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特集１
性差別への世界的反撃
#MeToo 運動、日本、韓国

2017 年末から、アメリカのハリウッドにおけるセクシュアル・ハラスメント告発
を契機に、#MeToo を共通のハッシュタグとして、世界的な反性暴力、反性差別の運
動が巻き起こりました。世界同時にこのような反性差別の運動が起こったことは、歴
史的に画期的なことです。
この運動は日本にも大きな余波をもたらしています。この間、日本でも、詩織さん事
件、大学医学部での入試差別事件、政府高官によるセクシュアル・ハラスメント事件、
性暴力に対するあいつぐ無罪判決など、多くの性差別、性暴力の深刻な現実が露わに
なっており、それに対する反撃の闘いが、刑法改正に向けた持続的努力、裁判闘争、
「フラワーデモ」などを通じて起こっています。
日本ではこの取り組みはなお初歩的なものであるのに対して、お隣の韓国では、全
国から６万人もの女性たちを結集した盗撮反対集会（反モルカ・ラリー）が開催される
など、世界的に見ても先進的な運動を展開しており、その中でラディカル・フェミニス
トが中心的な役割を果たしています。
この「特集１」では、こうした事態を受けて、まず＜#MeToo 運動とマッキノン＞と
して、#MeToo 運動の前提条件をつくり出したキャサリン・マッキノンの功績に光を
当て、さらに＜日本と韓国＞として、日本と韓国における状況を明らかにした諸論考
を掲載しました。
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◤#MeToo 運動とマッキノン◢
マッキノン、#MeToo 運動について語る
キャサリン・マッキノン
『タイムズ・オブ・インド』2017 年 12 月 3 日
キャサリン・マッキノン
はフェミニズムのパイオ
ニア、弁護士、活動家、学
者である。セクシュアル・
ハラスメントという加害
行為を性差別の一形態と
して定義することから始
まって、レイプをジェノサ
イド的武器とみなすこと、
売買春とポルノグラフィ
の被害を認識すること、権力がいかに男女間の性的関係を歪めるかを明らかにすることに至る
まで、彼女は 40 年以上にわたって平等と正義のための新境地を切り開く力強い存在だった。彼
女の新著『バタフライ・ポリティクス』は、一見小さな介入にしか見えないものが最終的には地
殻変動的な変化を生みだしうること、そして女性の運動はまさにそういうものであったという
立場にもとづく著作である。マッキノンはデリーでアムリャ・ゴパラクリシュナンのインタビュ
ーに語った。

今日私たちが目にしている竜巻の一つは、セクシュアル・ハラスメントに反対する運動の
盛り上がりです。そしてそれが違法なものであると最初に認識させた一人として、この運
動についてどうお考えでしょうか？
マッキノン 私たちはこのような地殻変動（cataclysm）を目にしており、それはこれまでず
っと積み重ねられてきたことの結果です。被害を公けにしても聞いてもらえるだろう、女性
の声に耳が傾けてもらえるだろう、そういう認識がつくり出されつつあります。これは部分
的にはトランプへの反発でもあります。彼の露骨なミソジニーと白人至上主義的アピール
は結局のところ、多くの人々を目覚めさせるという報いを受けたのです。アシュレイ・ジャ
ッド〔ワインスタインからセクハラを受けていたことを最初に告発したハリウッド女優〕のような女性
たちは、他の女性たちが自分自身の経験を声に出して語ることを可能にしました。これがこ
の一連の反応を引き起こすきっかけとなりました。これはまさにバタフライ効果であり、す
べての痛み、侵害、傷、怒り、侮辱が表に引き出されつつあるのです。
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このような変化をどのようにして維持するべきでしょうか？
マッキノン

私たちがいま目にしているのは、白人男性マネーが白人男性たちを次々と見

捨てつつある事態です。これは世界の歴史上一度も見られなかったことです。私の分野〔法
学〕ではこれは「自主的遵守」と呼ばれています。人々が差別を真剣に受け止めるようにな

ったことで、こうしたことが起こっているのです。つまり人々は差別禁止法を自ら遵守しは
じめているのです。このようなことが起こる文脈を作り出したのは私たちです。しかし、決
断を下したのは彼らです。彼らが、自分たちのお金、本、映画、支援、テレビ番組、キャリ
ア、仕事を引き上げるという決断をしたのです。
セクシュアル・ハラスメントというのは、女性が行なう仕事を事実上売買春の一形態にす
るものです。白人上流階層の女性が受けるセクシュアル・ハラスメントから売買春そのもの
にいたるまでいっさいがつながっており、それらは同一の連続体の中に存在します。それら
はすべて性的不平等の実践なのです。
私たちの国のレイプ法は現在、レイプかどうかの基準として同意という概念により大きな
重みを置いています。しかし、同意は本質的に不平等な概念であるとあなたはおっしゃい
ました。この点、もう少し具体化していただけますか？
マッキノン

法制度を女性のこうむる性的虐待の現実に照応したものにするにはどうすれ

ばいいのか、その方法を見つけ出そうと人々は努力してきました。まず最初にやったのは、
あたかもそれが生命線であるかのように「同意」という概念にしがみつくことでした。しか
し、実際にはそれは自分たちの首を締めるものでした。「同意」は加害者ではなく被害者で
ある女性を裁判にかけることになります。セックスとは、男性が能動的に働きかけ女性がそ
れに受動的に従う何かであるという観念が存在します。そうすると、そのようなものとレイ
プとの間の違いはどこにあるのでしょうか？

答えは同意があったかどうかだとみなされ

ています。しかし、同意モデルはそもそも、セックスが、男性が女性に対して行なう何かで
あるという不平等な観念にもとづいています。それゆえ、レイプの訴えそのものが、「彼女
はそれを従順に受け入れるような女性ではないのか、あるいはそうであると彼に思わせた
のではないのか」と問い正すことへと転化します。彼女は、それを望んでいなかったという
ことがちゃんと相手に伝わるほど、あるいはわれわれがそう判断できるほど十分に抵抗し
たのか、と。
これが「ノーはノーを意味する」というキャンペーンの意味するところです。それはたし
かに「ノーはイエスを意味する」よりもずっとましですが、それだけのことです。多くの女
性は「ノー」と言える立場にはないし、また実際に通報しても信じてもらえません。ですか
ら、同意モデルにもとづくかぎり、すっかり被害者の側の問題にされてしまうのです。本当
は加害者が問題にされるべきなのに。
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そうすると裁判でポイントになるべきは何でしょうか？

何が問われるべきなのでしょう

か？
マッキノン 裁判でのポイントは、検察側が強制力（force）の存在を証明しなければならな
いということです。しかし、ここで言う強制力というのは、私の再解釈にもとづくなら、単
なる肉体的な強制力に限定されるものではなく、当事者間にあるヒエラルキーのその他の
形態をも含みます。このようなヒエラルキーがレイプを可能とするのです。
あなたは先ほど売買春を女性を隷属させる行為に他ならないとおっしゃいました。それは
「セックスワーク」ではないと？
マッキノン

売買春では性的アクセスが経済的に強制されているのです。経済力というの

はセックスにおける強制力の一形態であって、同意の一形態ではありません。売買春の中に
いる女性のほとんどが経済的理由でそこにいる事実に同意しない人はまずいないでしょう。
彼女がそこでしていることは、お金をもらわないかぎりセックスをしないような人とセッ
クスをすることです。１年に平均で約 8000 人もです。たしかにセックスは必ずしも親密な
者同士の間で自由に選択されたものとして行なわれるわけではありませんが、それが、生活
の必要性や子供を育てる必要性によって余儀なくされている場合には、それは強制された
セックスなのです。
売買春は完全に犯罪化されるか完全に合法化されるかのどちらかであると思われていま
す。しかし、私たちが推進している北欧モデルはそのどちらでもありません。それは、売買
春という状況に存在する不平等を踏まえた法であり、買い手と売り手（ここで言う売り手と
はピンプや人身取引業者のことです）を処罰しますが、売られる側は非犯罪化されます。
インドでは現在、家族法において法的統一性を確保することが焦点になっています。
「トリ
〔「タラーク」とはアラビア語で「夫から通告する離婚」のこと。インドのイスラム教徒
プルタラーク」
の間では夫は自分の妻に「タラーク」を 3 回言うだけで離婚することができる。2017 年 8 月に最高裁はこ
の慣習が違法であるとの判決を下した〕のような慣行が問題になる場合はとくにそうです。フェ

ミニスト民法という考えに対してどのようなお立場ですか？
マッキノン

それは非常に複雑な問題です。私は女性が現実の諸権利を持つことに賛成で

あり、その権利の中には離婚における権利も含まれます。しかし、女性の権利の名のもとに、
従属的コミュニティに支配的基準を無理に押しつけることには賛成ではありません。それ
は女性の権利を実現する方法ではありません。
出典：No means no is fine but a number of women aren’t in a position to say no, says Catharine MacKinnon,
The Times of India, 3 December 2017.
https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/all-that-matters/no-means-no-is-fine-but-anumber-of-women-arent-in-a-position-to-say-no-says-catharine-mackinnon/articleshow/61895770.cms
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#MeToo 運動の可能性
――キャサリン・マッキノンとグレッチェン・カールソンが語る――
フィリップ・ガラネス
『ニューヨーク・タイムズ』2018 年 3 月 17 日
セクシュアル・ハラスメントは、
「キティ・マッキノンという名の当時はまだ若かった一
女性によって書かれた著作が出版されるまで、私たちが何事かをなすことのできる問題だ
とは、あるいは私たちが何事かなすのを法が助けてくれるような問題だとはみなされてい
ませんでした」――連邦最高裁判事のルース・ベイダー・ギンズバーグは今年１月のサンダ
ンス映画祭でこう述べた。彼女がそこに出席していたのは、今春に公開される予定のドキュ
メンタリー映画『ＲＢＧ』
〔ルース・ベイダー・ギンズバーグのイニシャル〕の主演をつとめたか
らである。そして 1979 年に出版されたこの著作『働く女性のセクシュアル・ハラスメント』
は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントが性差別であって、平等保護に関わる諸法
〔合衆国憲法修正第 14 条や公民権法第 7 編など〕によって禁止されるべきものであるとの議論

