ財団の助成金先リスト 

助成先の団体 助成額 

Network of Sex Work Projects 15万ドル 

POWER: Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work 

Education and Resist 

5万9984ドル 

Human Rights Watch 1008万225ドル 

Amnesty International 201万8,206ドル 

American Civil Liberties Union 33万6167ドル 

International HIV/AIDS Alliance 10万ドル 

出典：Raphael, Jody (2018) "Decriminalization of Prostitution: The Soros Effect," 

Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence: Vol. 3: Iss. 1, Article 1. 

 



50 
 

 このようにセックスワーク派は巨額のお金に支えられているのに、こ

ちら側はほとんどが個々の活動家の手弁当でやっているという有様です

ので、きわめて不平等な闘いです。いずれにせよ、こうした両極間の厳

しい争いが世界中で展開されているわけです。ところが、日本の人々は

こうした世界の動きをほとんど知らないできました。そこで世界の情報

をできるだけ日本の人々に知らせる必要があるということで、昨年、私

と中里見さんは、国際的な反性売買の団体であるCATW（Coalition Against 

Trafficking for Women）のメーリングリストに入れてもらいましたし、そ

こでの最新の国際情報を適時日本の活動家に知らせる努力を現在してい

ます。 

 

  北欧モデル国と合法化国 

 では、北欧モデルの国はどれぐらいあるかといいますと、まずはスウ

ェーデン（1999年）です。これが最初の事例なので北欧モデルと言われ

ています。その次が韓国です（2004年）。レジュメでは「部分的に韓国」

と書きましたが、先ほどの古橋さんの報告にもありましたけれども、2004

年に性売買防止法が制定されて、買春者が処罰されるようになり、また

売り手の女性の、性売買からの離脱支援の取り組みや、性売買を防止す

る公的な教育・啓発活動などが取り組まれるようになりました。この法

律は理念的には北欧モデルに非常に近い法であり、アボリショニズムに

もとづいた法体系なんですけれども、徹底できていない面があります。

制定当時における保守派の抵抗のせいで、売り手の女性が「自発的」で

ある場合には処罰の対象になるという決定的な弱点が残っています。し

かし、ピンプは売り手の女性を脅して、いくらでも「私は自発的に売春

しました」と警察に言わせることができるので、この規定があるかぎり、

本当の意味でピンプや業者を取り締まることができません。韓国のフェ

ミニストはもちろんのこと、この規定の撤廃をずっと要求しつづけてい

ます。 

 そのため韓国は世界的には、北欧モデルの採用国にカウントされてい

ないんですけれども、しかし私は韓国からやって来るフェミニストやサ

バイバーの話を聞くたびに、韓国ではこの法が草の根の組織の努力によ
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ってかなりアボリショニズムの精神で運営されているように思いますの

で、私は北欧モデル国に入れています。 

 さらに、ノルウェー（2009年）、アイスランド（2010年）、カナダ（2014

年）、北アイルランド（2015年）、フランス（2016年）、アイルランド共

和国（2017年）、そしていちばん最近ではイスラエル（2018年）です。

イスラエルは、2018年の12月31日の国会で可決されており、それを逃

したら、次は４月まで国会が開催されないということで、最後の最後の

日程で採択されました。 

 ざっと見ればわかるように、いわゆる「高度福祉国家」が多く、韓国

を除いてジェンダー平等上位国でもあります。「韓国を除く」と言いまし

たけれども、やがて韓国もどんどんジェンダー平等が進んでいくと思い

ますので、変わってくると思いますが、最新の2019年の世界経済フォー

ラムのジェンダーギャップ調査で言うと、上位５ヵ国のうち３ヵ国（ア

イスランド、ノルウェー、スウェーデン）が北欧モデル導入国であり、

上位20ヵ国には６ヵ国（＋カナダ、アイルランド、フランス）が北欧モ

デル導入国です。このように、北欧モデル導入国とその国のジェンダー

平等度とのあいだには一定の相関関係があると思います。ただし、合法

化国でも、2019年のジェンダーギャップ調査では上位に入っている国も

いくつかあるので、単純な相関関係は言えません。 

 では合法化ないし非犯罪化された国・地域として有名なところは、ド

イツ、オランダ、オーストラリアの諸州（ニューサウスウェールズ、ヴ

ィクトリア、首都圏特別地域、クィーンズランド、ノーザンテリトリー）、

ニュージーランド、スイス、スペイン、アメリカのネバダ州など。この

中で、包括的非犯罪化の理念に最も近いと言われているのはニュージー

ランドで、それ以外では、オーストラリアのニューサウスウェールズ州

と、いちばん最近では昨年11月におけるノーザンテリトリー（準州）が

それにあたります。この３つの国・地域以外は、非犯罪化推進派からは

「非犯罪化」とは数えられていないけれども、同じような合法化国です。

「合法化」と「非犯罪化」の違いというのはあまり本質的なものではあ

りませんが、「合法化」が「規制のある合法化」であるのに対して、「非

犯罪化」の方は規制をできるだけ最小限にした自由化のことであると考
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えていいかと思います。「合法化」の国々はやはり公衆衛生上の観点や、

健全な風俗の維持などの観点から、営業のできる場所や時間帯などの規

制があったりします。つまり、合法化しつつ、規制するという側面があ

りますけれども、非犯罪化は、そうした規制もできるだけ取っ払って、

できるだけ自由に性産業を経営できる方がいいというのが「非犯罪化」

です。 

 

  合法化国の実態 

 では、実際に合法化ないし非犯罪化された国や地域ではどのような実

態になっているのかですが、実はこの問題こそが去年の2019年に、私た

ちが APP 研としてさまざまな外国語文献を翻訳したり調べたりして半

年間取り組んだことであり、その成果は、最新の『論文・資料集』12号

の「特集２」で紹介しました。その中で多くの国や地域で共通してはっ

きりしているのは、先ほども少し述べましたように、売買春が産業化し

グローバル化する中で、欧米先進国の白人男性が世界中の（主として貧

しい）国々の若い女性と少女を性的に搾取し、国際人身売買組織と先進

国の性産業とがそれを通じて巨額の利潤を上げているということです。

そうした現象が、合法化した諸国ではどこでも生じているということで

す。それらの合法化した先進諸国における売春女性の７割から８割は東

欧やアジアやアフリカから連れてこられた外国人であるか、あるいはそ

の国の先住民女性であるということです。 

 たとえばドイツですが、ドイツは2002年に新たな法律ができて（ちな

みに、この法律によってはじめて売買春が合法化されたわけではなくて、

それ以前から売買春は事実上合法だったんだけれども、より体系化され

た法律ができたということです）、より大っぴらに売買春が横行するよう

になりました。私たちのイメージだと、ドイツ人というのは日本人と似

て真面目で勤勉で、労働運動が強く、ナチス支配への反省からより民主

主義的であると考えられていると思いますが、性産業の自由化の中でと

てつもない買春社会になっています。『論文・資料集』で紹介しましたが、

同国では合法の売買春は年間に２兆円近く売り上げ、１日に100万人の

ドイツ人が売春店に通い、ドイツ人男性の４人のうち３人が買春した経
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験があるという状況になっています。また、ドライブスルー式の売春店

も各地にあり、ドイツではまるでハンバーガーを買うように女性を買う

ことができます。スイスやオランダでも同様の施設があります。常連の

顧客の中には、警察官や政治家もたくさんいて、中には人身売買の捜査

担当の警察官でさえ日常的に女性を買っています。 

 

 

ドライブスルー式売春ボックス 

 

 これだけ買春が蔓延しますと、当然、女性の供給が不足するわけです

ね。ドイツ国内の同じドイツ人ではまかないきれませんので、大量に外

国から移民女性が調達されて、ほとんどドイツ語も話せないような若い

女性たちが、ドイツでドイツ人男性相手に性を売らされているわけです。

『論文・資料集』第12号で紹介した『ガーディアン』の記事ですと、ド

イツにいる少なく見積もっても 40 万人以上の売春女性の９割以上がア

フリカや東欧などの外国出身者であり、しかもその半分が 20 歳以下で

す。同じ『ガーディアン』の記事では、パラダイスという名前のドイツ

最大手の売春店が、国際犯罪組織と手を結んで、東欧からの人身売買に

よって被買春女性の供給を維持していたことが暴露され、経営者が逮捕・

起訴され、有罪判決を受けるという事件が最近起こっています。吉見義
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明さんが最近、『買春する帝国』（岩波書店）という表題の本を出して戦

前の日本帝国の実態を暴いていますけれども、世界各地からさまざまな

人種の女性をかき集めて、売春店に放り込んでいる現代のドイツは、ま

さに現代版『買春する帝国』になっているわけです。 

 さらに、ドイツ国家は個々の売春女性に対して人頭税として１日25ユ

ーロ（3000円ほど）もの税金を課しています。つまり、ドイツは大規模

な売買春で金を儲けている国家だということです。そのためフェミニス

トはドイツを「ピンプ国家」と呼んでいます。ドイツでは搾取的なピン

プ行為は法的に禁じられているのですが、国家そのものが搾取的なピン

プと化しているのです。つまりドイツは「買春する帝国」でありピンプ

国家であるということです。 

 先ほど述べたように、ドイツでは売春女性の８割から９割が外国出身

者ですが、この割合は他の合法化国でもおおむね共通しています。低く

ても７割が外国人であり、多くて８割から９割が自国の女性ではなく外

国人女性です。どこから来ているかというと、多くが、東欧、アフリカ、

アジア、そしてラテンアメリカです。とくに多いのが東欧諸国で、地理

的に近いということもありますし、1980 年代末から 90 年代初頭にかけ

てのソ連・東欧の崩壊によって経済が混乱し、それまでの福祉システム

の中で生活できていた社会がなくなって、大量の若い女性が西側に流入

するという事態になっています。そうした状況を利用して、まさに西側

先進国の性産業が繁盛し、それを国家の側が支援しているという構図に

なっているわけです。 

 

  ３、セックスワーク論の本質と北欧モデルの可能性 

 

 ここで少し原理的なお話をしたいと思いますが、この包括的非犯罪化

の理論的バックボーンとなっているのは、セックスワーク論というもの

ですけれども、この話についてきちんと論じるとなると、それだけで２

時間ぐらいは話さないといけなくなるので、ごく短めにお話しさせてい

ただきます。 
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  セックスワーク論の本質 

 「セックスワーク論」というのは1970年代後半にアメリカで生まれた

と言われていますが、それが 1980～90 年代に英語文献を通じて世界中

に輸出され、この日本にも90年代になって輸入されて、講壇フェミニス

トを含む知識人のあいだでしだいに広がっていきました。日本も基本的

には戦後はアメリカに従属する国家であり、リベラル系の知識階層は基

本的に英語圏の影響下にあります。そして21世紀になって、セックスワ

ーク論は国際リベラル派の中でほぼ支配的なものとなりました。この勢

いはまだ衰えておらず、冒頭で述べましたように、北米リベラルのあい

だでは、#MeToo の巨大な流れさえさえぎって、アメリカでの性産業の

非犯罪化に向けた動きが民主党を中心に急速に拡大しています。この普

及ぶりは実に驚くべきものです。 

 セックスワーク論というのは、「セックスワーカー」の人権と安全性を

守る、彼女らの自己決定を尊重する、さらに、性を特別視する道徳主義

とそれによるスティグマ化に反対する、等々の「リベラルな」口実のも

とに推進されたという意味で、非常に強力な推進力を持っていました。

これまでの売買春擁護論というのは、たいていは買春者たる男の論理、

つまり男の性欲は我慢できないものだから、それを満たしてやる必要が

あるので、売買春は道徳的に問題があっても必要悪であるというもので

した。これはやはり現代の人権論的パラダイムが支配する世界ではあま

り説得力がなかったわけですけれども、セックスワーク論は、そうした

議論のパラダイムを転換して、性を売らされている女性の人権を守るん

だという論理を立てて、性売買を擁護したわけです。 

 これがセックスワーク論の実に画期的なところで、ほとんどのリベラ

ルたちはこれにやられてしまいました。性産業を批判すること自体がセ

ックスワーカーを差別し、スティグマ化することだと言われると、たい

ていのリベラル左翼は震え上がり、セックスワーク派の軍門に下ってし

まいます。しかし、立てる論理は違えども、結論としては、伝統的な買

春男たちの言い分や性産業の言い分とまったく同じであって、性産業を

できるだけ自由化せよ、それに国家は介入するな、それをフェミニスト

は批判するなということですから、何ら新味はないわけです。 
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 このセックスワーク論の本質は結局何かというと、まず第１に、20世