を展開した。
「それは啓示でした」
、ギンズバーグ判事は言う。
「そしてそれは、これまで存在していな
かった領域の始まりを意味したのです」
。
連邦最高裁はキャサリン・Ａ・マッキノンの見解に同意した。1986 年、マッキノンが共
同弁護人を務めていたセクシュアル・ハラスメント裁判において初めて、裁判所は全員一致
でセクシュアル・ハラスメントが性差別であるとの判決を下した。
それから 40 年、マッキノン（71）は性的平等に向けたパイオニアでありつづけただけで
なく、常に攻撃の的でもあった。セクシュアル・ハラスメントに関する取り組みの線に沿っ
て、マッキノンはより論争的なものとなる議論を展開した。ポルノグラフィと売買春は女性
の社会的不平等という文脈において女性の性的虐待を構成するという議論である。
マッキノンは現在ミシガン大学とハーバード大学で法律を教えている（1990 年に私は、
マッキノンがイェール・ロースクールの客員教授だったときに、
「性的平等」という名称の
講座で彼女の講義を受けた）。彼女の最新著作『バタフライ・ポリティクス』は、40 年間に
及ぶ彼女の活動を網羅している。
先月〔2018 年 2 月〕、マッキノンはグレッチェン・カールソンと対談した。カールソンは
フォックスニュースの元キャスターで、セクシュアル・ハラスメントを告発する昨今の取り
組みの象徴的人物となった。2016 年 7 月、カールソンは、当時フォックスニュースの会長
で最高経営責任者であったロジャー・エイルズをセクシュアル・ハラスメントで訴えた。そ
の後、数十人もの女性たちが名乗り出てエイルズ氏によるセクシュアル・ハラスメントを訴
え、エイルズは辞任を余儀なくされた。
2 ヵ月後、フォックスニュースの親会社である 21 世紀フォックスは、カールソンによる
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セクハラの訴えを認め、2000 万ドル〔約 20 億円〕を支払うことで和解し、非常に珍しいこ
とに、彼女への不当な扱いを公式に謝罪した（エイルズは昨年５月に亡くなった）。
カールソン（51）はベストセラーとなった『恐れさせよ――ハラスメントをやめさせ力を
取り戻そう』
（Gretchen Carlson, Be Fierce: Stop Harassment and Take Your Power Back, Center
Street, 2017）の著者である。彼女は元ミス・アメリカで、今年１月にはミス・アメリカ運営
理事会の理事長という役職に就いた。前理事長とその他の幹部連は、過去の優勝者たちの身
体的外見や知性やセックスライフについていろいろと侮蔑的な発言をしていたｅメールが
表沙汰になったことがきっかけで、昨年の 12 月に辞任したからだ。私たちが対談を行なっ
た前日、カールソンは、エピックスで「分断されるアメリカ」という企画の総合プロデュー
サーをしているノーマン・リアらと合流した。同企画のために、カールソンはセクハラに関
する番組の製作と出演をする予定である。
マンハッタンにあるブライアントパーク・グリルで午後のコーヒーとフルーツ盛り合わ
せを前にして、マッキノンとカールソンの 2 人――どちらもミネソタ出身だ――は、現在
生じている大きな波について語り合った。多くの女性たちが自ら名乗り出て過去の経験を
語りはじめていること（そしてどうしてそうなるまでにこれほど時間がかかったのか）、こ
れによって職場が本当の意味で変わったのか、あるいはその変化は維持されるのかについ
て語り合った。

フィリップ・ガラネス キティ〔マッキノン〕、あなたがセクシュアル・ハラスメントに関す
る法理論を展開したのはまだロースクールの院生のとき、つまりたかだか 20 代の若造だっ
たときですよね。どこからインスピレーションを得たんですか？
キャサリン・マッキノン グロリア・スタイネムの言い方を借りれば、セクシュアル・ハラ
スメントは「ごく普通のこと（just life）
」でした。2000 年ものあいだ、女性たちは、自分で
は拒否することのできない性的圧力のもとで生きることを余儀なくされてきました。1970
年代半ばのこと、私はイェール大学の院生だったんですが、当時、お金を稼ぐためにやって
いた仕事の一つが、友人といっしょに音楽を演奏することでした。私たちは各大学を回って
演奏をし、コーネル大学ウィメンズセンターではコンサートを開きました。私は同センター
が発行しているニューズレターを購読することにしたのですが、そのある号に、カーミタ・
ウッドという名前の一女性の経験について書いた記事が掲載されていました。カーミタは
コーネル大学で、絶え間なく性的な形で圧力をかけてくるある男性のもとで働いていまし
た。彼はいやらしい目で彼女をじろじろ見たり、彼女が書類棚からファイルを取るときにス
カートの中をのぞいたり、エレベーターの中で接触してきて性的な感じで体を押しつけて
きたりしました。ついにストレスで彼女は体に不調をきたし、仕事を続けられなくなり、入
院することを余儀なくされたんです。しかし彼女は、職安に失業手当を申請しに行くと、窓
口で、「個人的事情」で退職したので失業手当は受け取れないと言われたというのです。私
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はその記事を読んだとき、怒りで頭が爆発しそうになりました！

今でもそのときのこと

を覚えています。「何だこれは、これこそ性差別じゃないか」って。
「私は自分を責めた。罪の意識を感じた」
ガラネス グレッチェン、15 年ほど一気に飛んで、あなたが仕事をはじめたときのことで
すが、性的不平等に関心を持っていましたか？
グレッチェン・カールソン 私はミネソタ州でとても強い家族の中で育ちました。両親は、
一生懸命努力すればどんな望みでもかなうんだって私に毎日のように言っていました。私
はバイオリンを弾く才能に恵まれ、まじめな生徒でしたから、信じられないほど懸命に努力
しました。ですから、スタンフォード大を卒業したとき、女性は男性と平等ではないという
考えは私にとって新しい考え方でした。
ガラネス 最初の仕事は？
カールソン

バージニア州リッチモンドにあるＡＢＣテレビの系列で働きました。そして

私の最初の企画の一つとして、アニタ・ヒル〔当時最高裁判事の被指名者であったクラレンス・ト
ーマスをセクハラで訴えた女性〕の事件を取り上げました。

マッキノン 私は当時トム・ブロコー（アメリカの著名なキャスター）といっしょに番組に
出て、番組の最初から最後までその裁判についてコメントをしました。
カールソン 私は彼女の言い分を信じましたが、他の人々、何より連邦議員たち――すべて
男ですが――が信じなかったことにびっくりしましたね。彼らは彼女に根掘り葉掘り問い
ただしました。その後、１ヶ月ほどして別の番組を企画したのですが、同じ事務所に所属し
ているカメラマンといっしょにやる仕事でした。私たちはバージニア州の田舎の地域で車
に乗り込みました。まだ携帯電話のなかった時代のことです。彼は私に小型マイクをつけな
がら私の胸に触り、こうされるのが好きかと訊いてきました。やがて車は下り坂にさしかか
りました。私は車の助手席側のドアにぴったり体をつけたまま、もしここでドアを開けて走
っている車から外に転がり出たら――ちょうど映画の一シーンのように――どれだけの大
怪我になるだろうかと本気で考えていました。
ガラネス どのように対処したんですか？
カールソン 多くの女性たちがしているようにです。私は自分を責めました。罪の意識を感
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じました。
ガラネス キティ、説明してほしいのですが、女性は世界の半分を構成しています。男たち
がするこのむかつく行為に対してどうして女性は恥ずかしく感じてしまうのでしょうか？
マッキノン そうでなければならないということではありません。私が言っているのは、男
性支配の社会においては社会的にそうなっているということです。
カールソン そしてそれは孤立した事例ではないということです。私がミス・アメリカだっ
た時に２つの性的暴行を経験しました。２つともテレビ会社の最高幹部によるもので、どち
らも車の中にいるときに私に襲いかかってきました。
ガラネス ミス・アメリカは尻軽女に違いないと思ったから？
カールソン ミス・アメリカということがこのことに関係しているとは思いません。私が女
性だったからでしょう。
マッキノン そう。あなたがそこにいたからです。そして彼らにそうすることができたから
です。
カールソン

最初の男は、私がテレビ業界で仕事を得るのを助けるために日中に何度も電

話をしてくれました。私は、彼のような大物に頼んで援助を請うことができることをとても
誇らしく感じていました。それから、私たちが彼の車の後部座席に乗り込んで、車が走りは
じめると、彼は私に覆いかぶさってきて、体を触ったりキスをしたりしてきました。私は知
らなかったのです。テレビ業界に入るということは、この男が私のパンツの中に入ることだ
ということを。第２の事件では、加害者は私の首を手で押さえつけて、私の顔を彼の股間に
ぐいぐい押しつけてきました。それがあまりにも強かったので、息ができないほどでした。
それにしても、すごいことではないでしょうか？

フォックスニュースでの経験を経た

後でようやく、そうした行為を「暴行」と呼ぶようになったのですから。私は自分の著書の
ために多くの女性にインタビューをしましたが、その中の１人が「それは暴行だってわかっ
ていたの？」と言ったので、私はこう言った――「とんでもない！

女性はそうした状況に

慣れるよう社会化されてきた。もう少しがんばって働けばそういうのも克服できるって信
じていたのよ」。
マッキノン そして次のようにも言われますね。そんなことでくじけてはだめ。脇に押しの
けて、過去のこととして乗り越えなさい、と。
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（中略）
ガラネス キティ、あなたは、イェール大学に来たとき、文句なしに学生たちにとって最も
有名な教授でした。あなたはセクシュアル・ハラスメントの法的議論を発明しました。あな
たの著作は巨大な影響力を持ちました。けれども、あなたがテニュア〔終身雇用の教授職〕の
身分を獲得するまで、15 年ほど客員教授として砂漠の中をさまよう羽目になりましが、こ
のことに打ちのめされた？
マッキノン （笑い）いえ、打ちのめされはしませんでした。現に私はここにいます。私は
なすべきことをしつづけただけです。しかし現実を直視する必要があります。人々はその
時々の風向きに合わせて主張する内容を調整します。たとえば、彼らは女性に実際に生じて
いることについて真実を語りません。そうやって仕事を得ているのです。そういうことは私
にはけっしてありませんでした。そして、たとえ仕事を得られなかったとはいえ、20 年間
にもわたって私の指名をめぐって大きなせめぎ合いが続いたのです。大きな例外はミシガ
ン大学でした。偉大な学校です。同大学は私にテニュアの身分を提供してくれました。あな
たの言い方で言うと、テニュアを獲得するまで砂漠をさまよったわけです。後でわかったの
ですが、実はこの期間の多くの年で、私は英語で執筆する法学研究者の中で最も頻繁に引用
される研究者でした。しかし、当時そのことは誰にも知られていませんでしたが、引用回数
に関する調査がまだなされていなかったからです。
「彼女は信じてもらえた。私も名乗り出よう」
ガラネス #MeToo に話を戻しましょう。キティは 40 年間突き進んできました。グレッチ
ェンはロジャー・エイルズを 2016 年に失脚させました。どうしてセクシュアル・ハラスメ
ントの告発だけが急速に広がっていき、昨年にはハーヴェイ・ワインスタインにまで及んだ
のでしょうか？
カールソン

私がその経験をしたので言いますが、すでに私の事件でそういう結果になっ

たのを人々が見ていたからです。私は別に崖から飛び降りて姿を消したわけではありませ
ん。人々が目にしたように、私への加害者はあっという間に失脚しました。そして、私が他
の女性たちからの聞き取りを開始したとき、何千人もの人々が２つのことを言っていまし
た。第１に、声を挙げられない人たちのために声を挙げてくれてありがとうということです。
これまで名乗り出た女性たちはその人生をずたずたにされてきたからです。彼女らはみな
集中砲火を浴び、自分で選んだはずの職業の中で再び働くことができなくなります。何とひ
どいことでしょうか！