紀後半以降に勝ち取られた性的人権に関わるあらゆる成果を破壊すると

いう点で究極のバックラッシュ思想であるということです。「性を特別視

しない」という彼らの論理は、これまで長年にわたって積み上げられて

きた性的人権論の到達点、すなわち、「なぜセクシュアルハラスメントは

だめなのか」「なぜレイプは単なる傷害に還元できない深刻さを有してい

るのか」という問題をめぐる現代人権論の到達点をすっかり台無しにす

ることになります。 

 ２つ目は、彼らは、「セックスワーカー」の人権を守ると言いながら、

売春業者（ピンプ、売春店経営者、人身売買業者）と買春者による性的・

経済的搾取や支配それ自体を問題にしませんので、「セックスワーカー」

をそのもとに放置するという点で、実際には反「セックスワーカー」の

理論であり、反当事者の理論であるということです。 

 ３つ目として、この理論は、性を売って生活している人が実際にいる

んだからそれを認めましょうよと言うわけですが、そういう風に安直に

言ってしまうことで、セックスを売らないで済むような公正で平等な社

会と世界を構築する国と市民社会と国際社会の義務、その歴史的責任、

そのための系統的努力を放棄してしまうという点で、究極の新自由主義

思想であるとも言えます。 

 本来の左翼ないしリベラルにとって、女性の貧困問題や売買春問題に

対するオルタナティブは、まっとうな仕事（ディーセントワーク）と社

会福祉だったわけですが、セックスワーク論を信奉する新しいリベラル

たちは、別に売春すればいいじゃないか、セックスを売り続ければいい

じゃないかという風に開き直るわけですね。そして、その「開き直り」

を正当化するのが、セックスワーカーの自己決定というレトリックであ

り、彼女ら自身がそれを望んでおり、自分たちの仕事に誇りを持ってい

るんだから、それで何の問題があるのかと言うわけです。加害者の侵害

行為を擁護するために被害者を持ち出すという点で、二重、三重に卑劣

な議論だと私は思います。 

 しかしよく考えれば、こういうやり口は以前からよく見られたもので

すよね。以前からミソジニーの典型的な論理として繰り返し使われてき
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たものです。たとえば専業主婦問題を例にとると、多くの女性が専業主

婦として家庭内に縛りつけられているのは女性差別ではないかとフェミ

ニストが告発すると、それは専業主婦差別だ、専業主婦を自らやりたが

っている女性の自己決定を否定するものだという雑な反論がしばしばミ

ソジニストによってなされてきましたし、そういう発言をする「当事者」

（専業主婦）がもてはやされました。そうした論理を今度は左翼や「フ

ェミニスト」の側がより洗練され高度化された（したがってより悪質な）

理屈を用いて展開したのが、このセックスワーク論であると言えます。 

 

  北欧モデルの政策体系の本質 

 では、それに対して北欧モデルというのはどういう政策体系かと言い

ますと、それは包括的非犯罪化というネオリベラル・モデルとあらゆる

点で対立する平等モデルであり、フェミニスト・アボリショニズムの政

策体系であると言うことができます。 

 それはまず第１に、20世紀後半以降に確立された性的人権の国際的規

範に根本的に立脚し、それを男性支配の本丸である性売買の現場にまで

貫徹することによって、真に国際人権を確立し具体化しようとするもの

です。これが最初に法制化された国が、世界で最もジェンダー平等が推

進されていたスウェーデンやノルウェー、アイスランドなどの北欧諸国

であったのはけっして偶然ではないし、スウェーデンが何よりもその買

春処罰法を、「女性に対する暴力」の根絶という観点から取り組んだのも

偶然ではありません。本当に性的平等を確立し、「女性に対する暴力」を

根絶しようとすれば、男性支配の核心にある性売買の問題は避けて通れ

ないのです。 

 なぜそれが「核心」であるかというと、それが今日のリベラル社会に

適合的な形で女性の性を支配する制度的実践だからです。最近、同意の

ない性行為はレイプであると強く言われるようになっています。たしか

にその通りですが、権力とは相手から同意を調達する能力であるという

ことを考えますと、単純な「同意論」では重要な点を見過ごすことにな

ってしまいます。「金が物を言う」この資本主義世界において、金持ちは

（相対的な場合も含めて）、いくらでも相手から「同意」を買い取ること
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ができますし、社会的に力のある者は相手から「同意」を獲得すること

ができます。わかりやすいあからさまな暴力や、目に見える強制力を用

いて、女性の性を支配ないし搾取することは、このリベラル社会でも「悪」

とされやすいですが（この日本ではまだこの水準にさえ至っていません

が）、経済的権力を含む目に見えない社会的権力を用いて相手の性を支配

ないし搾取することが社会的に許容されているかぎり、ましてや法的に

承認されているかぎり、20世紀後半以降の国際的人権規範は絵に描いた

餅になってしまいます。したがって、北欧モデルは、私たちが生きてい

るこのリベラル社会に適合的な形で性を支配し搾取する制度的実践にま

で人権規範を徹底しようとするわけです。 

 したがって第２に、この北欧モデルは、性売買における搾取者（業者、

ピンプ、買春者）を犯罪化し、被害当事者である被買春者を非犯罪化す

るわけですから、本当の意味で後者をエンパワーすることができますし、

本当の意味で被買春者である女性たちからそのスティグマを取り除くこ

とができます。これまでの古い家父長制的規範においては、加害者たる

買春者や業者にはスティグマが捺されず、被害者たる被買春女性だけが

スティグマ化されていました。古い禁止主義は、両方を悪徳だとして、

両方にスティグマを捺そうとします（実際にはたいてい後者にのみ捺さ

れる）。それに対して、包括的非犯罪化論は、被害者への不当なスティグ

マを取り除くために、加害者のスティグマをも取り除こうとします。し

かし、加害者と被害者とを同列に扱って、両方をスティグマ化すること

も、両方を正当化することも、けっして被害者のスティグマを取り除く

ことにはなりません。この問題に対する唯一の解決策は、加害者にしか

るべきスティグマを捺し、かつ被害者からスティグマを取り除くことで

あり、そのための唯一の方策は、加害者を処罰し、被害者を処罰しない

ことです。この当然のことを行なおうとするのが、北欧モデルです。 

 包括的非犯罪化を主張する運動にはたしかにいわゆる「セックスワー

カー」の方も参加していますが、しかしアボリショニストの運動の中心

を担っているのもサバイバーと言われる人々、すなわちもともと性産業

の現場にいて、性を売らされ、何年も搾取されてきた人々です。問題は

どちらの声を聴くかであって、あたかも、包括的非犯罪化の方は当事者
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の運動であって、北欧モデル推進派はそうではないということではあり

ません。 

 ３つ目として、売買春システムからの被買春者の離脱を国家的に支援

するとともに、性を売らなくても生きていける公正で平等な社会の構築

に向けて持続的努力をするということを、北欧モデルは目指しています。

そうした社会は、性売買のシステムの中にいる人々だけでなく、すべて

の人にとって暮らしやすい民主主義的な平等社会でもあります。つまり、

北欧モデルは、まさに新自由主義社会とは真逆の社会をめざすものです。

北欧モデルの最初の導入国の多くが高度福祉国家であったのは、これま

たけっして偶然ではないわけです。 

 以上３つが、北欧モデルという政策体系の柱です。もちろん、これら

３つがすべて、北欧モデルを導入した国で達成されているわけではあり

ません。財政的な制約があったり、妨害勢力の存在によって、国によっ

てはなかなか進まないという現状もあります。さらに、せっかく北欧モ

デルが法制化されても、その直後に政権交代があって、新たに政権に就

いた政党がこの法をまったく施行しようとせず、事実上、棚上げされた

ような国もあります。たとえばカナダがそうですね。ですから、法律が

できたからもうOKではなくて、法律を作ることは出発点にすぎません。

法律をつくり、それをちゃんと政府や司法・警察に執行させる草の根の

運動が必要になります。その意味では、繰り返しになりますが、韓国は

そうした努力を系統的にやっている先進的な例ではないかと思います。 

 

  ４、日本における今後の課題 

 

 最後に、日本における現状と課題について簡単にお話をさせていただ

きます。 

 

  日本の売春防止法の意義と限界 

 日本の売春防止法はフェミニストや研究者から非常に評判が悪いので

すが（典型的には藤目ゆき氏の議論）、しかしよく考えてほしいのは、現

代のドイツやスペインやオーストラリアのように完全に売買春を合法化
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して、性病検査をするという戦前の日本に近い体制が本当にいいのかと

いうことです。戦後の日本は、曲がりなりにもこうした構造的性暴力の

体制を否定して、不十分ながらも、売買春を「人としての尊厳を害す」

と規定し、その廃絶と防止をめざす法をつくったのです。したがってこ

れは、戦後民主主義が勝ち取った人権法であり、平等法です。 

 しかしながら、売春防止法が制定された 1950 年代という当時の時代

には、いわゆる第２波フェミニズムも存在していませんでしたから、今

から見れば法文の言い回しは古臭く見えるし、売買春が性差別だとする

規定もなく、道徳主義的なものも残っています。また同法は、狭い意味

での性交だけを対象にしており、買春者に対する処罰規定もありません

し、被買春者の支援政策も極めて脆弱で、そのための婦人保護施設への

財政支援も実に貧弱です。しかし、売り手の女性を処罰せず（５条の公

然勧誘罪を別とすれば）、売春の強制や勧誘を禁止処罰し、売春業者を処

罰し、さらには業者に金や場所を貸す行為も禁じており、これらの条項

を真剣に施行すれば、多くの売買春は防止することができます。 

 現在、売春防止法の改正論議が政府内で進められており、単なる抽象

論ではなく具体的な改正議論がなされていて、かなりの確度で改正され

る可能性があります。その場合に必要なのは、売春防止法のアボリショ

ニズム的核心を堅持し、それをいっそう発展させて、北欧モデルに近づ

けることです。どんなことがあっても、売春防止法を現在の水準から後

退させるとか、ましてや業者の非犯罪化を実行するような「改悪」がな

されてはなりません。そのためには、セックスワーク論の本質的問題点

を明らかにし、その風潮が一部のネオリベラル派のインテリにとどまる

よう努力するとともに、日本における売買春の現状を解明する実態調査

や具体的な支援の取り組みが必要になります。すでに、colabo のような

団体がそうした取り組みを地道に行なっており、そうした団体への広範

な支援と協力が必要です。 

 

  今後の活動 

 私たちの活動としては、昨年から始まった動きを今後も継続させ、い

っそう発展させることが必要です。 
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 その１つは、国際的なアボリショニズムの運動の動きとバックラッシ

ュ（非犯罪化）の動きの両方を伝え、正確な情報を日本に住む人々に広

げることが必要です。それと並行して、アボリショニズムとセックスワ

ーク論についての理論的知識・理解を広めること、とくにインターネッ

トや書籍などを通じてそうすることが重要です。セックスワーク論の問

題性について、および北欧モデルの内容についてわかりやすく初心者に

伝えるようなサイトはまだできていませんが、現在、そうしたものをつ

くろうと努力している最中です。また書籍についても、今年か来年には

出したいと思っています。 

 さらに、文献を通じて学ぶだけでなく、とくに先進的な経験と実践を

積んでいる韓国の運動から学び、交流することが重要だと思います。す

でに昨年来、韓国のフェミニストや支援者などが日本に来て、日本の活

動家と交流を積み重ねていますけれども、こうした活動を今後とも続け

ていきたいと思っています。 

 さらに、国内では、フェミニズムの立場から性売買に反対する個人や

団体、サバイバーのみなさんとのネットワークを構築していきたいと思

っています。今日の APP20 周年記念のイベントでも、日本軍「慰安婦」

問題についてずっと取り組んできたVAWW RACの賛同を受けています

し、来月行なわれる大阪のイベントでは「性暴力を許さない女の会」と

の共催です。今後ともこの方向を追求していきたいと思っています。 

 さに、日本のこのネットワークと国際的なアボリショニズムの運動と

の人的交流を進めていきたいと思っています。その第一弾として、今年

の 1 月 21～23 日に、インドネシアのバリ島で ASEAN 諸国およびアジ

ア太平洋地域のアボリショニストが集まる国際会議が開かれることにな

っていまして、そこではアジア各国における人身売買の現状やそれに対

する草の根の取り組みについて報告がなされて、交流が行なわれます。

この会議に日本からも参加することになりました。APPから１人とPAPS

から１人を派遣することになっています。そのためにはかなりの費用が

かかりますので、ぜひともカンパをお願いしたいと思います。 

 以上、簡単ではありますが、私の話を終わらせていただきます。 
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（追記） 

 1 月21～23 日にインドネシアのバリ島で開催された、CATW-AP（女性人

身売買反対連合・アジア太平洋地域）主催の国際会議は、アジア太平洋地域

の各国から数十名のアボリショニスト活動家が集まって、各国の状況につい

て報告がなされ、活発な討論が行なわれました。 

 日本から参加した２人の活動家による報告も熱心に聴かれ、報告後に多く

の質問が他の参加者たちから出されました。この会議をきっかけに、アジア

太平洋地域におけるより継続的な共同活動が展望されましたが、残念ながら、

みなさんもご存知のように、その直後から新型コロナウイルスによるパンデ

ミックが世界各地に広がり、このような国際的会議や交流が不可能になって

しまいました。しかし、パンデミックが終息すれば、再びアジア太平洋地域

における新たな活動が展開されることでしょう。 

 新型コロナによるパンデミックや都市のロックダウンが示したのは、すで

に社会的に不利な状況下にある人々がいっそう過酷な状況に追いやられる

ということ、とりわけ売買春の中にいる女性たちがいっそう貧困に追い込ま

れるか、あるいは、感染覚悟で売春を（非合法に）継続するかという過酷な

選択を迫られるということです。とくに、ヨーロッパ諸国では売春女性の８

～９割を占める移民女性は、しばしば合法的な滞在許可書を持っていなかっ

たり、銀行口座を持っていなかったり、言葉や手続きの仕方がわからなかっ

たり、あるいはピンプや人身売買業者の支配下にいるために、閉鎖に伴うさ

まざまな救済措置さえ受けられないでいます。 

 この問題の解決は売買春の合法化や非犯罪化ではなく、売買春の中にいる

女性たちにそこからの離脱のための手厚い支援を提供する北欧モデルであ

るのは明らかです。コロナパンデミックは改めて、そしてより切実な形で、

北欧モデルの重要性を示しました。 

実際、ドイツでは5月、16名の国会議員が各州の首相に公開書簡を出し、

コロナ収束後にロックダウンを緩和する際、閉鎖されていた売春店を再開す

るのではなく、北欧モデルを採用することで、その中にいる女性たちに手厚

い経済的・社会的・医療的支援を提供するよう訴えています。売春できない

ことがではなく、売春せざるをえないことが差別で虐待なのです。「今こそ

北欧モデルを」の声を世界中で上げる必要があります。（2020年5月25日） 
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第Ⅱ部 ポルノ・買春問題研究会（APP 研）20 周年記念・大阪イベント 

司会あいさつ 

「性暴⼒を許さない⼥の会」の 30 年 

野町純子 
 

 最初に「性暴力を許さない女の会」についての自己紹介をさせていた

だきます。 

 「性暴力を許さない女の会」は、1988 年 11 月に起こった地下鉄の御

堂筋線で起こった事件をきっかけに結成されました。「地下鉄御堂筋事件」

とは、御堂筋線の車両内で、２人組の痴漢に注意をした女性が逆恨みさ

れて、あちこち連れまわされた挙句、強姦されたという事件です。これ

は今から30年以上前の事件です。しかし、つい先日の報道で、去年の６

月にも御堂筋線で同じような事件が起きていたことを知りました。御堂

筋線の中津駅の構内で、10代の女性が白昼に強姦されたという事件です。

30年経ってもまだこの現実かと、ショックを受けています。 

 30 年前の事件に戻りますと、1988 年 11 月に起きたこの事件は、たま

たまどこかの気の毒な人が事件に遭ったということではなくて、一人一

人の女性がこれでは安心して出歩けなくなる、電車に乗れなくなる、行

動の自由を奪われることだという危機感を、私たちは持ちました。最初

に集まりを持ったのは 11 月の末で、翌月の末に大阪交通局に要望書を

持っていきました。その後、関西の電鉄各社にも要望書を送付しました。

事件の被害者の女性には、警察を通じて、「私たちの行動はあなたにとっ

て迷惑ではないですか、やってもいいですか」と打診して、直接お会い

することはできなかったんですけれども、承諾を得ました。 

 要望の内容は次の３点です。１、性暴力をなくすよう車内広告やアナ

ウンスなどで PR 活動をすること、２、性暴力を誘発するようなポスタ

ーなどを駅構内や車内に掲示しないこと、３、駅員を動員し、女性が性
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暴力に遭わないようにするとともに、被害が起こった場合は即座に対応

すること、でした。大阪交通局は当然として、各電鉄会社の回答はだい

たいにおいて同じようなものでした。簡単に言うと、見回りぐらいは一

応するけど、女性がもっと自衛をしてください、というものでした。具

体的には、大声を出すとか、乗る場所を変えるとか、ブザーぐらいなら

貸し出してあげるよとか、そういうものでした。女性に声を出せと言い

ますが、そもそも御堂筋の事件では、声を出した女性が逆恨みをされて

レイプされています。周りで見ていた人はたくさんいたにもかかわらず、

誰も助けませんでした。実はその女性も以前に同じ加害者から痴漢被害

を受けたことがあって、他の女性が被害に遭っているのを見て、見過ご

すことができずに、周りの人々も手助けしてくれるだろうと思って、声

を挙げたわけですけれども、結局、周りは助けてくれず、レイプされた

のです。この２人組というのも、もともと友達でも何でもなく、痴漢と

いう活動を通じて知り合った仲間だったそうです。 

 この事件を知ったときに私たちが思ったことは、必要なことは、被害

者である女性に声を挙げろと言うことではなく、痴漢を目にしたら痴漢

をやめさせようと一般の乗客に呼びかけることではないかということで

す。ところが、当時の電鉄会社にとって、「痴漢」というのは禁句だった

わけです。「痴漢もお客さまなんで」とか「一般の乗客を痴漢扱いするわ

けにはいかない」と言われました。けれども、本屋さんに「万引きは犯

罪です」というポスターが貼ってありますが、あれを見て、「一般のお客

を万引き扱いするのか」と怒る人がいたら、それは万引き魔ですよね（笑

い）。ところが、こと痴漢になりますと、そういう妄説がまかり通ってい

ます。 

 そういうわけで、これ以上電鉄会社を相手にしてもしょうがないなと

いうことで、次の年の４月に集会を開きました。1989年の４月14日に、

朝日生命ホールで落合恵子さんらを招いて、「STOP! ザ・レイプ」の集

会を開いたんですが、私たちとしては空前絶後の規模で、なんと500名

もの方が集まってくださいました。とくに運動関係の方とか、普段から

こういう問題に関心を持っている方ばかりではなくて、たまたま参加し

た方とか、スーツを着て働く女性たちとか、またはカップルという方た
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ちが多かったです。その後、これほどの規模の集会は持てておりません。

集会の合間に休憩時間があったんですけれど、トイレの個室で号泣して

いる方もいらっしゃいました。本当にこういう話をして、それを聞いた

被害者の方がどれだけ動揺するか、その頃の私たちはまだ知りませんで

した。なので、その後はケアの体制なども整えていかなければならない

と考えるようになりました。 

 この辺のことに関して詳しくは、

後ろでも販売していますが、『女が視

た「地下鉄御堂筋線事件」』というパ

ンフレットにまとめましたので、残

りわずかですけれども、興味のある

方はお読みください。 

 さて、この集会の後、私たちは収

益の一部で専用電話を引きまして、

相談活動を始めました。実はもとも

と相談活動をするつもりではなかっ

たんですけれども、電鉄会社への活

動をしている時に、その連絡先とし

てマスコミに出した電話番号に、じ

ゃんじゃん、私も被害者なんだとい

うような相談の電話がかかってくるようになってしまったんです。当時

の私たちは相談を受けられるような研修もしていないし、どう対応すれ

ばいいのかもわからないし、相談を受け付けているなんて言っていなか

ったんですけれども、次から次へと相談の電話がかかって来たので、い

きなり相談活動が始まってしまいました。 

 なので、専用電話を引いたわけですが、さらに、相談を受けるには法

律的な知識や相談を受ける場合の心構えなど、いっぱい学ばなければな

らないことがあると思い、「講座」を始めました。さらに、そこで話され

る貴重な情報を私たちだけで独り占めするのももったいないということ

で、「公開講座」にしました。以来、30年間活動を続け、本日も公開講座

として開催することになりました。 
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 また、痴漢問題に関しては、「セク

シュアルハラスメントと闘う労働組

合ぱあぷる」といっしょに、「STOP痴

漢アンケート」を実施しました。これ

もパンフレットにまとめてあります

ので、興味ある方はお読みください。 

 このパンフレットを出したこと

で、鉄道警察隊から私たちの意見を

聞きたいと連絡がありました。それ

で話に行きますと、痴漢防止の取り

組みをしたいということで、それで

やっと「痴漢は犯罪です」というポス

ターが鉄道警察隊によって作成され

ることになったんですね。最初のう

ちは電鉄会社も本当にこのポスターを貼るのを嫌がっていたようで、初

めてのポスターは駅の端っこの方にひっそりと貼られました。今ではこ

のポスターは本当にどこでも見かけるようになりましたし、最近の若い

方の中には、「そんなん当たり前やん。なんでポスターでわざわざ言う

の？」とおっしゃる方もいて、少しは社会の意識は変わってきたのかな

と思っています。 

 その後、いくつかの性暴力裁判を微力ながら支援させていただきまし

た。マスメディアで取り上げられた事件としては、京大の矢野事件と大

阪知事だったノックの事件がありますが、その他にもいくつかの裁判支

援をやっています。それについては、25周年記念で出したパンフレット

に載せていますので、この機会にお買い求めていただければと思います。 

 性暴力裁判の支援と申しましたけれども、実は私たちは被害者に対し

てあまり積極的に裁判を勧めてはいません。なぜなら、現行の司法制度

というのは、あまりにも性暴力に対して理解がなくて、被害者の負担が

大きすぎるからです。そういう意味でも、性暴力禁止法というものが必

要だと思っています。 

 訴えたら訴えた被害者が余計に傷つく、非難されるという厳しい状況
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の中でも、裁判に訴える方というのは、本当にやむにやまれぬ選択をし

ているということです。もうそれしかないと。ですから、私たちも微力

ながら、その困難な中で声を挙げている人を支えたいという思いでこれ

までやってきました。 

 被害に遭った人がどんな反応をするか、それからどんな選択をするか、

生きのびるための選択というのは人それぞれです。どんな行動をとった

としても、他人からおかしいとか、被害者らしくないとか言われる筋合

いはないんです。どんな選択を取ったとしても、必死でその場その場で

判断して生きのびてきたわけですから、私たちはそれを尊重し、支援に

あたっています。無力でかわいそうな被害者というわけではないんです。

過酷な状況を生きのびた、尊敬すべき人、それがサバイバーです。 

 しかしこの日本にはいまだに、被害者が被害のことを話しても信じて

もらえなかったり、本当にいやだったら必死で抵抗するべきだとか、女

が本気で抵抗したら強姦されないはずだといった、いわゆる「強姦神話」

がまかり通っています。裁判官もそういった意識から無縁ではない。そ

れどころか、そういう意識にいまだ強く囚われています。なにしろ、法

曹になるためのカリキュラムに性暴力のことが入っていないそうですか

ら、そういうことを学ばなくても裁判官になれるのが現状です。 

 だからこそ本当に制度全体が変わっていかないといけないと思ってい

ます。そういうわけで、いよいよ本日のテーマに移ります。本日のテー

マは性売買の問題なんですが、正直、私たちは取り組んだ経験がありま

せんし、実際に性売買の現場にいた方からの相談を受けたこともありま

せん。しかし、私たちは性暴力と性売買というのは非常に近いところに

あるのではないかという感覚は持っております。しかし、その問題に飛

び込むのは難しいなあと思ってきました。なので、今日は、性売買の問

題について、理論的な面からと、実態の面から学ぶ絶好の機会になると

思っています。この問題をどう考えるべきなのかという点を、今日はポ

ルノ・買春問題研究会（APP研）のお２人からお話をいただきたいと思

います。 
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報告１ 

性売買と⼈権――⼈権の侵害か⼈権の⾏使か 

中⾥⾒博 

 「性暴力を許さない女の会」の登壇者は女性限定であると聞いている

のですが、10 年前に APP10 周年記念イベントを共催していただいたと

きに、はじめて男性（APP研の森田さん）が「名誉女性」として登壇し

ました（笑い）。今回、「その後男性の登壇者はありましたか」とお尋ね

すると、今日の私の登壇が男性として２回目だということでした。いつ

も特別に APP 研の登壇を許していただき、本当にありがとうございま

す。 

 APP研は、これまで主にポルノ問題に取り組んできたのですが、昨年

から売買春問題にも本格的に取り組むようになり、今日は、性売買の問

題を取り上げたいと思います。ところで、「売春」や「買春」という言葉

は、売春防止法や児童買春禁止法などの法律の名称にすら使われている

のですが、「性」を「春」といいかえるのは物事を曖昧にしたり美化した

りすると思うので、ここでは、可能な限り「性売買」という言い方をし

ます。ただし、「買春」という言葉の持ついかがわしさは活かしたいので、

「買春」は使うことにします。 

 

  性売買をめぐる２つの立場 

 現在、性売買と人権の関係をめぐっては、まったく正反対の立場が対

立しています。１つは、「性売買は人権を侵害するものであり、性差別の

実践である」という考えです。これはフェミニストの立場としては伝統

的なものであると言えますが、今日はこの立場を「人権侵害説」と呼ん

でおきます。それからもう一方では、「性の売買は人権の行使だ」という

考えも台頭してきています。これを「人権行使説」あるいは端的に「人

権説」と呼びたいと思います。 

 人権侵害説も人権行使説も、性売買においては、性を売る（買われる）



71 
 

人の大多数は女性であるということ、そしてそれをなりわいとする巨大

な産業が存在するということを前提にしています。そして、どちらの立

場に立つ人も、自らを女性の人権の擁護者であると自認している点も共

通しています。それにもかかわらず、結論が正反対のものになっている

のです。どうしてそうなっているのかを掘り下げて考えることが、今日

の報告の中心テーマとなります。 

 先ほど野町さんは、「性売買と性暴力は非常に近い位置にあるように思

うけれども、性売買の何が問題なのかがなかなか言葉にしにくい」とい

う趣旨のことを言われました。今日の話が、性売買の問題性を人権の観

点からとらえるうえでのヒントになればと思います。 

 