２つ目に言っていたのは、私を通じて勝利感を得たということで
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す。たとえ彼女ら自身が勝利していなかったとしてもです。このことに勇気づけられた他の
女性たちは言います。「わお！

彼女は信じてもらえた。私も名乗り出よう」。

ガラネス あなたもこれは有望だと思いました？
マッキノン こんなふうに言えるかもしれません。私は実際ドナルド・トランプが勝つだろ
うと思っていました。その理由の一部は、彼がレイシズムとミソジニーを振り回していたか
らです。多くの人々は、今回の選挙結果のおかげで性的不平等の現実に目覚めました。これ
らの人々は、セクハラの加害者である人物が大統領に選ばれるのを許した連中がいるとい
うことを目にしました。あたかもそれがまったくたいした問題ではないかのようにです。
カールソン

一番よく耳にする質問はこうです。アメリカ合衆国の大統領たる者があのよ

うな数々の告発を受けるようなことがどうして起こりうるのか、そしてどうして彼は今な
お権力の座にいるのか？
マッキノン そしていまだいかなる結果も起きていません。
ガラネス #MeToo 運動が盛り上がっているということを除いては、ですね。
カールソン

間違いなくこの運動は、この問題やその他の問題で女性たちが声を挙げる決

意をする上で重要な役割を果たしたと思っています。
マッキノン

女性たちはこれまでずっとこの問題についてお互いに語り合ってきました。

しかし、それをメディアが報道したり、それに持続的に取り上げるようになったのは、ジャ
ーナリストのすばらしい功績です。ジャーナリストたちはこれがおいしいネタであること
を発見しました。それは重要であり、いたるところに存在します。それは単に女性欄のため
に最近再び取り上げられたテーマというものではありません。それはスポーツ、政治、ビジ
ネス、テクノロジーなどにも存在します。今や、それがいたるところに存在する虐待である
ことを人々は発見しており、いたるところで取り上げることができます。このことは次のこ
とも意味します。権力の座にいる男たち――総じて白人で金持ちの男性――は、以前は常に
無視してすますことができたのに、もはやそれを無視することができなくなったというこ
とです。今ではそれは高い代償を伴う――顧客を失うとか、広告主を失う――行為になりつ
つあり、それは彼らを失脚させる原因となっています。以前は女性から奪い取ることは簡単
でした。今では、加害者の男性から奪い取らなければならず、さもなくば自分自身が失脚す
ることになります。
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「雇用主たちは女性を沈黙させるために利用する」
ガラネス #MeToo サバイバーたちの多くは映画スターでありメディアの著名人です。これ
が、ファストフードなどの最低賃金職で働く無数の女性たちにまでトリクルダウンすると
見ていますか？
カールソン

自分では声を挙げることのできない人々は大勢います。シングルマザーで２

人の子供を育てているとかいう理由で、です。まさに私の「グレッチェン・カールソン・リ
ーダーシップ・イニシアチブ」が特権を持たない女性たちのために目指しているのがそれで
す。いま話に出ている女性たちは必要な資金も全国的な組織も持っていません。それは、私
の事件が広く知られた後で頻繁に出された質問です。そのとき私は答えを持っていません
でした。そこでまずは出発点としてリーダーシップ・イニシアチブを発足させたのです。
マッキノン

「タイムズアップ（時間切れだ）」の運動も同じことをしようとしています。

それは同じことを系統的にやろうとするものです。
カールソン おっしゃるとおりです。それと並んで、私が連邦議会で取り組んでいる、強制
仲裁条項〔アメリカの雇用契約の多くに含まれている条項で、セクハラの被害を受けてもそれを裁判（原
則公開）に持ち込まず民間仲裁人を通じた仲裁（原則非公開）による解決を強要する条項〕に関する法を

改正するための活動も必要だと思います。法の抜け穴を探す雇用主たちはこの条項を使っ
て女性を沈黙させ、これらの〔セクハラ〕事件を隠し通しています。
マッキノン 強制仲裁制度は変えなければなりません。
カールソン 私は、強制仲裁条項を取り除くことを目的とする超党派の法案を昨年の 12 月
に下院と上院に上程することに助力しました。私は現在、共同提案者を獲得するために活動
しています。6000 万人ものアメリカ人がその雇用契約で強制仲裁条項を押しつけられてい
ます。ですから、理論上、誰かが職場でセクシュアル・ハラスメントを受けてそれを訴えて
も、それを公開の裁判所に持ち出す権利をすでに放棄していることになっているのです。非
公開の仲裁の場に赴いたなら、そこでは裁判のような証人や宣誓供述書を出すことはでき
ないし、控訴もできません。
ガラネス それに多くの場合、会社側が仲裁人を選びますしね。
マッキノン 裁定額も裁判所で争う場合よりもはるかに少額なのが一般的です。
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カールソン さらに、自分の身に起こったことをけっして誰にも口外できなくなります。で
すから、女性がセクハラを訴えても、彼女は仲裁制度の中に飲み込まれてしまいます。従業
員の側が勝利するのは現時点では約 20％ほどでしかありません。そして被害者の方は解雇
され、加害者側は職場にとどまるのです。
これらに関しては別の問題もあります。差別被害に対する法律上の出訴期限

マッキノン

が私が知るかぎりでは他のどの法よりも短いのです。
ガラネス どれぐらいの長さですか？
マッキノン 連邦レベルで言うと、たったの 180 日です。
ところが、女性が訴え出る勇気を持てるようになるまでに何年もかかる場合

カールソン

があるのです。それはこの領域における最大級の無理解の一つです。私のフェイスブックや
ツィッターを見てみてください。でも、実際にはあまりお勧めできませんが。
ガラネス と言いますと？
カールソン 誹謗中傷のリプライが大量についているからです。一番多い文句は「そんなに
いやなら、どうしてそこにとどまったのか」というものです。
マッキノン 「どうして通報しなかったのか」というやつですね。
今まで女性がどのような扱いをされてきたかを見れば、その理由は明らかで

カールソン

す。訴えても信じてもらえないし、それどころか自業自得だと言われます。わが国の大統領
でさえ、男を告発する女は、それで金持ちになって有名になりたいからだと言っているぐら
いですから。
「まったく無責任」
ガラネス

ワインスタイン事件が大騒動になってからまださして月日が経っていないのに、

一部の無定見な世論は反対方向に振れたように思います。
「ちょっとやりすぎなのでは」と。
カールソン それはまったく無責任ですね。
マッキノン いつもの見飽きた光景であり、予想通りの反応です。
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（中略）
カールソン 私が女性たちから聞いた物語も実にひどいものでした。2016 年や 2017 年でも
そうなのです。それらは「グレーゾーン」というものではありません。それらのケースは、
女性が男性に「その青いドレス素敵だね」と言われたというようなケースではありませんで
した。
マッキノン あるいは、それについてはランチに行って話し合わないか、というレベルのも
のではない。ランチは本当に単なるランチであることもあるわけですから。
ガラネス 女性をよりましな仕事に雇うことについてどうですか？
マッキノン そうですね、そういう場合に出くわすのがまさに、自分たちの居心地のよさに
もとづいて採用の可否を決定する男たちです。ある応募者が他の誰も有していない何かを
その会社や団体に持ち込む場合には――女性はしばしばそうするのですが――、違いがあ
りすぎて雇用できないと彼らは考えます。しかし、すでに一部の男性が持っているのと同じ
ものを持ち込む場合には、その人を雇っても居心地が悪くならないと感じるので、その人は
雇われるかもしれません。
カールソン ある研究によると、重役にまったく同一の経歴書を見せて、一方をジョンとい
う名前に、もう一方をジェーンという名前にすると、重役たちは男の名前の方をより高く評
価するとのことですが、それに似ています。
マッキノン それとの関係では、女性は異なった職場に分離され、より少ない給料を支払わ
れる傾向があるということも重要です。
カールソン

ここには実に多くの側面があります。たとえば私は男性の被害者からも聞き

取りをしたことがあります。その点ははっきりさせておきたいのですが、これまで女性の問
題に紛れ込んでいましたが、これは男性の問題です。それを正す責任は私たちの肩にのみ負
わされるべきではありません。だからこそどのように子供を育てるのか、とくに息子をどの
ように育てるのかが非常に重要になります。
（中略）
「セクハラを起こらないようにすること」
ガラネス

では#MeToo 運動における次のフロンティアについて話して終わりにしましょ
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う。どんな風に予想されますか？
カールソン

次のステップはさまざまな機関――学校や大企業――において事件を隠蔽す

るのをやめさせることでしょう。
マッキノン この 40 年間しょっちゅう訊かれるのは、セクシュアル・ハラスメントで訴え
られないようにするにはどうすればいいですかというものです。そうですね、いちばんよい
最初の措置は、あなたたちのいるところ〔会社や学校〕でセクシュアル・ハラスメントが起こ
らないようにすることですと私は答えます。とくに現在は、それが起これば表沙汰になるだ
ろうからなおさらです。私は以前、企業の指導者が従業員の前に進み出てこう言うのを見た
ことがあります。「いいですかみなさん、われわれは働くためにここにいます。諸君の社会
的・性的欲求を満たすためではありません。もしそういうことをしているとわかった場合に
は、会社から出ていってもらいます」。言い方はきついかもしれませんが、こういうところ
ではセクハラは起こっていません。他方で、いわゆるセクハラ講習をしている企業も多いで
すが、社員は講師の話をおざなりに聴いているだけです。ひじをつつきあったり、目配せし
たり、講師についてくだらないジョークを言ったり。このようなものが今日、人事部がどこ
でもさせたがっているものなのです。
カールソン その程度でお茶を濁しているのです。
マッキノン 次のクリスマスパーティでは、誰かが性的暴行を受けるかもしれません。
カールソン 本当にそうですね。想像してみてほしいんですが、すべての企業のすべての指
導者が「私の責任でやる」と宣言し、すべての管理職――その半分は女性（であってほしい
ですが）――がそれに耳を傾けている様子を。そうすれば、セクハラを黙認するような風潮
はなくなるでしょう。
マッキノン トップが本気だってことがわかりますからね。本当にね。
出典：Catharine MacKinnon and Gretchen Carlson Have a Few Things to Say, New York Times, 17 March
2018, https://www.nytimes.com/2018/03/17/business/catharine-mackinnon-gretchen-carlson.html
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#MeToo 運動の前にキャサリン・マッキノンがいた
ジニア・ベラファンテ
『ニューヨーク・タイムズ』2018 年 3 月 19 日
1954 年、ジョン・チーヴァーは「ニューヨーク発 5 時 48 分」という小説を書いた。おそ
らくフェミニスト的な目的などなかったろうし、なにしろ、この言葉が人々の意識の中に入
る何十年も前のことだ。しかしその中で彼は、そうとは気づかずにセクシュアル・ハラスメ
ントのメカニズムを描き出していた。ずっと後になってようやくきちんと理解されるよう
になるメカニズムを。後にこの小説は彼の作品の中で最も有名なものの一つとなる。戦後ア
メリカの揺るぎない強靭さという表面的な見方にきつい擦り傷を与えたからだ。もともと
は女性の精神的不安定さに対する警告のつもりだったのだろうが、64 年後の今日、現在の
告発運動のさなかに読み返すなら、この小説ははっきりと男性の傲慢な振る舞いに対する
恐るべき警告として浮かび上がってくる。
「ニューヨーク発 5 時 48 分」は、主人公のブレークがある日の夕方、彼の勤めるマンハ
ッタンのオフィスビルのロビーに１人の顔見知りの若い女性が待っていることに気づくと
ころから始まる。主人公はチーヴァーの小説によく出てくるタイプの普通のサラリーマン
だ。彼は彼女の名前をすぐには思い出せない。
「ミス・デントだったか、ミス・ベントだっ
たか、ミス・レントだったか」。読者はすぐ知ることになる。彼女は実はしばらく前まで彼
の秘書を数週間だけつとめていたのだが、この関係は、彼が彼女を飲みに誘って、彼女の部
屋で関係を持った後に突然終わりを告げたことを。ブレークは、彼女のいかにも弱々しい物
腰や仕事の不完全さにいらだっていた。とくに我慢できなかったのは彼女のひどく乱れた
筆跡だ。彼は、性的関係をもった翌日に、人事部に命じて彼女を解雇させた。それでミス・
デントは復讐を期してオフィスにやってきたというわけだ。家庭ではブレークの妻――美
貌はしだいに失われ、家事能力も衰えつつあった――も同じぐらい熱心に彼の侮蔑を掻き
立てていた。ある日のこと、彼が仕事から夜遅く帰ってくると、夕食の準備が何もできてい
なかった。腹を立てたブレークは、罰としてこれから 2 週間いっさい口をきかないと妻に通
告し、カレンダーの 2 週間後のその日付に印をつけた。
チーヴァーの小説は、1979 年に出版されたキャサリン・マッキノンの画期的な法的学術
書『働く女性のセクシュアル・ハラスメント』
〔邦訳は、
『セクシャル・ハラスメント・オブ・ワー
キングウィメン』こうち書房、1999 年〕のどこにも登場しない。しかしこの小説は、アメリカの

職場において中心をなすとマッキノンが考えたセクシュアル・ハラスメントの力学の、きわ
めて明快な事例を提供するものとなっている。このシステムにおいて、女性たちは妻や愛人
に押しつけられているのと同じ基準によって判断され、そして同じように利用され使い捨
てられる。
セクハラに関する考えを形成するのに貢献したこの著作をマッキノンが書いたのは、大
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部分まだチーヴァーの小説に描かれているような状況にあったときで、木々が揺れ始めて
いた時期だった。女性たちの多くは依然として、秘書、受付嬢、看護婦、タイピスト、電話
交換手、調査助手のような奉仕的な職務で雇われていた。同書の中でマッキノンは、社会学
者タルコット・パーソンズの次のような観察を引きあいに出している。女性は「職場組織」
の中で本質的に「妻や母親」であり、男性の自尊心を高め、「家事的仕事（整理整頓、電話
の応対、コーヒーを入れる）」を遂行し、
「性的対象」としての接待的役割をこなすことが仕
事になっている、と〔邦訳、50 頁〕。1976 年に『レッドブック』誌１）が先駆的に実施した「職
場における性の問題に関する調査」は以上の事実をおおむね統計的に確認している。回答し
た３人のうち１人が、雇用される上で外見は他のどんな資格よりも重要であると答えてい
る。実入りのいい仕事はいつも一番きれいな女の子にいくという一女性の嘆きの声をマッ
キノンは引用している。男性上司の誘惑に耐え忍んでけっこうな給料を稼ぐか、そのような
屈辱を招くほど自分がきれいになることを望むか、というのが女性の運命だった。
このような構造は、オフィスや工場における女性の性的従属を避けがたいものにした。
「女性は、男性から見てセクシュアル・ハラスメントをしやすい存在であるかどうかにもと
づいてその経済的価値が測られる傾向にある」とマッキノンは論じる。「女性は事実上『そ
れを自ら求める』よう要求されているのだ」〔同前、57 頁〕。女性の仕事が男性の欲望に左右
されている状況に基づいているこのような不均衡は、強制と同意とをけっして区別しえな
いものにすることを意味した。このような観点は、実に多くのセクハラ・スキャンダルを経
て、何度も何度もその細部が繰り返されることを通じて、ようやく今日私たちの集団的認識
のうちに位置づけられるようになっている。マッキノンをはじめとする、常に「ラディカル」
というレッテルを貼られてきたフェミニストたちは、現在の告発運動に対する多くの目撃
者が今ようやく理解しつつあることをただちに見抜いた。すなわち、セクハラは私たちの仕
事に常に付きまとう遍在的なものであり、しかもきわめて頑強に持続するものだというこ
とである。
このような日常的に繰り返される行為そのものはきわめて古く長い歴史を持っているに
もかかわらず、
「セクシュアル・ハラスメント」という用語が登場するようになるのは 1970
年代半ば以降のことである。コーネル大学の活動家たちがあるコンシャスネスレイジング
（意識高揚）のセッションの中でそう名づけたのが始まりだった。マッキノンの著作は、非
常に重厚でアカデミックなものであったとはいえ、この概念に広範な注意を向けさせるこ
とに成功した。そして、セクハラ事件を 1964 年の公民権法第７編のもとでの性差別として
認定する方向へと法制度を導く上で重要な役割を果たした。古くは 19 世紀にまでさかのぼ
るが、女性は時おり、男性によって公然と不適切な接触を受けた際に、裁判所を通じて金銭
上の損害賠償を獲得することができた。だが不法行為法〔他人による利益や権利の侵害を訴えて

１）

Kaitlin Menza, You have to see Redbook's Shocking 1976 Sexual Harassment Survey,
https://www.redbookmag.com/life/a47313/1976-sexual-harassment-survey/
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損害賠償を求めることを可能とする民事法〕は、マッキノンの考えでは、セクハラの訴えに対処す

るのに不適切な手段だった。なぜならそれは、すぐれて社会的で広く蔓延している被害であ
るものを個人的な被害にしてしまうからである。
セクハラの訴えに公民権法を適用しようと努力してきた弁護士たちはおおむねうまくい
かなかった。その理由の一つは、理論的に誰かを傷つける可能性のある行為に関して本質的
に何がそれを差別にするのかを裁判所がわかっていなかったからである。すなわち、ある女
．．
性がセクハラに遭ったとき、たまたま女性であった一個人が遭ったのではなくて、女性だか
．
ら被害に遭ったとどうしてわかるのか、と。マッキノンのアプローチは、セクシュアル・ハ
ラスメントは女性の不平等に根ざしそれを実行し再生産する行為であるという理論にもと
づいていた。セクハラは女性を従属と機能不全へと封じ込める役割を果たす。
だが、連邦最高裁がセクシュアル・ハラスメントを公民権法第 7 編違反であることを認め
たのは、マッキノンの著作が出版されてから 7 年も経ってからのことである。それは「メリ
タ貯蓄銀行対ヴィンソン」事件という実に露骨なセクハラ事件においてだった２）。同銀行の
出納係であった女性は、副頭取によって繰り返しセックスを強要され、人前で公然と触られ、
レイプされたと訴えた。この裁判において最高裁は、それらの行為が敵対的な職場環境を生
み出し、差別的かつ不法であるとの判決を全員一致で下した。
『ニューヨーク・タイムズ』における最近の記事の中でマッキノンは、#MeToo 運動を賞
賛し、セクシュアル・ハラスメント法が――時おり勝利をもたらしたとはいえ――達成でき
なかったことを達成するのを可能にしたことを認めた３）。頑強に続いてきたこの加害行為に
対する一致した反対運動が起こり、告発者たちが突然信用されるようになったことだ。この
ような大きな変化がついに実現した理由はまだ完全にはわかっていないが、一つのことは
明らかなように思われる。法理論にもとづいてなされる闘いは、現代のメディアによる協力
が得られない場合には厳しい闘いを強いられるということである。
1970 年代と 80 年代において、アメリカの親密圏でなされていた危険で闇に包まれていた
諸行為を明るみに出し告発するさまざまな努力がなされた。たとえばドメスティック・バイ
オレンスと児童虐待に反対する運動は、大衆文化のうちに重要な同盟者を得ることができ
た。1984 年に、
『バーニング・ベッド』というテレビ映画は、ミシガン州の主婦フランシー
ン・ヒューズ・ウィルソンの実話にもとづくもので、7500 万人もの視聴者を獲得した４）。彼
女は、何年にも及ぶドメスティック・バイオレンスに対する報復として、寝ている夫に火を
つけたのである。このテレビ映画は、配偶者による虐待に対する世間の認識を変える上で決

２）

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/477/57.html

３）

Casarine MacKinnon, #MeToo Have Done What the Law Could Not,
https://www.nytimes.com/2018/02/04/opinion/metoo-law-legal-system.html〔邦訳は、キャサリン・マッ

キノン「法ができなかったことを遂に突破、#MeToo 運動は成し遂げた」『かけはし』2018 年 3 月 12 日
号、http://www.jrcl.net/frame180312g.html〕
４）

https://www.nytimes.com/2017/03/31/us/francine-hughes-wilson-dead-burning-bed-defendant.html
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定的な役割を果たした。被虐待女性のためのシェルターが全国で開設されるようになり、警
察は問題をより真剣に取り上げはじめた。暴力を振るうパートナーを殺した女性たち、ある
いは暴力を振るう親を殺した子供たちは、蔓延する破滅的なシンドロームの犠牲者として
理解されるようになり、しばしば執行猶予を獲得した。
『屋根裏部屋の花たち』
〔1979 年のアンドリュースの小説〕や『大きな枝が折れる時』
〔1985 年
のジョナサン・ケラーマンの小説〕のようなベストセラーとなったサスペンス小説は、児童虐待

と児童性虐待の問題を題材に取り上げた。1990 年代になると、性犯罪で有罪判決を受けた
者たちの登録を義務づける性犯罪者情報公開法が各地で作られるようになった。このよう
な法律は、ある意味で小説が火付け役になったと言えるだろう。
しかしながらセクシュアル・ハラスメントに反対する運動の場合はそうではなかった。そ
こでは、ヘレン・ガーリー・ブラウン〔『コスモポリタン』誌編集長〕と『コスモポリタン』誌
という帝国が敵対していた５）。大衆市場を抱えている同誌は、家父長制に順応的なフェミニ
ズムを説いた。ブラウンは若い女性に、勤勉に働き、キャリアを築き、会社を経営するよう
はっぱをかけたが、そのためには、いっしょに働く男たちを甘やかし、その方向に沿って性
的自由を行使するよう訴えた。ブラウンのかなり奇抜で説教調のベストセラー小説『セック
ス・アンド・ザ・シングル・ガール』の続編『セックス・アンド・ザ・オフィス』の中で、
若い女性は男性上司をどのように扱うべきかの指南書を提供した。そこには、上司が自分の
ことを神のごとく感じるようにさせろというアドバイスも含まれていた。同僚は潜在的な
性的パートナーであり、職場は出会い系喫茶のようなものだ。「素人目には、私心なくオフ
ィスでいっしょに仕事をしているだけに見えるかもしれないが、あなたの振る舞いは化粧
品のようにじっくりと彼らの内側に浸透していき、やがて勤務時間後に彼らをものにする
ことができるようになる」。
同書が出版されたのは 1968 年だが、2004 年にはドナルド・トランプの熱烈な推薦文つき
で再刊された。ブラウン版フェミニズムは、女性たちは自分たちに与えられた構造の中で行
動しそれをうまく利用しなければならないという考えにもとづいていた。この種のフェミ
ニズムは 1990 年代に新たに流行するようになり、かなり長いあいだその地位を維持した。
マッキノンはもちろんのこと、このような構造そのものが問題だという立場だった。だがこ
のような認識は 30 年以上にわたってダサくて古臭くい考えだとみなされてきた。だが私た
ちは遠回りしたあげく、ようやくこの認識に追いつきつつあるのだ。
出典：Ginia Bellafante, Before #MeToo, There Was Catharine A. MacKinnon and Her Book ‘Sexual
Harassment of Working Women’, New York Times, 19 March 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/19/
books/review/metoo-workplace-sexual-harassment-catharine-mackinnon.html