  誰のいかなる人権か 

 「性売買は人権を侵害し性差別の実践だ」という人権侵害説について

もう少し具体的に内容を明らかにしておきます。まず誰の人権が侵害さ

れているのかについてですが、それは性を売る（買われる）人です。侵

害される人権として想定されているのは、「性的自己決定権」あるいは「性

的人格権」です。性的人格権というのは聞きなれないと思いますので、

後ほど説明します。 

 人権侵害説の内容を、侵害される主体と侵害される権利を明確にして

言うと、こうなります。「他人の性を買うことは、売る者の性的自己決定

権ないし性的人格権の侵害であり、売る者の大多数は女性だから、女性

差別の実践である」と（女性差別の実践という後者の面に着目すると、

女性の性を買うことで、女性という集団の性的平等権も侵害されていま

すが、この点については最後で述べます）。 

 他方で、「性を売買することは人権の行使である」という人権説は次の

ように論じます。「性に関する判断能力のある成人が不特定の人を相手に

して金銭と引き換えに性行為をすることは人権の行使だ」と。では、ど

ういう人権なのかというと、引き合いに出される人権はやはり「性的自

己決定権」であり、あるいは「職業の自由」です。つまり、不特定の相

手と対価と引き換えに性行為をすることは性的自己決定権の行使である、

あるいは、不特定の相手に対して性的サービスを売る行為は職業の一種
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であるから「職業の自由」として保障されるべきである、というのです。 

 性を売ることを「性的サービス労働」の販売であり、「正当な職業とみ

なすべきだ」という考えを、ここでは特に「労働説」と呼びます。 

 

  何が両説を分けているのか 

 性売買の人権侵害説も人権行使説もどちらも「性的自己決定権」を持

ち出していると述べましたが、どうして同じ権利に基づきながら正反対

の結論になるのか、何が両者を分けているのかを考えてみたいと思いま

す。 

 そもそも性的自己決定権とはどういう権利でしょうか。それはおおむ

ね次のように定義されます。「誰とどのような生殖ないし性行為を行なう

かは、他者に妨害されず、自分で決定できる権利」。このような性的自己

決定権の起源は、女性運動による「中絶の権利」をめぐる闘いでした。

中絶を処罰する刑法の堕胎罪に対して、産むか産まないかを自分で決定

できる権利として性的自己決定権が主張されたのです。さらに性的自己

決定権は、強姦罪（現在は強制性交罪）めぐっても主張されました。強

姦罪の伝統的な考えは、強姦とは妻に対する夫の性的所有権を第三者が

侵害する犯罪であるという、きわめて性差別的なものでした。女性運動

は、そうした家父長制的な考えを批判し、強姦は被害者本人の人権、つ

まり性的自己決定権の侵害であると主張したのです。 

 人権侵害説の性的自己決定権の考え方は、以上のような性的自己決定

権の出自やその後の展開の延長上にあるといえます。すなわち、買春は、

金銭という力を用いて、売り手の同意を「買収」して行なわれる、強制

的性行為の一種であるととらえます。性売買は、性を売る側にとっては、

そもそも金銭を支払わなければ同意しなかったはずの性行為なのであり、

したがって性的自己決定権を侵害されているという論理です。 

 それに対して、人権行使説は、性を売る側が金銭と引き換えに相手と

性行為をすることに自分で同意しているのだから、当人の性的な自己決

定権の行使である、と言います。 

 こうして見ますと、両説を分けているのは、性的自己決定権における

「同意」のとらえ方の違いであると考えられます。人権侵害説は、性売
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買とは性を売る側が金銭との引き換えでなければ同意しなかったはずの

性行為であること、つまり性売買では性を売る側に「性行為そのものへ

の同意」がない、ということを非常に重視しており、この同意がないこ

とをもって性的自己決定権の侵害だととらえます。 

 それに対して人権行使説はどうかというと、「性行為そのものへの同意」

がないはずだという点は重視しません。この説が重視するのは、「金銭を

得て性行為をすることへの同意」であり、それを根拠にして性的自己決

定権の行使であるというのです。 

 人権行使説が、「性行為そのものへの同意」の不在を重視しないことの

背景には、後でも触れますが、「性の人格的価値」というものへの否定的

な見方があるのではないかと思います。それとは逆に、人権侵害説が「性

行為そのものへの同意」の不在を重視するのは、まさに「性の人格的価

値」というものを重視するからです。 

 他方で人権侵害説は、人権行使説が重視する「金銭を得て性行為する

ことへの同意」の存在を重視しません。それを人権侵害説が重視しない

ことに対しては、人権行使説から強い批判を受けてきました。「女性の主

体性の否定」とか、「女性の同意能力を否定し、子ども扱いするものだ」

という批判です。しかし、その批判は的外れです。「金銭を得て性行為す

ることへの同意」の存在を重視しないことには、後に述べる人権論的根

拠──職業として性を売ることは、性の持つ特殊性を根拠にした制約が正

当化されるという「公共の福祉」論──があるのです。 

 

  性の人格的価値 

 次に「性の人格的価値」についてですが、この認識があるかないかと

いうことが、人権侵害説と人権行使説とを分ける大きな分岐点の一つで

はないかと思います。 

 性の売買は人権の行使であるという人権行使説は、性を売ることに対

する倫理的非難に強く反発してきました。その際、一部の論者は、性と

「人格」が結びつけられていること、とりわけ女性についてそうである

ことが「売春婦」差別の源泉であると考え、「性」と「人格」の切り離し

を主張しました。 
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 人権行使説の一部である「労働説」は、この「性と人格との切り離し」

をもっと徹底しています。その主張は基本的に、「性的サービス」の販売

は、他のあらゆるサービス労働の販売と同じに扱うべきだというものだ

からです。それは、性を特別扱いすること、性に特別の価値を見出すこ

とを否定するもので、性の人格的価値の否定を徹底している立場だと言

っていいと思います。 

 人権行使説の一部が問題視した、性と（女性の）人格の結びつきは、

たしかに批判されるべきものです。それは、家父長制的な性道徳の二重

基準のもと、女性の存在そのものを男性にとっての性的な価値で評価す

るものであって、きわめて性差別的なものです。ですが、それを批判す

るあまり、人の性の人格的側面をいっさい認めないとしたら大きな問題

です。女性を丸ごと性的な価値で測るという意味での性の人格性ではな

く、性別を問わず、すべての人にとって性は人の尊厳と結びついた人格

的価値を有するという考えは擁護されてしかるべきと思います。 

 人権侵害説は、そのような意味での性の人格的価値を重視します。性

は身体の一部であるとともに、精神とも深くかかわり、人間の尊厳と結

びついた人格的価値を有するものだと考えるのです。性は単なる身体的

部位ではないし、単なる精神活動でもない。性は労働と同じではないし、

性行為は労働と同じように扱われてはならない、したがって、性は労働

と同じようにサービスとして売買されてはならないという考えです。 

 仮に、性に何ら特別な人格的価値がないということになれば、たとえ

ば、刑法における性犯罪という独自のカテゴリーを立てることは不要に

なるし、強制性交罪をもうけて通常の暴行よりも重く罰するという論理

も成り立たなくなるでしょう。他人を性的に侵犯する行為は、生殖器官

という比較的傷つきやすい身体的部位に対する単なる暴行ないし傷害に

すぎない、ということになります。しかしそれは、性犯罪被害の深刻性

が強く認識され、性犯罪行為の拡大と厳罰化が進められている現状とも、

その基礎にある性をめぐる現代的な人権感覚とも相いれない発想ではな

いかと思います。 
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  性的人格権とは何か 

 最初に触れた「性的人格権」という権利について説明したいと思いま

す。 

 これまで、性売買の人権侵害説は、性売買を性の売り手の性的自己決

定権の侵害ととらえると述べてきました。しかし、その議論には困難も

あります。なぜかというと、あらゆる物やサービスが商品化され、金銭

で売買されている今日、そしてその傾向がますます進行している現代に

おいては、性についても本人の同意で売り買いできる商品、あるいはサ

ービスという考え方が力を持ってきています。したがって、本人の「性

を売ることの同意」がありさえすれば、性売買は「同意なき性的強制」

ではなくて、本人の同意＝自己決定に基づく正当な行為である、それを

禁止することは自己決定権の侵害だ、という議論が強い通用力を持つよ

うになっています。その点に、性売買を性的自己決定権の侵害だとする

議論の困難ないし弱点があります。 

 そこで人権侵害説は、「性的人格権」という概念を提唱しています。そ

の意味は、たとえ本人が金銭と引き換えに自己の身体を不特定の相手に

性的に使用させることに同意したとしても、買い手によって使用される

ことで客観的、実体的に侵害される権利がある、という議論です。その

権利を私たちは「人格権としての性」ないし「性的人格権」と規定して

きました。 

 人格権というのは、一般的にはあまり知られていない権利概念だと思

いますが、実は訴訟などではよく用いられているものです。法的保護の

対象となる人格的な利益──人格的な存在としての人間にとって不可欠

な利益──を総称するものとして、人格権と言われるのです。それによっ

て保護される伝統的な人格的利益としては、生命、身体、自由、名誉な

どがあげられます。さらに、氏名、肖像、信用なども含まれるようにな

っています。それらのさまざまな人格的利益を保護するための権利とし

て、人格権があるのです。 

 性的人格権論は、人格権によって保護される人格的価値に「性」も含

まれるべきだという議論です。実は、上では述べませんでしたが、伝統

的に人格権によって保護される利益として「貞操」が指摘されてきまし
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た。しかし、家父長制的な性差別概念である貞操なる概念は廃棄される

べきであり、それに代えて端的に「性」が保護されるべきと考えます。 

 『新法学辞典』（日本評論社、1991 年）の「人格権」についての説明

で、こう記述されています――「人格権は、その人と分離しえず取引の

客体とはなりえない。したがって財産権とは違う別の権利を想定しなけ

ればならない」。「性」とはまさに「その人と分離しえず取引の客体にな

りえない」し、してはならないものだと思います。したがって、もし性

が人格権によって保護される利益であるという性的人格権が承認される

ようになれば、人の性を買うこと（買春）と、それを助長する業者の諸

活動は、他人の性的人格権を侵害する違法行為だと認められるようにな

るでしょう。 

 買春や業者の行為を違法と評価することに、売り手の側に自分の性を

売ることへの同意（自己決定）があることは妨げになりません。それが

妨げにならないのは、嘱託殺人や労働条件の強行規定（当事者の意思に

左右されずに強制的に適用される規定）などの場合と同じでしょう。嘱

託殺人罪（刑法202条後段）は、被害者の依頼＝同意のもとで人を殺し

た場合にも罪に問うものですし、最低賃金法は、労働者が法定最低賃金

より低い賃金で働くことに同意する契約を交わしても最低賃金より低い

賃金で働かせる契約部分を無効にし、使用者を罪に問います（4条1項、

2項、40条）。 

 性的人格権という考えの基礎にあるのは当然ながら、先に述べた「性

の人格的価値」です。性というのは、本人が自覚しているか否かに関わ

らず、その人の尊厳や全体性と深く結びついており、たとえ「性を売る

ことへの同意」があっても、「性行為そのものへの同意」がなければ、買

い手によって一方的に性的に使用されることを通じて深い心理的外傷を

負うことがしばしば生じるのです。 

 したがって、「他人の性を買う」ということ──これは売り手の側に「性

行為そのものへの同意」がないことと同義ですが──は、売り手の性的人

格権を侵害する違法な行為だとみなされます。性的人格権は、1999年に

スウェーデンで初めて成立した、買い手を処罰し、売り手を処罰しない

（権利の回復と支援の対象とする）買春者処罰法に人権論的基礎を与え
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るものだと思います。 

 

  「職業としての性売買」 

 次に、人権行使説の一つである労働説、すなわち性を売ることは「職

業の自由」として保障されるべきであるという考えについて検討したい

と思います。 

 労働説は、性売買を「職業の一種である」とみなすことができれば、

性売買を「自由化できる」と考えているようです。しかし、もし性売買

が職業行為であるとすれば、それはまずもって憲法 22 条１項の規定を

根拠に、「公共の福祉」にもとづく広範な規制に服することになります。

憲法の規定は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職

業選択の自由を有する」というものですが、この規定を根拠にして、職

業行為は、およそ「まったき自由」はないと言えるほど、膨大な法的・

行政的規制に服しています。規制の最も緩やかなものは届出制、それか

ら許可制、免許制、特許制、国家独占などがあります。 

 職業活動が広範な国家規制に服する理由は、職業活動が大きな社会的

影響力を持っているからです。たとえば、家庭で家族のために料理して

食事を出すことには、何の届出も許可も必要ありませんが、料理して不

特定を相手に食事を出す、つまり飲食店を営業するには、保健所の許可

や消防署への届出が必要になり、食品衛生法や消防法に基づく厳しいチ

ェックを受けます。飲食店が提供する食事は、多数の人々の生命や健康

にかかわるからです。 

 性の売買では、売られるものが「性」、あるいは労働説に従えば「性的

サービス」ですから、そのことから生じる可能性のある特殊な問題に即

して、必要な規制に服するべきだということになります。 

 

  性の持つ４つの特殊性 

 性売買を職業として行なう場合に、広範な法的・行政的規制をすべき

根拠というのは、①性の脆弱性、②性の人格性、③性差別、④異性間の

性行為は生殖行為でもあるということ、の４つです。 
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性の脆弱性 

性的部位は身体の中でも極めて繊細で脆弱。女性

の性的部位は身体内部にまで及ぶ。感染症の危険

性も高い。また性行為は通常、密室で身体を接近な

いし重ね合わせて行なわれ、侵害行為にさらされ

やすい。 

性の人格性 

性は人の身体と精神の両方に及び、高い人格性を

帯びている。それゆえ、性に対する侵害は、単なる

身体的侵害、単なる精神的侵害以上の被害を生じ

させる。 

性差別 

性を職業的に売ることは、歴史的にみて女性差別

の結果であると同時に、女性差別の原因であった。

現在においても、いまだにそうであり続けている

可能性が高い。 

異性間の性交は

生殖行為である

こと 

異性間での性売買は、女性が妊娠するリスクが必

ず残る。買い手にとっての娯楽産業である性売買

において、女性が妊娠した場合、男性の父親として

の養育責任を追及することは事実上不可能。それ

ゆえ、職業としての性売買は、女性の「リプロダク

ティ・ヘルス／ライツ」への侵害となることを避け

られない。 

 

 まず「性の脆弱性」、つまり「性の傷つきやすさ」ですが、性差別の文

脈を別にしたとしても、そもそも「性」というのは身体的部位の中でき

わめて繊細で、脆弱で、傷つきやすい部分です。とくに女性の性的部位

というのは身体内部にまで及んでいます。炎症や出血、感染症などにも

さらされやすい。また、性行為というのは通常、密室の中で、男女が裸

ないしそれに近い恰好をして、身体を密着させ、重ね合わせて、しばし

ば粘膜部分を接触させて行なわれるわけですから、さまざまな侵害行為
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が起こりやすい。性行為というのは、当事者にとって、とりわけ体格や

腕力で劣る側にとって、生理的、身体的、心理的、その他のさまざまな

脆弱性、傷つきやすさ、侵害されやすさという特徴を持っています。 

 次に「性の人格性」ですが、これはこれまで説明してきたように、性

というものは身体および精神の両方に深くかかわっており、強い人格性

を帯びています。したがって、性を侵害することは、単なる身体的侵害

や単なる精神的侵害以上の深刻な被害、トラウマなどを生じさせます。 

 それから「性差別」。性の売買を職業的に行なうことは、歴史的に見て、

女性差別の結果であると同時に、女性差別の原因でもあり、現在におい

てもいまだにそうであるということです。これについては最後にもう少

し詳しくお話しします。 

 ４つめの、異性間の性行為は生殖行為でもあるという点ですが、異性

間の性売買においては、女性が妊娠するリスクが必ず存在します。たと

えコンドームの装着を法的に義務化したとしても、オーストラリアで見

られるように、違法店に行って高い金を払えば、着けなくてもいいわけ

ですから、やはり妊娠のリスクはなくなっていません。そして、性売買

の結果として女性が妊娠した場合、妊娠させた買い手の男性に対して、

妊娠への責任や父親としての責任を追求することは事実上不可能だと思

われます。したがって、職業としての性売買は、女性の「リプロダクテ

ィブ・ヘルス・ライツ」の侵害になることは避けられない。 

 この４つのことを根拠にすれば、私は、職業として性を売買すること

に対する広範な規制は当然に正当化されると思います。しかし、「広範な

規制をする」ということは、裏を返せば、性を不特定の相手に売ること

を職業として認めるということを意味します。 

 ですが、私は、以上にあげた性に関わる４つの特殊性からくる権利侵

害や差別被害は、性の売買を職業として認める以上、およそどのような

規制をしても防ぐことはできないのではないか、と思います。したがっ

て、職業としての性売買は、単なる規制を超えて禁止することまで正当

化できると考えます。禁止するということは、「職業としては認めない」

「職業として行なう自由はない」という意味です。 

 実際、日本は、売春防止法で、性交に限ってですが──「性交に限って」
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いることは多くの問題を持っているのですが──職業としての性の売買

を禁止しています。このことは以上の点から正しいと思います。ただ売

春防止法については、性交だけを禁止の対象にしているという点を含め

て無視できない問題が多々あるので、その点は改正されなければならな

いのですが、売春防止法の核心部分に関しては正当なものであると考え

られます。 

 

  性売買とジェンダー不平等 

 最後に、性売買と性差別の問題についてお話ししたいと思います。性

売買をめぐって人権行使説と人権侵害説とを分ける大きな分岐点として、

性売買とジェンダーの不平等との関係があるのではないかと思います。 

 性売買というのは、歴史的にも現代においても、その主たる形態にお

いては、男性の集団＝業者が、男性を顧客にして、女性の性を商品とし

て売るものです。これは事実であり、過去から現在に至るまで基本的に

変わらないリアルな実態です。 

 もちろん、たしかに、男性が男性の性を買うという行為も産業も存在

します。これはホモフォビア（男性同性愛嫌悪）によって覆い隠されて

いますが、一定の割合であるのは事実です。しかし、女性が他人の性を

買う、つまり女性が金を払って性行為をするということは、男性が他人

の性を買う行為に比べると、圧倒的に少なく、きわめてまれであって、

したがって、性売買におけるジェンダー非対称性は明らかだと思われま

す。 

 この「性売買がジェンダー非対称である」ということをどうとらえる

のかが重要な論点です。これが、性売買を人権の侵害と考えるか、人権

の行使と考えるかを分ける大きな分岐点の一つであると思います。 

 私たち人権侵害説は、性売買が歴史的かつ現実的にジェンダー非対称

であるという事実を決定的に重視し、その結果、性売買と、男女不平等

や性差別や性暴力から切り離さず、性売買や性暴力との不可分の関係に

おいて性売買をとらえようとします。そして、性の売買を通じて、女性

に対する差別や蔑視、モノ化や商品化、二級市民化ということが生じる、

あるいはいっそう悪化するということを問題視するわけです。今日の私
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の報告の最初の方で、性売買が売り手である女性個人の人権を侵害する

と言いましたけれども、実は、この性差別という文脈を踏まえますと、

性売買を通じて、売り手たる個々の女性の性的人格権が侵害されるだけ

でなく、女性というジェンダー集団全体の人権――この場合は性的平等

権――が侵害されていると考えることができます。 

 それに対して、人権行使説は一般に、性売買のジェンダー非対称性の

問題には深い意味を見出していないように思われます。そこに何か説明

を必要とするような重大な問題があるとは考えていない。少なくとも、

私が見たかぎりでは、人権行使説の中で何かそこに関して深い議論をし

ているものはありません。 

 性の売買を職業として認めるという「労働説」は、性売買の現場で生

じている、性を売る者に対する差別や暴力の問題をしばしば提起してい

て、その具体的解決策を提言したり、サポートを提供したりしようとし

ています。ですが、女性の性的売買を通じて女性差別や女性に対する暴

力を助長、悪化させるのではないかという論点については、通常、提起

しません。しかし業者というのは、女性を丸ごと商品として扱っていま

す。たとえば、飛田新地を視察した方は知っていると思いますが、そこ

では生身の女性が店の前で座って、「陳列」させられています。 
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 サイトでも性風俗業者のものは多いですが、サイトでも女性は性的な

商品として扱われています。このように女性を性的な意味で丸ごと商品

化し、そういうものとして買い手に提供しています。買い手である男性

の意識もほぼ同じであると思われます。そういった実態、すなわち性売

買の実践を通じて不断に女性のモノ化、商品化、女性差別や二級市民化

が維持強化されているという点は、人権行使説においてはほとんど無視

されています。ここが大きな違いではないかと思います。 

 

  おわりに 

 昨年、大阪でG20のサミット

会議が開催されたときに、まだ

記憶に新しい方も多いかと思う

のですが、有名な飛田新地の売

春街は営業を自粛しました。こ

れがその時のポスターの写真で

す。 

 「G20大阪サミット」、「飛田新

地料理組合」とあります。この

時、飛田新地は全店休業しまし

た。普段はあからさまな売春防

止法違反の営業をやっておきな

がら、広く外国の目に触れる恐

れがあると隠す業者、そしてそ

れをよしとする行政ないし政府

という構図があります。 

 性売買をめぐる男性中心のこのダブルスタンダード、すなわち男が女

の性を買うことは必要だが、それを大っぴらに公認することはできない

というダブルスタンダードを克服して、ジェンダー平等を促進するため

の人権論を開拓することが、今日急務だと私は思います。 

 ただし、ダブルスタンダードを克服するだけでは十分ではありません。

つまり、セックスワーク論のように公認しようという理論も成り立つわ
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けですから、そうではなくて、公認するのではなくて、ジェンダー平等

を促進する方向で克服しようということです。「労働説」は公認の方向で

すけれども、人権侵害説の方はそうではない。ジェンダー平等を促進す

るのはいったいどちらの方向なのか、どちらの考え方なのかについてぜ

ひ考えてほしいと思います。 

 最後に、私たちポルノ・買春問題研究会は、東京を中心に活動してき

ましたけれども、今後、大阪でも独自の活動を展開していきたいと思っ

ていますので、興味のある方はぜひとも参加していただきたいと思って

います。以上で今日の私の報告を終わります。 
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報告２ 

オーストラリアにおける性売買状況 

――合法化は何をもたらしたか―― 

キャロライン・ノーマ 
 私は８年ほど前からインターネットを通じて APP のことを知るよう

になって、APPの研究と活動から多くのことを学んできました。とくに

中里見さんと森田さんの議論は私にとってとても勉強になりました。外

国人として、日本でいちばん知識の豊富な団体と知り合えて、とてもよ

かったと思います。 

 今日は、先ほど野町さんの紹介にありましたように、オーストラリア

の現状についてお話ししたいんですけれども、性売買の現場のお話とい

うよりも、政府の政策レベルのお話になります。とはいえ、３、４年前

に、実際に性売買のサバイバーのみなさんと協力して１冊の本を編集し

たことがあります（Caroline Norma & Melinda Reist eds, Prostitution 

Narratives: Stories of Survival in the Sex Trade, Spinifex Press, 2016）。これは、

サバイバーの方が自分自身の経験を自分で書いた文章を集めたものです。

今日のお話にはこのことは直接には入りませんが、彼女たちの経験を踏

まえて、今日の話を始めたいと思います。 

 

  はじめに 

 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、オーストラリアの売春合法化政策を日本にとっても見習うべ

きモデルとして推奨している人がいます。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
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録料を徴収することであり、売春従事者に性病検査を義務づけることで

した。オーストラリア大陸の東側にニューサウスウェールズ州というの

があって、首都はシドニーですけれども、そこでは、性産業は非犯罪化

されています。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自治体に登録することだけ

です。 

 

オーストラリアの地図と州 

 
 

 1990 年代からのオーストラリアにおける性産業合法化政策の長期的

な影響は実に深刻なものでした。産業規模はその時から急速にふくれ上

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
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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（たとえばストリップクラブ、日本で一

般的であったデリヘルなどもこの時期にオーストラリアに入ってきまし

た）、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りました。シドニーの都市圏では、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、非英語圏から来られた人々です。 

 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であるとは理

解していません。人々は、売買春合法化のおかげで、政府が性産業の活

動に対する厳格な監督を行なっ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います。オーストラリアの首都であるキャンベラの

性風俗店の状況について言いますと、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ということが暴露されました。 

 性産業の合法化を主張する人たち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、「請負契約者」として分類されてい

るからです。 

 後でも見ますけれども、彼女たちは今なお、買春客や売春業者による

暴力を受けていますし、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。殺さ

れた女性に関しては、付録として付けた資料を見てください。これは去

年に起きた事件ですが、それについて私がオーストラリアのメディアに

書いた記事の翻訳です（第Ⅲ部の資料１参照）。 

 

  オーストラリア売買春合法政策の歴史 

 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、多くの学者によって議論されている疑問です。オランダやドイツ
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に先立ってこの政策を導入したのは、オーストラリア東南部に位置する

ビクトリア州政府です。これは私の出身地で、メルボルンが首都ですが、

この政府は、与野党一体となって売春の合法化に踏み切り、社会に大き

な変化を与えました。突如として、市民の買春行為が恥ずかしい行動か

ら消費活動に変わったのです。政府の正式の文書でも、買春客は単なる

顧客として書かれています。しかも、この政策を実施してから、他の州

の議員代表団がこぞってビクトリア州に視察にやって来ました。こうし

て、合法化政策は1990年代にオーストラリア中に広がりました。 

 当時の考えでは、ビクトリア州政府は、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になったとみなされました。特に

HIV/AIDS 病問題が起きた 1980 年代後半はこのような考えが強力でし

た。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

ていたからです。当時の考えでは、HIV/AIDS 問題対策で政府が積極的

に性病検査などの「被害最小化（harm minimization）」ないし「被害軽減

（harm reduction)」政策（売春を合法化したうえで、それに伴う健康問題

などに対処するという新自由主義的な政策ですけれども）を行なうこと

が理想的だとみなされたのです。しかしそれは、HIV/AIDS 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、それ以外の福祉・精神

状態・暴力被害をないがしろにするものでした。 

 性病検査自体は長い歴史を持つ政策で、みなさんもご存知のように、

19世紀の日本やイギリスやフランスにもあり、それが多くの人権問題を

引き起こしたことはよく知られています。とくにイギリスでは、このよ

うな性病検査に反対する市民と女性たちの運動が、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、ビクトリア州の議会議事録などを見ますと、1980年代のビク