５）

https://www.nytimes.com/2012/08/14/business/media/helen-gurley-brown-who-gave-cosmopolitanits-purr-is-dead-at-90.html
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◤日本と韓国◢
ブラックボックス国家に穴をうがつ
――世界の厳しい視線にさらされはじめた日本――

キャロライン・ノーマ１）
訳

森田成也

日本はかつてないほど世界で人気を博している。毎月 250 万人もの観光客がこの国に降
り立ち、北海道のニセコなどの都市は外国人であふれ返り、町全体がまるで外国人のための
別荘のような様相を呈している２）。2020 年には、世界の多くの人々が注目するであろう東
京オリンピックが開催されることになっている。海外に積極的に事業を展開しているダイ
ソーのような日本のチェーン店は、関連商品をすでに売り出している。英語圏の学生たちの
あいだでの日本の言語と文化に対する関心は依然として高く、日本に関連した書籍は引き
続き消費者に人気である。その中には、最近ノーベル文学賞を獲得したカズオ・イシグロの
作品も含まれている。
日本文化をむやみに崇拝する風潮は、英語圏とフランス語圏の世界では昔から伝統的に
見られるものだ。太平洋戦争でさえ、19 世紀から続いているこの風潮を一時的に中断した
だけだった。だが日本文化に対するこの種の礼賛は歴史的に、日本の女性と子供たちの置か
れているひどい状況に対する意図的な無関心にもとづいていた。一例を挙げると、浮世絵の
春画は 19 世紀に欧米の画商たちによって大量に購入され、海外で膨大な商業的需要を享受
したが、実際にはそれらは、当時における日本のポルノグラフィと言うべきもので、江戸の
遊郭で性的に奴隷化されていた女性たちを使って制作されたものだった。今日でも日本と
その文化の愛好者たちは、同国における女性と子供たちの権利に対する同様の無関心を示
している。
たとえば彼らは、政治、公職、経済の各分野における日本女性の進出度がＧ７諸国の中で
最低ランクであることを無視している。女性の地位に関する国際ランキングで見ると、日本
女性の相対的地位は 2017 年に３ランク下げて 144 ヵ国中 114 位という著しく低い水準にと
どまっており、この下落傾向は 2006 年から続いている。中国の女性たちのほうがよっぽど
ましな社会的状況にある。そこでは、女性が子供を生んでも仕事をやめるよう圧力をかけら
れていないし、がりがりに痩せた体型や控えめであることを美しいとみなす基準に縛られ

１）

オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学グローバル・都市・社会研究学部の上級研究員で、日

本の従軍「慰安婦」問題などを研究。単著として以下の２冊がある。The Japanese comfort women and

sexual slavery during the China and Pacific Wars (Bloomsbury, 2015); Comfort women and postoccupation corporate Japan (Routledge, 2018).
２）
http://www.abc.net.au/news/2018-01-16/australia-and-japan-reverse-tourism-relationship/9332518
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てもいない。日本のある女性ジャーナリストは次のように書いている。「日本の女性は慎み
深く見えるよう努力し、後はひたすら忍耐、忍耐、忍耐を強いられてきた」３）。日本の女性
は子供のころから性的に扱われ、電車やバスなどで性的被害を受け（「痴漢」
）、性産業のタ
ーゲットにされている。日本社会の中で彼女たちが生まれてからずっと受け取りつづけて
いるメッセージは、女性は男性に可愛がられ、男性の子を生み育て、男性の家の中で奉仕す
る存在であるべきだというものである。その結果、日本の国会に女性が占める割合は現在で
もたったの 10％強であり、この割合は、女性の政治的代表度を測る国際ランキングで 144
ヵ国中 129 位である４）。
※

※

※

レイプという犯罪は、世界のどこの国でも事実上ほとんど罰せられていないが、日本のよ
うなとくにジェンダー不平等な社会状況においては、レイプ犯は特別の許可書を持ってい
るようなものだ。2014 年、逮捕された被疑者の 37.2％しか起訴されておらず５）、しかも、
被害者の 4.3％しかそもそも被害を届け出ていない６）。届け出たとしても、レイプは犯罪と
してよりも娯楽として受け取られるかもしれない。2015 年、東京の AV 制作者は記者に対
し、性犯罪報道を参考にして、より消費者の欲求に応えた作品づくりをしていると説明して
いる７）。
この種の欲求の少なからぬ部分は未成年の少女をレイプする願望にもとづいている。児
童ポルノの単純所持は 2014 年になるまで日本では犯罪ではなかったし、近親姦、子供への
レイプ、その他の形態の子供への性暴力を写実的に描いた漫画やアニメを売買することは
いまだ完全に合法である。さらに、東京都がこれらの作品を子ども自身に売ることに制限を
課すようになったのはようやく 2010 年になってからである。つまり、〔2010 年以前に〕少
年期に同年代の少女たちの性的虐待のポルノ的描写物を消費しながら育った日本人男性が
何世代にもわたって存在しているということである。現在すでに成人しているこれらの男
たちはレイプを深刻な犯罪だとは認識できないだろう。なぜなら、モトコ・リッチが書いて
いるように、
「漫画とポルノの中でレイプはしばしば性的満足を与えるものの一つであるか
のように描かれている」からである８）。

３）

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/08/why-the-metoo-movementis-running-into-trouble-in-japan/
４）

「政治と女性

目標値を検討する時だ」『朝日新聞』2017 年 12 月 17 日付社説。

https://www.asahi.com/articles/DA3S13277461.html
５）
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/06/national/social-issues/shifting-attitudes-towardsexual-violence-japan/
６）
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/25/national/media-national/metoo-movement-confusesmedia-japan/
７）
「過激な AV「お手本」に」『西日本新聞』（朝刊）2015 年 11 月 16 日付。
http://www.nishinippon.co.jp/feature/sexual_violence/article/207527
８）
https://www.nytimes.com/2017/12/29/world/asia/japan-rape.html

- 22 -

したがって、今日の日本において自分がレイプの被害者であることを公然と語ることは、
男性からの敵意、被害者非難、あざけり、からかいを招く。それはまさに、元従軍「慰安婦」
が今日に至るまで招きつづけているものとまったく同じである（戦時性奴隷制の朝鮮人被
害者の場合、この種の攻撃は 1990 年代初頭に彼女たちの経験が日本で注目を浴びるように
なって以降ほとんど 30 年近くも続いている）。だが、性奴隷制のこれらの年配のサバイバー
と同じく、日本の女性たちもこうした結果に抗して声を上げはじめており、不可避的に発生
する社会的バックラッシュに負けぬよう心を鋼にしている。実に憂鬱なことだが、これまで
の世代のサバイバーたちと同じく、彼女らも自分たちの痛ましい経験が一部の日本人男性
によってポルノとして消費されるという事態に耐えなければならない。
だが、そうした状況にもかかわらず、元宝塚スターでありレズビアンの権利活動家である
東小雪さんは 2014 年に出版した自伝の中で、子供のころに実父からレイプを受けていたこ
とを証言した９）。それ以降も、ささやかながら昨年日本にも及んだ #MeToo 運動の波にも
乗って、サバイバーたちが次々と自らの経験をメディアに公表するようになっている。たと
えば、起業家の椎木里佳さん、元電通社員の伊藤春香さん（はあちゅう）、フォトジャーナ
リストの大藪順子さん、会社員の小林美佳さん、アクティビストの鎌田華乃子さん、ソーシ
ャルワーカーの中島幸子さんなどである。
こうしたサバイバーたちの証言のなかでとくに大きな影響を持つことになったのは、
2017 年に 28 歳のジャーナリスト伊藤詩織さんが行なったものである。彼女は自分が受けた
レイプについて語った著作の中で、日本のソーシャルサービスや法制度が性的暴行の被害
者にまともに対応できていない状況について詳しく論じた 10）。
『Black Box』というタイトル
の彼女の著作は、おそらく日本の歴史上、被害者による他のどの証言よりもメディアと社会
の注目を集めた。それは国会でも取り上げられ、国会議員によって構成された超党派の委員
会はこの事件の真相をめぐって聞き取り調査を継続している。日本の与党である自民党は
今なお、加害者が与党関係者の介入によって逮捕を免れたのではないかという疑惑にさら
されている。
『Black Box』には、詩織さんが日本の警察、法制度、医療サービスを通じてレイプに対す
る救済を求めようとした経緯について書かれている。同書のタイトルは、2 年以上にわたっ
て彼女の事件に関わった警察や検察が何度も口にしたことに関係している。曰く、レイプ犯
罪は一対一の閉じられた空間で起こり、それはまるで内部の見えない「ブラックボックス」
のようなもので、外部からのチェックを受けつけないのだと。詩織さんにとって不幸なこと
に、このアナロジーは単に抽象的レベルでの（奇妙な）考えというにとどまらなかった。そ
れはリアルな世界で腹立たしいほど現実のものとなった。捜査官は彼女に対して、レイプの

９）

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/28/national/social-issues/japans-first-official-sex-couplesplits-actress-koyuki-higashi-entrepreneur-hiroko-masuhara-announce-separation/
10）

伊藤詩織『Black Box』文芸春秋、東京、2017 年。著者との以下の英語インタビューも参照。

http://apjjf.org/2017/15/McNeill.html
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訴えはそれが事実であることを証言する第三者がいるか記録された証拠が存在しないかぎ
り起訴することはできないという誤った説明をした。彼女はそういうものだと教えられて、
ひどいショックを受け、捜査官の説明をいったんは受け入れたが、友人である弁護士に相談
すると、それが嘘であることがわかった。
したがって、彼女がぶつかった「ブラックボックス」とは、日本のレイプ犯罪に関わる警
察や司法手続きに関係したアナロジーであって、それらが相互に組み合わさって外部から
のチェックを受けつけない「ブラックボックス」を構成するのである。詩織さんが本書を著
わしたのはこのような制度的環境を変えるためであり、また被害者が自分の受けた性的被
害をより公表しやすくし、そのことに社会がより適切な対応をするよう促すためである。彼
女の言葉を引用するならばこうである。
ただ被害の体験を話しやすい、話しても大丈夫な社会にしたいと思っていたのに、このま
まネガティブな行為に潰されてしまったら、
「話すとこんなバッシングにあうの？」と悪い前
例をつくってしまう。発言を続けなければ意味がない。そう考えるようになったんです。11）