トリア州政府は、このような「負の歴史」があること、合法化がどれほ

ど社会にとって劇薬となる政策であるかということをあまり理解してい

なかったようです。同じく、議事録からわかるのは、人身売買問題につ

いてはいっさい触れられておらず、議会でこの問題が議論されていなか

ったことです。当時、この問題に対する対策は考えられていなかったの

です。当時はまだ、今日のようなグローバル化が進んでいない時期だっ
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たことも関係しています。 

 さらに、このビクトリア州の法が他の州にも広がっていく中で、法律

の内容はますます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、性産業が単に非犯罪化され、警察や政府機関はもはや

性産業にタッチしなくなりました。性産業の中にいる人々は、ニューサ

ウスウェールズ州では、ただの性病検査対象者になりました。彼女たち

への住宅供給、育児支援、教育機会や職業訓練の保障といった福祉は問

題にされなくなり、その代わり、政府や福祉施設、さらにほとんどの女

性団体から、彼女たちは単なる普通の労働者とみなされるようになりま

した。彼女たちが合法的にお金を稼いでいるからです。性産業に従事す

ることが性産業の合法化によって美化されるという結果になったのです。 

 しかし、2000年代になると、売春女性の殺人事件、性産業への暴力団

の介入、人身売買問題が数多く発生したことによって、ニューサウスウ

ェールズ州やビクトリア州政府は、連続的に（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、路上買春が認められている地域の範囲がせばめられました。それか

らやがて、2011年にはビクトリア州の性産業に警察がやっと入れるよう

になりました。これは当地のフェミニスト団体が運動した結果だと私た

ちは思っていますが、私たちの運動が同州で達成した唯一の成果です。

唯一とはいえ、大きな成果です。やっと警察が性産業での人権侵害に介

入できるようになったからです。 

 このように、すでに合法化された地域で多くの深刻な問題が発生して

いるにもかかわらず、他の州政府は今でも合法化や非犯罪化政策を推し

進めようとしています。 

 たとえば、オーストラリアの北部、いちばん端に位置するところにノ

ーザンテリトリーという準州があるんですが、鉱業、観光業、漁業など

が主要産業で、州都はダーウィンです。そのノーザンテリトリーの議会

が去年 11 月に、圧倒的多数で性産業の完全非犯罪化案を可決しました。

それによって同地域では、すでにデリヘル業は認可さえあれば経営する

ことができていたのですが（これはかなり以前からそうでした）、新しい

法律によって、あらゆる売春業に対するあらゆる法的制限が撤廃される
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ことになりました。しかも、この新法の条項にもとづくなら、さまざま

な売春業への警察の介入は原則として禁止されます。ところが、この地

域には先住民女性がオーストラリアの他のどの州よりも多くいて、多く

の先住民女性が性産業で搾取されているのです。この法律の可決によっ

て、彼女たちはいっそう危険な状況に陥るだろうと私たちは考えていま

す（第Ⅲ部の資料２参照）。 

 

  売買春合法化政策の背景 

 ここで改めて、なぜオーストラリアは先駆的に性産業自由化への道を

歩み始めたのかについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。 

 まず売買春合法化政策の１つ目の背景には、エイズ・パニックがあり

ました。1980年代前半にHIV/AIDS問題が発生した時、オーストラリア

は、ちょうど 1960 年代の日本のように高度経済成長期に入っていまし

た（現在再び、オーストラリアはこのような高度成長状態に戻っていま

すが）。当時、麻薬・買春・性風俗文化、さらには銃までも広がっていた

ので、HIV/AIDS 病問題が発生したことにオーストラリア政府はパニッ

ク状態におちいりました。とくに静注薬物乱用問題がその当時ひどかっ

たのです。 

 このような状態を考慮した結果、政府はその対策として、「被害最小化

（harm minimization）」という発想を歓迎しました。麻薬の場合、「被害最

小化」政策とは、政府機関によってクリニックを設けたり、そこで合法

的に薬物を使うことができたりする政策です。性産業の場合、「被害最小

化」政策とは、麻薬と同じように、健康保護を第一の問題にして、売買

春を主に保健衛生局の監督下に置くことを意味します。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することよりも、性病の拡散

防止が政策の中心課題になったのです。売買春に対するこのような政策

オプションはオーストラリアでは 1980 年代後半から広がっていきまし

た。今でもそれが主流の考えですが、その起源はこの30年前の時期にさ

かのぼります。AIDS 関連や同性愛関連の団体が中心にさまざまな活動

を展開して、そうした政策を政府に勧めたことも背景にありました。 

 売買春合法化政策の２つ目の背景として、オーストラリアの独特の歴



90 
 

史があります。オーストラリアという国の建国の歴史（もちろん先住民

はもっと長い歴史を持っていますが）において、売買春が中心的な位置

を占めてきました。最初にオーストラリアに植民してきた女性たちには、

売買春の被害者が多かったのです。というのも、イギリスのオーストラ

リア植民政策の大きな柱の一つは、イギリスの刑務所に収監されていた

罪人をオーストラリアに送ることでしたが、女性の場合は、買春の被害

を受け収監されていた人々が率先してオーストラリアに送られて、植民

男性社会の犠牲にされたのです。この歴史を考えただけでも、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であるかが想像できるか

と思います。 

 

  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 

 次に、合法化政策と非犯罪化政策との違いについて見ていきます。基

本的に、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が、実をいうと、合法化と非犯罪化と

の違いを重視する必要はありません。規制の程度の違いであり、より規

制が緩和されているのが非犯罪化です。オーストラリアの場合、ビクト

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の違い

は、路上売買春を認めるかどうかと、売春施設の立地制限と施設運営者

の登録方法の違いだけです。 

 しかも、ビクトリア州では性産業の約75％が登録・許可なしで運営し

ています。ニューサウスウェールズ州の非犯罪化政策では路上売買春も

認められており、どこでも売買が可能です（ただし、すでに述べたよう

に、後に法改正され、若干範囲が限定されました）。それから売買春施設

を運営したい人はなにも特別な背景チェックなど（過去の犯罪歴など）

を受ける必要がありません。それから、普通の店のように商店街・工場

地域であれば、施設をどこにでも設けてよいことになっています。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

妨害しますが、しかし裁判になりますと、売春業者の方が権利の上で強

く、必ずと言っていいほど自治体の方が負けます。自治体が勝った事例
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は今のところありません。 

 それから、合法化政策のおかげで性病検査を行なう機関や医者は大儲

けしています。さらに、自治体に雇われて違法施設を審査する職員もか

なりお金を儲けることができます。というのも、違法施設が摘発されな

いように、業者がこれらの職員に賄賂を渡すからです。この種の事件は

メディアでも何度も報道されています。売春施設を運営する業者ももち

ろん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経営

しているからです。合法的に営業を認める登録証は、施設を１軒だけ運

営することを認めていますが、登録証を持つ者は、この合法施設に加え

て、いくつも違法店も経営しているのです。合法的に登録された店がい

わば盾となって、違法店を覆い隠しているのです。実際、法的に制約の

ある合法店よりも、そういうものが少ない違法店の方が儲かります。違

法店なら、割増料金でコンドームをつけないでいいとか、そういうやり

方がとられるからです。さらに、合法的に取得され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何ら有効なものになっていません。むしろそ

の逆です。 

 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、何度も法改正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、登録者よりはるかに多いと

いう問題です。しかし自治体はそれほど予算がなく、違法売春店を審査・

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で営業して

います。このような状況を考えれば、現場でどれほど人権侵害行為が行

なわれているか想像できると思います。すでに述べたように、被買春者

が殺されたり、人身売買被害者が多くいたり、児童買春さえあります。 

 

  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と、その国にとって売

春は単なる仕事になります。これは、個々の個人の考えだけでなく、オ

ーストラリアという国全体、その政府の中心部にまでそういう考えが浸

透しています。 
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 この変化によっていろいろな問題が発生します。まず第１に、売春が

単なる仕事になると、女性が一度入った性産業から抜け出すことができ

るような政府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稼いで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メリットがあります。 

 しかし、その反面、オーストラリアでは多くの問題が噴出するように

なりました。買春被害者が犠牲にされたことがもちろんいちばんの問題

ですが、それ以外にも、後でも触れますが、たとえば、性産業の看板・

広告があちこちに掲示されるようになったこと、普通の商店街に売買春

施設が進出してきたことなど、一般社会の状態が悪化してしまいました。 

 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ましたが、彼はその売春業者に銃で撃た

れて亡くなりました。この事件は当時オーストラリアで大きく報道され

た大事件でした。その後にも、2009年に、これは私の住んでいるビクト

リア州のメルボルンで起きた事件ですが、人身売買被害者の恋人を助け

ようとした 21 歳の男性が、売春店の裏の駐車場で売春業者に殴り殺さ

れるという事件が起きています。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、このように多くの問題が発生しているのに、オーストラ

リアではい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、合法化政を推進する団体だけが政府から援助をもらうこ

とができるという事情があります。これは大学の研究者に対しても採用

されている政策です。人身売買への反対ははまだましですが、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ることを、市民団

体はみなわかっています。メルボルンには人身売買の被害者を救済する

団体がありますけれども、彼女たちはもう 20 年間も運動をしてきたの

ですが、この団体も最近しだいに、後で述べる北欧モデルから距離を取

るようになっています。 
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 その結果、フェミニスト団体も、売買春の被害者たちを、接待業や老

人介護を行なう他のどの女性労働者とも同じく、日々の食い扶持を確保

するために頑張って働いている女性たちであると思い込んだ方が好都合

なのです。性産業の中の女性たちを「ワーカー（労働者）」のカテゴリー

に入れることは、彼女たちを性暴力被害者のカテゴリーから追い出すこ

とです。ドメスティック・バイオレンスやレイプの被害者のために活動

しているフェミニストたちにとって、既存の「セックスワーカー」を被

害者カテゴリーから排除することは、自分たちの課題を、男性セクシュ

アリティそれ自身よりも、男性暴力の行きすぎた形態の一つに取り組む

ことに限定することができるわけです。 

 

  現在の反人身売買政策の矛盾 

 オーストラリアの連邦政府が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、連邦政府が、

売買春に関して、人権侵害ではなく「仕事」であるという公式の立場を

とっていることは、国連反人身取引条約にまったく反するものです。こ

の国連条約は締約国政府が国内の買春需要を抑制するための政策を作る

ことを義務づけています。しかし、オーストラリア政府の場合、買春者

の数を抑えるどころか、売買春産業を一つの正当な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

は国際的に評価されているのは、これは実におかしなことだと私は思い

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

制労働に置かれています。もちろん強制労働も人権侵害行為であること

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

ているのです。この事実はオーストラリア政府によって無視され、強制

労働一般が問題にされています。 

 たとえば、国内性産業従事者の30～50％はアジア系女性なのに、彼女

たちは人身売買被害者ではなく「移民労働者」として政府に認められて

います。彼女たちが契約上、売春店に束縛されている場合でも、人身売

買の可能性を当局によって疑われていません。しかも、オーストラリア
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では性産業への人身売買防止策もあまり適用されてはいません。オース

トラリアでは 2005 年に人身売買法が制定されましたけれども、それか

ら 15 年間に、人身売買ないし奴隷労働の使用として有罪判決が出たの

がたった15件です。 

 

  商店街への売春店の進出 

 

 この写真は、私が住んでいるメルボルンにある売春店で、近くに住む

少年たちがよく通うマクドナルドに隣接している合法店です。ここだけ

でなく、私がオーストラリアで毎日通勤していた自転車通路のそばにも、

合法化された売春店があります。この店はクリスマスの時は、大げさに

ぴかぴかとイルミネーションを飾ります。このように、合法化されます

と、売春店は普通の店のようにふるまって、その地位が上がりますし、

何をするにも堂々とするようになります。クリスマスの大げさな飾りも

その一つです。 

 この合法化された店のすぐ近くには性病検査クリニックがあります。

非常に大きなクリニックです。自転車で通勤する時には、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。印象的なのは、
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並んでいる人たちのほとんどが若いアジア系の女性で、いつもピンプ、

すなわち売春店の経営者が付き添っていることで、彼女らがピンプたち

に連れてこられているのは明らかです。日本軍の慰安所を連想させる悲

しい風景です。 

 

  売春店の性差別的広告 

 

 少し前の話になりますけれども、この広告の裏にある合法売春店で、

2010年に 16歳の未成年少女を使っていたとして、裁判まで行かなかっ

たんですけれども、業者に罰金が課されています。また、オーストラリ

アの首都のキャンベラで、2008年に 17歳の女性が店で薬物乱用によっ

て亡くなるという事件もありましたが、そこも合法的な売春店でした。 

 それから、この広告の文章は「チョコや花なしで女性とセックスでき

るよ」というものなのですが、非常に性差別的なメッセージが売春店の

広告を通じてオーストラリアの公けの場で発せられています。つまり、

男性が女性に花をあげるような優しいことをするのはあくまでもセック

スをするためであって、本当はそんなことでお金をむだにしたくないの

だ、というメッセージが堂々と発信されているわけです。そして、この
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メッセージは同時に、被買春者に対してはそのような思いやりは示さな

くてよいということ、彼女たちは尊重に値する存在ではないというメッ

セージでもあります。 

 ですから、先ほど中里見さんもおっしゃったように、売買春の問題と

いうのは、そこにいる当事者だけの問題ではなく、性産業が発するこの

ような性差別的なメッセージは、女性全体に被害を与えているし、女性

の日常の生活の中で大きな意味を持っていると思います。 

 

  違法店の増大 

 次に、合法化によってむしろ違法店が増大しているという問題です。

大都市のメルボルンやシドニーでは、違法店は法律に認められている合

法店よりもはるかに多く、３倍か４倍ぐらいあります。 

 

 この写真のように、違法店のほとんどは、何らかのアジアに関連する

雰囲気をつくっています。タイマッサージとかです。これは、違法店を

隠すためでもあります。 

 このような店の実態を調べるため、私の友人はこれらの店に客を装っ

て潜入しています。彼女の報告によると、違法な店には必ず、韓国、台

湾、香港、タイ、インドネシアなどから来た若いアジア系の女性たちが

います。その友人は彼女たちと会話をし、それらの会話から、彼女たち
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が学生ビザやワーホリビザでオーストラリアに来て、売春店に入ってい

ることがわかりました。 

 それからデリヘル事業ですが、これは合法化されているので、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。デ

リヘルの場合、ホテルや自宅、さらに車の中やパーティ会場に女性が派

遣されますし、買春客は１人でない場合も多いので、売春店以上に危険

性があります。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の経験が

語られていました。たとえば、結婚前のバチュラー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

力的な性行為をさせられるという被害を受けた女性の経験。それから、

ある男性の家に派遣され、そこで何時間にもわたって拷問され、結局、

裸の状態でとなりの家に助けを求めて走って逃げた女性の体験などです。 

 

  性産業広告における「Japan」 
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 これは性産業の広告の画像ですが、小さいのでわかりにくいと思いま

すけれども、「Japan」という言葉が多く書かれています。 

 どうしてかというと、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るからです。オー

ストラリアの北部および西部に「からゆきさん」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てきました。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した。 

 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この州に売

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か中国の方々のよ

うです。 

 こういう長い歴史があるため、買春女性としては「日本人」が理想的

とされており、今なお「日本人芸者」というステレオタイプが、オース

トラリア人男性の頭の中にあります。 

 

  売買春に対する北欧モデル（ノルディック・モデル） 

 中里見さんの話の中で北欧モデル（ノルディック・モデル）の話が少

し出てきましたけれども、それについて少しお話しさせていただきます。 

 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、売買春とポルノに対して非常に

寛容で、業者に有利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
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ます。 

 しかし、ご存知のように、海外ではこのような国内状況を変えようと

する政府も存在しています。すぐ後で見るスウェーデンはその先駆例で

すが、アジア地域でも、お隣の韓国が、性産業と買春者を犯罪化する法

律が 2004 年に制定されたことでようやく、売買春に対するオルタナテ

ィブな政策モデルが登場するようになりました。このオルタナティブな

政策、つまりノルディック・モデルについて、今から説明します。 

 1999 年にスウェーデン政府が導入した売買春に関する新たな立法と

政策は、それ以降世界中に大きな影響を及ぼすものとなりました。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、性産業から脱出でき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

人権侵害であるかについて、学校教育や政府の宣伝で行なわれるように

なりました。 

 たとえば、私の知り合いの例なんですが、彼女の娘がスウェーデンの

高校に留学しましたが、留学した娘さんがそこで性教育の授業で買春が

人権侵害であるという話を聞いたそうです。オーストラリアに帰って母

親にこのことについての話をして、母親は非常に驚いたそうですが、娘

にとってはその授業の内容が非常に興味深く、勉強になったみたいです。 

 韓国でも、自治体職員や警察や兵士が年に１度か２度、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。さらに、教育支援や職業訓練なども

受けることができます。韓国政府は、買春を「女性に対する暴力」の一

つととらえており、そのための予算措置や社会福祉計画などがドメステ

ィック・バイオレンス対策と同様に行なわれています。 

 スウェーデン国民の中では、この法律を支持する人数が年々増えてい

ます。最初に制定されたときは半数に満たない市民の支持しかありませ

んでしたが（ただし女性のあいだでは最初から過半数が支持していまし

た）、今では国民の大多数がこの法律を支持するようになっています。な

ぜこういう結果になったかというと、やはり 10 年前に中学校や高校で
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ちゃんとした性教育を受けた子供たちが今では成人になっていて、有権

者や公務員となって、国の政治に関わるようになったからです。すばら

しい社会変革を成し遂げた国だと思います。 

 同じことは、フランスでも起きています。同国では2016年に北欧モデ

ルにもとづく法律が制定され、2019年2月に憲法裁判所で合憲判決が出

ましたが、同国で昨年に行なわれた世論調査によると、フランス人の

78％が 2016 年法を支持しており、フランス人の 83％が、被買春者は犯

罪ネットワークの被害者であり、自分の活動を自由に選んでいないと考

えているという結果になりました。 

 ちなみに、韓国の法律が導入されて以降、日本人男性が韓国での買春

行為によって逮捕されたことがあります。２年前のことです。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たちが、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と思います。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、それは単なる消費行

為になってしまい、自分が加害者であることを意識しなくなるでしょう。

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。ですから、北

欧モデルをできるだけ早く日本でも導入するべきだと思いますし、世界

中に広げていくべきだと思います。 

 

  世界に広がる北欧モデル 

 オーストラリアや日本みたいな性産業王国は、21世紀の世界ではだん

だん主流ではなくなっていくと思います。なぜかというと、1999年にス

ウェーデンが新しい法的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、2014年に欧州議

会が北欧モデル政策を正式にとったことは、ヨーロッパ全体の変化を推

し進める結果になると思います。この欧州議会の発表によって、歴史上

初めてヨーロッパで買春者が性差別の暴力加害者であるという提言がな

されたわけです。これは本当に歴史的な出来事だと思います。 
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 このように北欧モデルが世界に広がっていったことは、長年にわたる

女性運動の地道な努力があったからです。しかし、北欧モデルが導入さ

れたからといって、すぐに社会の意識が変わるわけではないし、性産業

がすぐになくなったりするわけでもありません。しかし、買春行為を禁

止すれば、需要を抑制することができ、それに沿って性産業の規模を縮

小させることができますし、性産業が縮小すればまた、それに応じて需

要も少なくなっていきます。そして、性産業が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っていくのです。買春需

要が減っているからです。人身売買活動はかなりの金銭的投資が必要な

ので、その資金を取り戻すような大規模な買春需要がなければ最初から

行なわれないのです。これは理論的に予想されることですが、それだけ

でなく、統計的にも証明されていることで、学者たちがさまざまな研究

で発表している結果でもあります。 

 ですので、北欧モデル政策は基本的に反人身売買政策でもあり、その

被害者数を抑える効果のあるものなのです。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、特定の一国でこの政策を導入

するだけではなく、国際的な規模で同じ政策をとることです。韓国の場
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合、国内の性産業の縮小させることに成功していますが、やはり売春業

者たちは韓国女性を日本やオーストラリアにまで連れて行って売春させ

ています。こうしたことが起こるのは、あくまでも日本やオーストラリ

ア政府が北欧モデル政策を採用せず、性産業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。韓国政府が自国の女性を買春行為から守ろうとしているのに（政

府の活動にどれほど不備な点があったとしても）、他国の諸政府が韓国女

性を自国の性産業に受け入れているかぎり、この目標は達成されないの

です。これは日本軍「慰安婦」問題と同じく、外交上の問題にしたほう

がよいと私は思います。 

 売買春は単なる「お仕事」の一つだという考えを普及しようとしてい

る個人や団体が日本でも活動していますが、そのような発想が韓国女性

にとっても日本人女性にとっても、どれほどの危険なものであるかを、

私が今日お話ししたオーストラリアの経験から学んでいただければ、嬉

しく思います。本日はどうもありがとうございました。 
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資料１ 

オーストラリアの「セックスワーク」派のロビー団体がとる

NRA の戦術 
キャロライン・ノーマ 

『ABC』2019 年 8 月 23 日 

 アメリカ合衆国で銃による大量殺人が新たに起こるたびに、アメリカの

銃ロビー団体である全米ライフル協会（NRA）は、国民の目を銃から逸ら

せ、銃規制を妨げることを目的とした議論をアメリカのテレビ放送と紙メ

ディアにあふれさせる。曰く、「銃が殺すのではなく、人が殺す」「問題

はメンタルヘルスであって、銃ではない」云々。このような議論は、銃乱

射事件の原因をめぐる世間の認識を混乱させて、この問題に対する公的政

策を鈍らせる。彼らは、アメリカの武器産業と、軍事部門におけるその庇

護者たち〔ペンタゴン〕の利益を守るために働いているのである。 

 先週、１人の男がシドニーの性産業の場で24歳の女性ミカエラ・ダンさ

んを刺し殺すという悲劇的事件が起きた。すると、「セックスワーク」派

のロビー団体とその支持者たちも同じようにオーストラリアのメディアに

いっせいに登場した。アメリカの銃ロビー団体の場合と同じく、この殺人

事件に関してオーストラリアの「セックスワーカーの権利」論者たちは、

ミカエラ・ダンさんの死の原因をめぐる世間の認識を混乱させることを狙

った議論を展開した。曰く、「売買春ではなく、それに対するスティグマ

が〔セックスワーカーを〕殺すのだ」。こうした議論は、人身売買、貶

め、侵害、そして死から巨額の儲けをあげているオーストラリアの性産業

から世間の目を逸らせ、この問題に対処する公的政策の策定を妨げること

を目的としている。 

 これらのロビー団体は、殺人事件の被害者が性産業の中にいたという情

報を拡散しないようジャーナリストたちに警告する記事を掲載した。これ

らの人々は、一方では、被害者は自分の「職場」で被害を受けた単なる一

労働者にすぎず、したがって彼女の死の状況は記事で触れる必要のないこ

とだと主張しつつ、他方では、売買春の中の人々は「プライバシー」の権

利を持っており、したがってジャーナリストは彼女らの死の状況について

言及するべきではないと主張する。彼らは、女性を買春するために彼女の
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アパートに男たちがひっきりなしに訪れることを、「自宅ベースのカウン

セリング業」を行なうことになぞらえ、一個のビジネスとしての売買春

は、他のどの「職種」と比べてもとくに危険なものではないと主張する。 

 こうした議論は、オーストラリアおよび世界中で行なわれている膨大な

数の社会科学的調査によって反駁されている。たとえば、ある調査は、売

買春の中の女性の殺人発生率が、酒場の労働者のそれと比べても10倍高い

ことを報告している。「自宅ベースのカウンセリング業」の顧客たちより

もずっと、女性をセックスのために買う男たちは反社会的な行動様式（ビ

ヘイビア）を示しており、軽犯罪を犯す傾向があり、女性に対する否定的

な見解を抱いており、１日に何時間もポルノグラフィを消費する。西オー

ストラリアでの研究によると、こうした男たちは買春においてコンドーム

なしのセックスを女性にしつこく求める傾向が強い。ある売春店の回答者

は、「だいたい客の90％ぐらいは生でのサービスを求める」。調査にあた

った研究者たちが説明するところでは、店の女性たちはネットで低評価を

つけられるのを恐れて、この種のハラスメントに黙って従っている。 

 性産業における客たちの暴力は、オーストラリアでの最近の裁判でも示

された。公判の中で被害者たちは、客が彼女たちのことを「しょっちゅ

う」唾を吐き、「傷や出血」を引き起こし、血尿が出ることさえあったと

証言した。海外からオーストラリアにやって来たギャンブラーたちに提供

されている売買春に関するある調査記事は、地元の売春店の女性たちが、

「できるだけ多くのノルマをこなす」ようプレッシャーをかけられてい

て、客に対して十分な性的サービスを提供できなかった場合には罰金を課

せられたことを明らかにしている。 

 オーストラリアの性産業は実に儲かる商売である。この巨額の利潤――

とりわけ、売買春の営業環境が全面的に規制緩和されているニューサウス

ウェールズ州でのそれ――を守るために、「セックスワーク」派のロビー

団体は、全国でメディアや政治家たちのあいだで精力的にキャンペーン活

動をしている。こうした取り組みを先導している団体の理事長（ポルノ業

者）は、実名も使わずに公的活動を展開している。彼女は「ガラ・ヴァン

ティング」というふざけた偽名〔英語で「gallivanting（ガラヴァンティン

グ）」は「乱痴気騒ぎ」の意味〕を使って団体の代表者となっているが、

ダンさん殺害事件後、オーストラリアのメディアの中で権威あるものとし

て引用されている。 

 ジャーナリストたちは、オーストラリアの「セックスワーク」派ロビー

団体のNRA的戦術に気づいておらず、この殺人を実行した買春男の責任は
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アメリカにおける銃乱射犯の責任と同じぐらいはっきりとしているにもか