詩織さんは、海外に広い人脈を持ち、複数の言語をかなり自由に操ることができた。その
おかげで、彼女の事件は英語圏の新聞記事やテレビニュース、とりわけＢＢＣを通じて広く
報道された。性的被害を受けた女性と少女を取り巻いている悲惨な状況をきちんと理解し、
その克服に向けた行動を起こすよう彼女が訴えたことは、現在の #MeToo 運動や #timesup
の動きの中で、外国の世論のあいだに大きな反響を生んだ。しかし日本における共感の広が
りはそれほど強くない。詩織さんは 2018 年 1 月のインタビューの中で、日本の #MeToo 運
動がアメリカと同じような形で起こっていないのは、日本では、女性に対する暴力に対処す
るために国内でみんなが行動を起こす必要があるという考えでなかなか世論がまとまるこ
とができないからだとの見解を示している。
彼女の事件に対する世間の最大の関心は、レイプそのものとは直接関係のない側面に向
けられている。たとえば、加害者が日本の〔安倍〕首相と近しい関係にある（首相の伝記を
書いている）という側面である

12）

。詩織さんの支援者たちは以前から、彼女の事件に関す

る海外メディアと日本のメディアの反応がきわめて対照的なものであったことを強調して
いる。『ニューヨーク・タイムズ』を含むアメリカ、イギリス、フランスの大手各紙があい
ついで彼女の事件について報道したのに対して、日本のジャーナリストたちはほとんど完
全に無視した。海外で注目を浴びた後になってようやく、視聴者のかなり多いＮＨＫの夕方
の報道番組「クローズアップ現代プラス」で詩織さんの事件が取り上げられた。
以上の経緯は、歴史的に日本が「外圧」に弱いこと、とくに社会問題に関してはそうであ

11）

伊藤詩織「『話せる』社会に変えられる」『世界』2018 年 1 月号、168 頁。

12）

同前、174 頁。

- 24 -

ることをよく示している。
『ブラックボックス』は、性的暴行を受けた被害者のための法的・
社会的サービスに関して大きく立ち遅れた状況にある日本を欧米世界（まだまだ不十分で
あるとはいえ）と比較することによって、この「外圧」の伝統を最大限利用しようとしてい
る。本書は、この国の男性によって性的な敵意と暴力にさらされている日本の女性と少女た
ちの置かれているひどい状況を明らかにすることを通じて、世界の厳しい視線を日本に向
けさせているのである。
※

※

※

詩織さんは本書において、裁判所によって承認された正式の逮捕状がレイプ犯に対して
執行されるぎりぎりの段になって、警察幹部の命令で止められた経緯について記述してい
る。その幹部とは、以前政府自民党の内閣官房スタッフであった中村格という名の人物で、
当時警視庁の刑事部長（刑事部のトップ）であった。彼は『週刊新潮』による 2017 年 5 月
のインタビューの中で、その命令を実際に出したこと、その後、高輪署をこの事件からはず
したことを認めた。だが、なぜそうしたのかについて具体的には何も述べていないし、後に
詩織さん本人やその他の人々から同じ質問をされたことに対しても何も答えていない。さ
らに、詩織さん事件を調査するために 2017 年 11 月に開かれた国会特別委員会の場にも出
てこなかった。さらに、彼の決定はその後、詩織さん事件の不起訴を検討するために開催さ
れた市民の検察審査会によっても覆されなかった。この審査会――7 人の男性と 4 人の女性
によって構成され、平均年齢は 40 歳――も、この件に関して再審査を認めないとの判断を
下した理由について語ることを拒否した。
詩織さん事件に関するこの一連の決定においてとくに不透明だったのは、この結果に外
部勢力がどの程度影響を及ぼした可能性があるのかについてだった。詩織さん暴行で告発
されたのは TBS の元ワシントン支局長の山口敬之である。彼は人気コメンテーターとして
テレビのトーク番組にレギュラー出演しており、日本の主流メディアで報道の対象となる
に十分なほど有名だった。詩織さんは、２回の記者会見（１度目はファーストネームを公表
し、２度目でフルネームを公表した）を行なった後でさえ、自分の事件を日本のメディアに
取り上げてもらう上で深刻な困難にぶつかった。このことは「ブラックボックス」というア
ナロジーをいっそう説得力のあるものにしている。詩織さんはこのフレーズを採用するこ
とで、警察上層部による介入や性暴力事件に対する司法の偏見だけでなく、メディア業界が
その寵児を守ろうとする姿勢に対しても挑戦しているのである。
それとは対照的に、詩織さん自身のアプローチは実に率直で透明なものである。著書の中
で彼女は自分を暴行した相手の名前を記し、彼によるレイプ行為を詳細に叙述し、事件前後
におけるメールのやり取りの内容についてもそのまま引用している。彼女は暴行を受けた
後に生きる意志をいっとき失ったことについて率直に語り、また公的な場で初めてフルネ
ームを公表したあとで一時期入院したことを回想している。そして愛する人々とのあいだ
で意見の不一致や軋轢があったことについても後悔の念をにじませながら認めている。そ
の中には、日本語で（英語ではなく）記者会見を行なうことを愛する妹に反対されたという
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エピソードも含まれている。本書の終わりのほうで、日本でレイプをはじめとする性犯罪が
どのような状況の中でなされているのかについて論じつつ、自分の人生を改めて振り返り、
子供のときに経験したセクシュアル・ハラスメントや暴行の３つの例について語っている。
これらの経験の一つは公共のプールで見知らぬ男に体を触られたことだが、そのことを話
すと友達の母親から、ビキニの水着を着ていて可愛く見えたせいだと言われてショックを
受けたことを回想している。
このような発言は、彼女が後に自分の事件を公表したときに経験したこととオーバーラ
ップしている。最初の記者会見の際に一番上のボタンをはずした（濃紺の）ブラウスを着て
いたのだが、会見後、SNS でそのことが槍玉に挙げられ、ほとんどそればかりが論じられ
た。彼女は会見前に弁護士から黒か白のスーツを着てボタンを一番上まではめておくよう
助言されたのだが、それを拒否して会見に臨んだのだ。彼女はこの２つのことを相互に関連
させて考察している。先のような助言は、性犯罪の被害者が無垢な存在であるべきだという、
日本でよく見られる非現実的な期待を反映するものである。レイプは、被害者に加えられた
犯罪としてよりも被害者の側が恥じなければならない行為であるかのように公の場で振る
まうよう、被害者は求められている。このような洞察力に満ちた考察が本書の全編にわたっ
て見出されるが、それは彼女が本書を著わした目的（本書の中でも明言されている）をはっ
きりと伝えている。すなわち、彼女の意図は今回の事件に関与している誰か特定の個人や機
関を批判することではなく、むしろ、レイプサバイバーに声を上げる勇気を与えること、被
害者にとって切実に必要な支援やサービスに世間の注意を向けること、そして、女性と子供
が日常的にこうむっているレイプやその他の性犯罪に関して日本でより率直かつオープン
に語れる環境をつくり出すことである。
※

※

※

詩織さんはレイプを「魂の殺人」と呼んでいるが、本書の中で記録されている 2015 年 4
月の事件の経緯を読めば、たしかにそれ以外の表現が不適切なものであることがわかる。詩
織さんは朦朧とした意識のまま東京のシェラトン都ホテルに引きずられていった。その一
室で目が覚めると、男にのしかかれていて、局部に激しい痛みを感じた。彼女の視線の先に
は画面が光っているラップトップのパソコンが見え、棚の上から不自然に彼女の方に画面
が向けられていた。ぼんやりとした意識の中で、彼女は痛い痛いと叫んだが、暴行犯は行為
をやめなかった。彼女は必死で加害者から逃れて、バスルームに逃げ込んだ。自分の体を見
ると何も身に着けておらず、体のあちこちが赤く腫れていた。このとき彼女は殺されるかも
しれないという恐怖に襲われ、パニックのまま浴室のドアを開けて部屋から出ようとした
が、加害者にさえぎられて、ベッドに引きずり戻された。加害者は彼女をうつぶせにしても
う一度暴行を加えようとした。彼女の顔はベッドに激しく押しつけられ、息ができなくなっ
た。頭の中でふと、自分の死体がベッドの上で発見されたという朝のニュースを見て泣いて
いる母親の顔が浮かんだ。ようやく彼女を離した暴行犯は、彼女のパンツを「お土産」にほ
しいと頼んできた。
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韓国と異なり、日本には性的暴行の被害者のための全国共通のホットラインが存在せず、
24 時間受付の強姦救援センターも全国にわずかしかない。そのため、暴行被害後に彼女が
最初に電話した先は、結婚前に妊娠能力の検査（ブライダルチェック）を専門とする民間病
院だった。この病院は彼女にモーニングアフターピルを処方したが、診察した女医はコンピ
ューター画面から顔を上げることもなく、どのような事情で処方が必要になったのかにつ
いて尋ねもしなかった。その後、詩織さんは性被害相談を受け付けているＮＰＯに電話した。
彼女は刑事告訴の証拠保全のためにどの病院でどのような検査を受ければいいのかという
情報を求めただけなのに、電話に出たスタッフは、電話では情報提供はできないと告げた。
このエピソードを語る中で、詩織さんは、日本ではレイプ被害者のための情報やサービスが
ほとんどないことを論じ、それをスウェーデンの状況と対比している。彼女は後にスウェー
デンを訪問し、男女双方の被害者のための専門的な拠点施設が各地に多数存在し、最初に必
要になる支援と治療とを提供しているだけでなく、刑事告発に関連したさらなる支援も提
供していることを知る。
彼女を積極的に支えてくれた１人の友人に助けられて、詩織さんは原宿警察署に事件の
ことを相談することにした。だがその顛末を読むと、日本の警察が近代的な法執行機関とし
ての地位を維持することに関心を持っているとはとうてい思えないほどひどいものである。
その後 2 年以上にわたって、詩織さんは、数が覚えられないほど何度も何度もさまざまな男
性捜査官に自分の被害状況について説明することを強いられた（日本では女性の警官のた
ったの 8％程度である）
。しかも厄介なことに大勢の警官のいる前で説明させられる場合が
しばしばあり、それはまるでポルノグラフィとして消費されているかのようであった。彼女
は犯罪時に処女であったかどうかを何度も尋ねられた。なぜそんな質問をするのかと聞き
返すと、それが標準的な捜査手続きであると説明された。さらにひどかったのは、捜査の一
環として、犯罪状況の「再現」という屈辱的行為をさせられたことであった。
この再現は現場では行われず、高輪署の最上階にある、柔道場のようなところで行われた。
フロア一面に青いマットが敷き詰めてあり、壁には道着のようなものが並んでかかっていた。
多くの警察官がここで訓練をしてきたのだろう。少々汗臭い部屋だった。
男性捜査員たちのみが居並ぶ柔道場で、人形を相手にレイプの状況を再現させられるのだ。
「それではそこに寝てください」と言われ、彼らに囲まれながら青いマットの上に仰向け
になった。１人の捜査員が私の上に人型の大きな人形を乗せた。
「こんな感じ？」
「もう少しこうですかね」と言いながら人形を動かす。フラッシュが光り、シャッターが
押され始めたところで、こわばらせていた心のスイッチを完全にオフにした。13）