かわらず、「スティグマが殺す」というセックスワーク派のいつもの呪文

を無批判に繰り返している。 

 しかし、今回のダンさん殺害事件は、「ガラ・ヴァンティング」が指導

しているロビー団体にとって都合の悪い時に起こった。「セックスワー

ク」論者たちは最近、買春（「セックス・セラピー」と名づけられてい

る）を、国民障害保険制度（NDIS）で給付対象となる「妥当で必要なサポ

ート」のリストに加えることを求めた連邦行政控訴裁判所での訴えに勝利

した。控訴裁判所の判決は、NDISの受給者が、月に１度、誰かを買春する

ために年総額１万800ドルもの給付を受けることを適当とみなした。しか

し連邦政府は控訴することを表明しており、「セックスワーク」派のロビ

ー団体は、全国的に広く報道された今回の殺害事件のような事件が、この

裁判の行方に悪影響を及ぼすことを懸念している。 

 性産業消費者の手によって若い女性が殺されたことは、民主的で豊かな

社会というオーストラリア像に合致しない暴虐である。オーストラリアの

どの家族も、自分たちの娘や姉妹が売買春に行きつくことを望んでいない

し、自分たちの息子や兄弟が買春客になることも望んではいない。 

 大多数のアメリカ人が、果てしなく続く死という結果をもたらしている

「銃を所持する権利」を支持するような社会を望んでいないのと同じく、

オーストラリア人も、若い女性が殺されすべての女性が二級市民として扱

われるような結果をもたらす「性産業の客となる権利」を支持するような

社会を望んではいない。だが「セックスワーク」派のロビー団体のキャン

ペーンは、わが国の最も搾取的で暴力的な資本家たちが金を儲け続けるこ

とができるよう、オーストラリアの公的社会に不当に介入しているのだ。 
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資料２ 

どうしてピンプと「フェミニスト」はノーザンテリトリーで性

産業を⾃由化するために⼿を組んだのか︖ 
キャロライン・ノーマ 

『ABC』2019年11月26日 

 ノーザンテリトリーの議会によって先週招集された「経済政策調査委員

会」は、議員たちが提出した性産業自由化法案を支持する見解を発表し

た。同地域では、すでにデリヘル業は認可さえあれば経営することができ

るが、提案されているこの法案はあらゆる
．．．．

売春ビジネスに対するあらゆる
．．．．

法的制限を撤廃するものである。そうなれば、ダーウィン市において、ア

ジアからのカジノ観光や国内の鉱業での需要を目当てにした大規模売春店

が発展するようになるだろう。業者たちは今後まったくの干渉なしに自由

に性産業を経営することができる。なぜなら、この法案の条項にもとづく

なら、さまざまな売春業への警察の介入は禁止されるからである。「警察

官は、2011年公衆環境衛生法のもとで権限を付与された公務員として権限

と機能を行使することができるが、セックスワークに対してはこうした権

限と機能を行使することはできない」。 

 この法案は、男たちの一方的で有害で、不特定の、相手のことをいっさ

い配慮しないセックスを楽しみたいという欲望を利用して業者が金を儲け

ることを大いに促進するだろう。 

 政治的にきわめて奇妙なのは、フェミニスト（リベラル系のそれ）がピ

ンプといっしょになって、この法案をノーザンテリトリー議会で通すこと

を積極的に後押ししていることだ。YWCAオーストラリアは、「ジェンダ

ー平等を達成するために活動する強力で統一した全国的フェミニスト組

織」を自称しているが、ピンプの商業活動を自由化すれば「性産業がより

透明になり、そこから搾取や虐待、その他の違法な活動をより容易に見分

けることができるようになる」と論じている。 
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 しかし、YWCAは、自治体に事業登録しないピンプへの処罰もなけれ

ば、警察による監督もなしに、どうやってこうした目標が達成されるのか

まったく説明していない。法案は、売春店の増大をチェックしたり、その

活動を監視したりいかなるメカニズムも提供していない。しかも、無謀に

もYWCAはあらゆる慎重さをかなぐり捨て、「ノーザンテリトリー議会の

すべての議員はこの法案を修正なしに採択する」よう力説している。いつ

も性産業の犠牲者になるシングルマザーやホームレスの女性の面倒を見る

方策を地方自治体が何とか見つけ出すだろうとの曖昧な希望を抱いてであ

る。 

 ノーザンテリトリーにある３つの女性法律サービス事務所も、この法案

に賛意を表明している。その言うところでは、「アボリジニとトレス海峡

島の女性たち、および文化的および言語的に多様な背景を持った女性たち

……を支援してきた経験と専門知識」にもとづいて、賛同したそうだ。し

かし、彼らの「経験と専門知識」は、売買春が、ホームレスの（そして時

にアルコールとドラッグに依存している）アボリジニの女性と少女たちに

及ぼす残忍な貶めと尊厳の剥奪に関する知識には及んでいないようだ。 

 これらの女性たちはノーザンテリトリーにおいて、性暴力という形態を

とったレイシズムの最悪の虐待をこうむっている。この地域のアボリジニ

の女性たちはオーストラリアの他のどの州よりも多いのである。３つの女

性法律サービス事務所がノーザンテリトリーの議会に送った共同意見書に

は、彼女たちのことについて何も述べられていない。その代わり、これら

の法律事務所が心配しているのは、ピンプ〔女性に売春させて利益を上げ

ている人々〕のことである。とりわけ、提案されている法律に将来何らか

の規制が追加されることで、「手続き的公正」の問題や不当に料金を〔自

治体から〕課せられるという問題に直面するかもしれないピンプたちのこ

とである。性産業を通じた性的搾取にさらされるアボリジニ女性たちのた

めに怒るのではなく、これらの法律サービス事務所は、ピンプが「適正資

格」を持つよう求められる可能性に対して大げさな反対を表明しているの

だ。 

 「セックスワーカーの権利」グループは同条項に関して、「サービス提

供に関する契約が守られなかったときに法的救済にアクセスする」被買春
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者の権利についても明示するものだとみなしているが、金を支払わなかっ

た客に対して訴訟を起こすリソースを被買春女性が持っているというのは

ちょっと想像しがたい。まして裁判所がそうした訴えに耳を貸すとは思え

ない。むしろ、この条項は、売春店の経営者たちによって、客に求められ

た性行為に従わない女性たちを脅すことに用いられる可能性の方がずっと

大きい。売買春の中の女性たちは、客が金を出して求めるあらゆる行為に

従わない場合には裁判に訴えられるようになり、売春店の経営者たちはそ

のことから確実に利益を得るだろう。 

 同法案には、「サービスを拒否する」女性の権利や、客によって前もっ

て支払われた性行為に関連して指定された「特定の行為」に抵抗する権利

を明示する複数の条項が含まれている。さらに同法は、サービスに満足し

なかった客に（セックスのために買われた女性たちにではなく）、売春店

の経営者たちが補償することを命じてさえいる。しかし、これらの条項

は、同法が売買春の中の女性たちの権利に関心を持っているかのように見

せかけるための飾りにすぎない。実際のところ、世界中のどこであって

も、売買春の中の女性が「特定の行為」に対する法的責任を負っていた

り、「サービスを拒否する」ことを法的に妨げられているようなところは

ない。このような慣行は戦前の日本の公娼制度に見られたぐらいなもの

だ。そのような慣行は100年間にわたって近代法制度に支持されてこなか

った。 

 ノーザンテリトリー議会はこれらの条項のいちじくの葉で法案を覆い隠

したのだが、実際にはそれらの条項は売買春の中の女性たちの権利に対す

るいかなる追加的保護も与えるものではない。そもそも、彼女たちは、性

産業に入ることを拒否することができないことでその権利の大部分をすで

に奪われているのである。ピンプと買春者が享受している権利をいっそう

強化するような法案をフェミニスト団体が支持している光景は、最も控え

めに言っても奇々怪々である。最も率直に言うと、アボリジニの女性と少

女たちは、ノーザンテリトリーで彼女らの人権を守ると称して資金と人材

を得ている組織によって売られたのである。これらの女性たちはそうでな

くてもすでに貧困、ホームレス状態、アルコール産業の販売戦略、ドメス

ティック・バイオレンスによって苦しめられている。どうしてさらに、法
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的により強力になったピンプや業者による脅しに直面しなければならない

のか。 

 よりにもよって現在の#MeTooの時代において、リベラル・フェミニスト

たちは、性産業の業者がその性暴力ビジネスをノーザンテリトリーで何の

妨げもなく自由に営業する権利をこぞって支持しているが、今回はさらに

レイシスト的ニュアンスも帯びている。ノーザンテリトリーの議員たち

は、オーストラリアの他のどの州の議員よりもアボリジニ有権者に依拠し

ているにもかかわらず、進歩派をこれ見よがしに標榜しているNGO団体に

よって、売買春は金で売買される性暴力
．．．

ではなく単なる仕事
．．

だとする嘘に

すっかりだまされている。 

 フェミニストたちがこのような嘘を振りまいているのは、売買春の被害

者たちを、接待業や老人介護を行なう他のどの女性労働者とも同じく、

日々の食事を確保するために頑張って働いている女性たちであると思い込

んだ方が好都合だからである。性産業の中の女性たちを「ワーカー（労働

者）」のカテゴリーに入れることは、彼女たちを性犯罪被害者のカテゴリ

ーから追い出すことである。ドメスティック・バイオレンスやレイプの被

害者のために活動しているフェミニストたちにとって、既存の「セックス

ワーカー」を被害者カテゴリーから除くことは、自分たちの課題を、男性

セクシュアリティそれ自身
．．．．

よりも、男性暴力の行きすぎ
．．．．

た形態の一つに取

り組むことに限定する上で実に好都合である。 

 しかし、男性のセクシュアリティに奉仕すること――「売春婦」に還元

された女性はまさにそうするために存在する――は、仕事
．．

としてではなく

女性の奴隷制
．．．

として理解されるべきであり、そうだとすれば、フェミニス

トははるかにチャレンジングな政治的課題を追求しなければならない。レ

イプやドメスティック・バイオレンスのような男性暴力の極端な形態を抑

制することですますのではなく、男性の性的楽しみや娯楽を抑制するため

に活動しなければならない。男性のオーガズムが神聖不可侵である世界で

は、このような抑制は、危険なまでに異端の道である。そして、リベラ

ル・フェミニストはそれを、彼女らが「真の」被害者とみなす人々のため

に獲得した成果を危険にさらすものだとみなしている。 
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 それゆえ、リベラル・フェミニストたちは「セックスワーカーの権利」

団体の言うことに全力で耳を傾けるのである。曰く、売買春の中の女性た

ちは、尊厳を持った誇りある労働者になることができるのであり、そのボ

スや客たちが、オーストラリアの性産業を根絶しようとするアボリショニ

ストの取り組みによって「スティグマ化」されさえしなければいいんだ、

と。福祉よりも労働こそが人間的尊厳の道であるとする新自由主義的信仰
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は、この「セックスワーカーの権利」というメッセージを容易に受け入れ

させる雰囲気をつくり出している。性的行為と非人間的関係の最も極端な

形態にさえ「労働」のラベルをつけることは、新自由主義的マインドを持

ったフェミニストを満足させ、そこには女性に有害なものは何もないのだ

と信じ込ませる。 

 性産業にいる女性たちにそこから離脱する
．．．．

道を与えるべきであるとする

意見はあっさり無視される。なぜなら、そのような政策は大がかりな努力

と取り組みを必要とするからである。児童保護サービスに十分な資金提供

をする政治的意志さえしばしば欠いているような新自由主義国家において

は、それはとうてい受け入れがたいものだ。リベラル・フェミニストにと

って、「セックスワーカーの権利」というメッセージは、オンラインを通

じたデートレイプの若い被害者よりも社会的な同情を集めていない性犯罪

被害者の問題を取り上げる責任や義務を免れさせてくれる絶好の口実なの

だ。 

 売買春は女性の性的奴隷
．．．．．．．

であるなどと言おうものなら、オーストラリア

の家父長制社会でフェミニスト団体が享受しているあらゆる信用や共感を

失うことになる。女性を会社の役員に就けたり、企業における女性の「活

躍」に尽力した男性功労者を表彰したりすることよりも必要なのは、オー

ストラリア社会のリベラルな偽善のヴェールをはぎ取ることである。それ

は、一握りの女性が男性と同じテーブルでご馳走を食べているにすぎな

い。こうしたジェンダー的に「お行儀のよい」表面的な取り組みの陰で

は、貧困で、家庭内暴力にさらされ、子どものときに性的に虐待され、そ

して最後には性産業へと行きつき、時にはそこで何十年も生涯をすごす羽

目になる女性たちが大勢いるのだ。もしフェミニスト団体が、これらの膨
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大な数の女性たちや少女たちと政治的に連帯し、彼女たちのために行動す

ることを決意するなら、これらの団体に政府からの補助金や慈善団体から

の支援金を保障してきた社会的「お行儀のよさ」を失うことになるだろ

う。 

 リベラル社会における「お飾り」としての特権を享受しているYWCA の

ような「フェミニスト」団体にとっては、女性の地位は実は私たちの中の最

もひどい状況にある女性たちと同じ高さでしかないということを忘れるの

は実に簡単である。女性たちを性的売り物にするのを許している社会に生き

ているかぎり、たとえ時に政府が女性に資金や承認を与えたとしても、私た

ちは誰一人として本当の意味で市民としての地位を獲得していないのであ

る。市民としての地位と非人間としての地位とのこの深淵こそ、売買春問題

の核心にあるものである。フェミニスト諸団体は無謀にも無視しているが、

住民の多数がアボリジニであるノーザンテリトリーにおいて、このことは深

い歴史的連続性を有している。なぜなら、先住アボリジニは1960年代まで、

オーストラリア憲法では「人」としてではなく「動植物」とみなされていた

からである。 
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