13）

前掲『Black Box』、129～130 頁。
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このような「手法」の犯罪捜査を展開する一方で、警察は同時に詩織さんに対して、国選
弁護人を通じて加害者側と「示談」の手続きに入るよう圧力をかけた。それが成立すれば刑
事訴追する必要がなくなり、検察の仕事が著しく軽減されるからだ。このような慣行のおか
げで、日本の法務省が発表しているオンライン上の統計資料によると、レイプやその他の性
暴力犯罪の届出件数は上昇しているのに、その起訴率は近年低下傾向にある。検察の仕事を
さらに軽減しているのは、100 年も前に成立した日本の刑法に、被害者が意識喪失状態にあ
るか抗拒不能の状態にある場合には「準強姦」になるという条項が存在していることである。
このような条項が存在しているのは、強姦という犯罪が成立するためには加害者の側から
の暴行ないし脅迫が存在したとの証拠が必要であるとされ、意識のない被害者に対しては
そのような暴行も脅迫も存在しないと想定されているからである。その場合でもこれらの
被害者が法に訴えることができるよう、このような要件を要しない準強姦という犯罪類型
が設定されている。
日本における強姦の刑法上の最低刑が 2017 年 7 月の法改正で懲役 3 年から懲役 5 年に引
き上げられたが、詩織さんを襲ったとされる加害者の場合、事件が起こったのは 2015 年で
あるから、最低刑は懲役 3 年である。もちろん、実際にはこの加害者はこのような刑罰には
処せられない。この事件はそもそも起訴にまでいたらなかったからであり、ましてや有罪判
決も刑罰の言い渡しもないからである。タクシー運転手の証言があり、監視カメラの映像も
残っていて、そこには意識を失っている詩織さんを抱きかかえ引きずるようにして東京の
ホテルに入っていく加害者の姿が映っていたにもかかわらず、さらには、その後加害者が詩
織さんに送ったメールの中で、彼女に性的挿入を行なったことを認めているにもかかわら
ず（事件翌日に、アフターピルを手に入れる必要があるからという話をする中で加害者はこ
の事実を認めている）、加害者は起訴されなかった。
詩織さんは現在この加害者を相手に民事訴訟を起こしており、1000 万円の損害賠償を求
めている。その最初の審問は 2017 年 12 月に開かれた。だが日本社会は、彼の犯罪行為を示
す圧倒的な証拠にもかかわらず、加害者を擁護し弁護しつづけている。加害者は、
『Black Box』
が日本の書店に並んだ直後に極右雑誌で有名な『月刊 HANADA』の 2017 年 10 月号におい
て「公開状」なるものを発表する機会さえ提供された。そして、加害者はその後も多くのト
ーク番組に出演して、詩織さんを誹謗するとともに自己弁護に努めている。
※

※

※

『Black Box』で描かれている今回のレイプ事件そのものの恐ろしさ、そしてその後にお
ける、警察、支援機関や病院、メディアによる扱いのひどさを読めば、この著作のタイトル
を違った風に解釈することができるかもしれない。すなわち、女性と子供たちにとって、こ
の日本という国そのものが「ブラックボックス」国家ではないのか、そして女性たちは、性
的脅威を与える男性市民のために男性市民によってつくられたこの社会の中に置き去りに
されているのではないか、ということである。この国家はその世界的な名声と魅力を国境の
外部に振りまきながら、その内部では女性たちはいかなる正義も得られないまま性的虐待
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と貶めのうちに取り残されている。日本という国が享受している名声や人気はこれらの性
的虐待を世界の目から覆い隠し、多くの被害者たちは泣き寝入りを余儀なくされている。
日本の男たちとその国家とは、終戦後何十年にもわたって世界的賞賛を受けてきた。たと
えば、いくつものノーベル賞を受賞しているし、地政学上の重要な位置を獲得し、欧米の美
術界で日本文化が誉めそやされている。このようなグローバルな家父長制的受容と引き換
えに、日本の男たちは外国の兄弟たちに自国の女性と子供たちを売り渡している。愛すべき
「ゲイシャ」として、漫画の中で性的に誘惑する少女として、あるいは、木に吊るされ意識
を失っている日本女性のポルノグラフィ〔1980 年代の『ハスラー』誌における日本女性を被写体と
した有名なポルノ〕として、である。こうしてこの国は、同国の内実に手を触れず外部の厳し

い視線から免れさせている世界の男たちによる共謀を通じて、日本の女性と子供たちにと
っての「ブラックボックス」となっているのである。
もちろんわれわれは、このような欧米の男性共謀者たちが自国においても自分たち自身
のレイプ被害者に対してほんの少しましなだけの保護しか与えていないことを知っている。
欧米でもレイプの有罪率は極端に低く、レイプキットは使われているとはいえ、科学的に厳
密な検査はなされていないし、加害者は被害者を脅してほとんどの場合被害を通報させな
いようにしている。実際、詩織さんの事件でも欧米系の機関は妨害的役割を果たしている。
レイプ事件の舞台となった東京のホテルはアメリカ企業の所有であり、当初、事件当夜の監
視カメラの映像を提供するのを拒んでいる。また日本の外国人記者クラブも、詩織さんが記
者会見を最初申し入れたとき、当該事件が「too sensitive」であるとの理由で拒否している
（後になって開催に同意し、2017 年 10 月にようやく開催された）。
それでも、詩織さんが自らの精神的・肉体的安寧を犠牲にしてまで『Black Box』を著わ
し出版するという決断をしたことは、日本を取り巻くグローバルな家父長制的囲いに穴を
うがち、国内のミソジニー的状況の一端を暴露する潜在的力を持つことになった。それは日
本を欧米世界の厳しい視線にさらしたが、それはちょうど、その欧米世界においても、グロ
ーバルな家父長制的協定を打ち破る女性の国際的連帯がおそらく戦後の歴史上かつてなか
ったほど力強く進行している最中であった。現在、欧米世界における女性たちは勇気を発揮
し、#MeToo 運動を通じて著名人男性たちによる性的暴行とセクハラの数々を暴露している。
それとちょうど軌を一にして、詩織さんによる同じく勇気ある行動がなされていることは
大いに意義あることであり、そのことによって本書『Black Box』の出版は、日本人女性に
よる（そして日本人女性のための）フェミニスト的連帯の実践となっているのである。これ
はきわめて重要なことだ。なぜなら、日本の女性と子供たちの尊厳ある生は、日本という性
差別国家が世界の厳しい視線にさらされるかどうかにかかっているからである。
出典：キャロライン・ノーマ「ブラックボックス国家に穴をうがつ」
『情況』2018 年夏、2018 年
（この論文を『論文・資料集』に再録するにあたって、筆者のキャロライン・ノーマさんに以下
の追記を新たに書いていただいた――『論文・資料集』編集部）
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「ブラックボックス国家に穴をうがつ」追記

この書評が 2017 年半ばに日本の雑誌に掲載されて以降、伊藤詩織さんと日本の性暴力状
況に対して一時的であれ国際的なスポットライトが当てられた。イギリスの国営放送は詩
織さんとその事件に関する「日本の隠された恥部（Japan’s Secret Shame）
」と題するドキュメ
ンタリーを 2018 年半ばに放映した。それは、性暴力被害者に対する司法機関の対応が不適
切で支援体制が貧弱であること、自分の受けた被害について声を上げる人々に対する世間
とメディアの敵意ある態度などに焦点を当てるものだった１）。2019 年初頭、
『ブラックボッ
クス』のフランス語訳が出版されたが、英訳が出されるという話は聞こえてこない。詩織さ
ん事件に関する外国メディアの報道は、ちょうどこの事件が最も深刻で理不尽な局面に入
ったときに消えてしまった。サバイバーへの攻撃がますますエスカレートし、裁判所では被
害者に対するかつてなくひどい判決があいついで出されている状況に日本のフェミニスト
たちは直面しているが２）、まさにそうしたときに国際的支援がほとんどないままに置かれて
いる。
外国のジャーナリストたちは 2017 年と 2018 年に、詩織さんの事件について同情的に報
道し、また日本における司法システムの現状や性暴力サバイバーに対する支援体制のお粗
末さについて批判的に報道したが３）、彼女の事件の物議をかもす側面、すなわち、加害者と
そのエリート男性支援者たちが日本の政治やメディアの世界における大物であったという
側面については指摘を控えていた。国際的な関心が衰えた 2019 年に鋭い焦点となったのは
まさにこの側面だった。たとえば、2019 年半ば、
『週刊新潮』は、日本の与党における幹部
政治家が、2016 年末にこの事件のニュースが公けになって加害者が会社を辞めざるをえな
くなると、コネを使って、大手広告代理店に対して、加害者に毎月顧問料を提供するよう工
作したとの記事を掲載した。現首相の伝記を書いた加害者の山口敬之が日本の与党幹部と
密接な関係にあることはよく知られていたが、首相が山口の結婚式に出席していたことが
報道されたのはずいぶん後になってからのことだった。この種の金銭的・政治的支援を背景
にして、山口は 2019 年 2 月、詩織さんに対して公けの謝罪と１憶 3000 万円もの損害賠償
の支払いを求める反訴を提起した。これは、性的暴行の結果としてずっと続いている精神的
外傷に対する損害賠償を求めた詩織さんの民事訴訟に対抗したものであった。詩織さんは、
日本の刑事司法システムを通じて正義を求めていたのだが、その努力が挫折した後の 2017
年 9 月になって、この民事訴訟を起こしたのだった４）。実に噴飯ものの話だが、山口の側の
１）

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3z44Njyr5wzm3wbVMGZ7tFr/shiori-ito-japan-sattitudes-to-allegations-of-sexual-violence-are-locked-in-the-past
２）
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201904170050.html
３）
４）

https://www.nytimes.com/2017/12/29/world/asia/japan-rape.html
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5d27ecc8e4b02a5a5d586459
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請求額は詩織さんの元々も請求額である 1100 万円の 10 倍以上である。この巨額の請求額
は報道によると、名誉を棄損された結果として失われた過去および将来の収入を計算した
もので、そこには、テレビでの出演やメディアの顧問料がなくなることだけでなく５）、山口
の友人や家族が、山口のことをレイプ犯と呼ぶ迷惑電話を受けたことでこうむった精神的
損害の分も入っているとのことである６）。
こうして、あの恐るべき性的暴行から４年経った現在、詩織さんは、民事裁判の法廷にお
いて、山口の弁護士から反対尋問を受けたり、民事裁判に敗北して財政的破産をこうむる恐
れに直面しており、さらには、彼女のレイプ加害者が、彼女の属する国（ただし彼女は今は
そこに住んでいない。事件後にさまざまなハラスメントと公然たる誹謗中傷から逃れるた
めに、国外へ出ざるをえなかった）の最上層にいる連中からの保護と支援を享受してきたし、
おそらく今後とも享受しつづけるだろうという事実に直面しているのである。国際的な注
目が当初焦点を当てていたのは（そしてそれも理由あってのことだが）、日本の司法制度の
でたらめぶりと、性暴力被害者に対する支援体制の不備であった。だが、日本の女性と子ど
もたちが生きているこの国の根本的に「ブラックボックス」的な状況――それは自己の性的
利益を最大化しようと野放図に行動している男性カルテルによって支配されている――は、
「外圧」のプレッシャーを免れてきた。詩織さん事件における、加害者とそのエリート男性
支援者に対する国際的批判が不十分だったせいで、2019 年現在、日本のフェミニストはレ
ジスタンスの闘いを国外からの支援がほとんどないまま遂行せざるをえない状況に置かれ
ている。
このレジスタンスが始まったのは 2019 年 4 月 10 日のことである。この日、日本のフェ
ミニストたちは東京に集まって、加害者の反訴に直面している彼女の闘いを支援するため
に支援団体「Open the Black Box：伊藤詩織さんの民事裁判を支える会」を発足させた７）。同
会のメンバーたちは、詩織さんの民事裁判を傍聴し、裁判報道をチェックし、裁判費用を集
めるといった支援活動を行なうために結集した。同会は、詩織さんの民事裁判の弁護団と協
力し（この弁護団は、角田由紀子弁護士を筆頭とする６人の手弁当のリーガルチームであり、
訴訟手続きをはじめとする詩織さんの取り組みを援助している）、彼女やその他の性暴力被
害者が日本の裁判で今なおこうむっている「セカンドレイプ」の深刻さについて注意を喚起
しようとする。日本では、まさに 2019 年 7 月の公判で原告の詩織さんが経験したように、
反対尋問の中で加害者側弁護士が被害者に「意識があるときに強姦されるのと、意識がない
ときに強姦されるのとどちらが悪いか？」などと質問することが許されているのである。４
月以降、同会の活動は、そのころから定期的に始まった「フラワーデモ」の活動とオーバー
ラップし始めた。このデモは、この間、性暴力裁判であいついで無罪判決が出たことに抗議

５）
６）
７）

https://lite-ra.com/2019/07/post-4829.html
https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20190709-00133393/
https://www.opentheblackbox.jp/
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するために日本中の主要都市で開催されている８）。これらの無罪判決の中には、父親が自分
の娘を子どものときに彼女の意志に反してレイプしたことを裁判所が事実認定しながら父
親を無罪にしたケースや９）、泥酔した女性をレイプした男性が無罪になったケースなどが含
まれている 10）。
日本において女性と子どもたちが置かれている性的囲い込みを維持するうえで同国の裁
判所が果たしている役割は、今日においても日本という「ブラックボックス」を国際社会か
らの批判のないまま保護している。日本におけるポルノ強要問題に取り組んでいる「ぱっぷ
す」の理事長である金尻カズナさんは、加害者の側が被害者を訴えて口を封じようとするや
り方がポルノ強要問題でも頻繁に取られていることを紹介しつつ、次のような連帯のあい
さつを「Open the Black Box」の発足集会に送っている。
これは、勝たなければならない裁判です。絶対に一人にならないよう、みなさん、新たな決
意のもとでやっていきましょう。……ぜひ、みんなで支えあい、負担をわかちあいましょう。
……最後にメディアの方に伝えたいことがあります。詩織さんの事件について、メディアは
当初、週刊誌等で大きく大衆の興味や関心をあおるように取り上げていました。しかし、最
近のメディアは無関心の状態が続いています。正義の反対の言葉は、悪ではありません、社
会的な無関心です。11）

詩織さんの民事裁判は 2019 年 10 月に結審する予定である。この裁判における勝利は、
いまだに日本で女性と子どもたちが生きることを余儀なくされているミソジニー、性暴力、
娯楽としてのレイプといった状況をつくり出している「ブラックボックス」をこじ開けるこ
とを助けるだろう。しかし、外国の観察者たちが、日本において加害者たちと正面から対決
している詩織さんとその勇敢な支援者たちの行動を積極的に支援しないかぎり、こうした
状況は世界からの厳しい批判から免れたままでいるだろう。これらの加害者との支援者た
ちは日本の政治、司法、経済の世界でトップの位置を占めているのであり、このことは、被
害者に対する民事反訴という戦術を通じた彼らの被害者攻撃を破滅的なものにする。しか
し、それは彼らのやり口を国際的な批判にさらす要因にもなるはずだ。現代の日本で蔓延し
ている性的不平等の社会的状況をめぐって、透明性に向けたグローバルな圧力が起こるな
らば、それは、日本における女性の従属というブラックボックスのふたを開けようとする同
国のサバイバーとフェミニスト支援者たちを助けることになるだろう。この国では、男たち
はあまりにも長きにわたって国際的な批判をまともに受けることなく来たのだ。

８）
９）
10）
11）

https://www.japantimes.co.jp/tag/flower-demo/
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201904070028.html
https://mainichi.jp/english/articles/20190522/p2a/00m/0na/015000c
https://www.paps.jp/single-post/mag68
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性犯罪法の改正――改正の意義と課題
角田由紀子
※編者注 本稿は『論究ジュリスト』2017 年秋号に掲載されたものを、同誌の許可を得た
うえでここに転載したものです。

I、はじめに
刑法における性犯罪の基本的部分についての改正が制定後 110 年経ってようやくなされ
た。さまざまな条件が整ったことで１）、今般の改正が実現した。筆者は、2014 年 10 月から
始まった法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」（以下「検討会」という）及びそれに続
く法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会（以下「法制審」という）の委員を務めた。その経
験と、1986 年以来務めてきた東京・強姦救援センター２）でのリーガルアドバイザー及び弁
護士としての性犯罪被害者への法的支援活動を踏まえて長年考えてきたことを中心に本改
正の意義と課題について以下に述べる。

Ⅱ、改正の意義
今回の改正の意義は、何といっても長年にわたり放置されてきた性暴力犯罪のあり方に
ついて、法制審議会が初めて正面から議論に取り組み、その結果、法改正に至ったところに
ある。今後は、なぜ、改正がこれほど遅れたのかを含めて、いままで国内では陽の当たるこ
との少なかった性暴力犯罪をめぐる問題が法の分野の問題として認知され、人権の観点か
らの議論が多くの人を巻き込んで始まることを期待したい。
性に関わる問題は、この国では長いこと、歪んだ興味の対象か、汚いことででもあるかの
ような扱いを受けてきたが、ようやく人権の問題としての資格が与えられた。ここで終わり
ではないことの確認を含めて、人々の性に関わる人権問題が光を浴びることを願う。
人々が性犯罪法に無関心であった例として旧刑法 177 条（以下、刑法の条文は数字のみで
表現する）がある。強姦罪の被害者を女性に限定していたが、そのことはあまり問われなか
った。個人の人権保障や性差別の禁止などを謳う現行憲法制定後 70 年余も、憲法違反の疑
いを含んだこの条文はほとんど疑問を持たれなかった。この社会が男女平等と性犯罪法に
真剣に関心を持たなかったということであろう。早い段階でこの条文に違憲の疑いを提起

１）

最も決定的であったのは、2014 年 9 月に第 2 次安倍改造内閣の法務大臣に就任した松島みどり氏が、

性犯罪の厳罰化の検討会の設置方針を示したことであった。
２）

1983 年設立の民間女性による性犯罪被害者の相談・支援を行うグループ。
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したのは、法女性学の提唱者の女性弁護３）や憲法学者であり４）、刑法学者はその議論に加わ
らなかったようだ。改正の意義を語るとき、やはり、なぜ、さまざまな問題点が今まで無視
されてきたのか、正面から語ることがされてこなかったのかを考えておくことは、次へのス
テップを考えるために必須であろう。そこには、法制度の欠陥があったことを指摘しておか
ねばなるまい。特に被害者側から被害を語ることへの抑圧が大きく、その抑圧が親告罪制度
によってさらに強化されてきたことがある。この制度は本質において被害隠ぺいに加担す
るものでありながら、被害者のプライバシー保護のためにあると解説されてきた。また、性
暴力被害者が恥ずべきであるという強固な思い込みはこの社会の本音のところでは、まだ
根強い。被害は、被害者が引き起こしたという「被害者落ち度論」あるいは「自己責任論」
である。これもまた、被害者の口を塞ぐ。実際に被害にあった人の経験を無視し、経験した
こともない人々（多くは男性であろう）が唱える「強姦被害に関する経験則」に基づいて作
り上げられた話が司法の場でもまかり通っていた。その結果、被害者の経験も苦痛も正当に
顧みられることがなかった。旧強姦罪の構成要件の問題もあるが（後述）、被害者を抑圧し
てきた親告罪の仕組みの持つ阻害効果に触れておきたい。阻害というのは、被害当事者を社
会的・法的に救済することから隔て妨げることであり、それは同時に人々が性暴力犯罪の問
題を理解することへの阻害でもある。親告罪の高い壁によって訴えることを阻まれた被害
者は、訴えられないことで事実を語ることができなかった。その結果、人々も性暴力犯罪を
めぐる本当の話から遠ざけられ、本当の話の代わりにいわゆる「強姦神話」が伝播し、事実
はますます嘘と闇の中に葬られていった。このことは、法律家であってもさほど変わりはな
かっただろう。被害者が仮に訴えたとしても、その話を聞く側が既に「強姦神話」で汚染さ
れていれば、被害者の語る本当の話は語られるままのものとして受け取られることはなく、
聞く側のあらかじめ設定した話に合致させて曲げて解釈されたり、彼女は嘘をついている
という結論を押し付けられたりもした。法律家を含めて「強姦神話」のレベルで物事を考え
ていた人は多い。非親告罪化は喜ばしいことであるが、人々が被害者の話を語られたままの
ものとして受け取るためには、非親告罪化では足りない。法律家を含めて聞く側か被害の実
態を知っていなければならない。事実を知らされないことと事実についての無知との悪循
環が性犯罪法の問題を人々が考えることを妨げてきたと言えよう。このような状況の中で、
改正議論のあり方に果敢に異議を唱える人たちが登場した。被害当事者である自分たちを
排除したところで議論が進んでいくことに怒りと驚きを覚え、自分の被害体験を語り始め
た女性たちの発言にメディアが注目するようになった５）。彼女たちは、積極的に政治家への
働きかけや社会的発言を行い、その体験と思いが社会的に共有されつつある。これは改正議
論のあり方への批判から生まれたその方法への新しい提案でもあり、評価されねばならな
３）

金城清子『法女性学のすすめ〔第４版〕』（有斐閣、1997 年）205 頁～207 頁。なお初版は 1983 年刊で

ある。
４）

君塚正臣『性差別司法審査基準論』（信山社、1996 年）245 頁～267 頁。

５）

山本潤『13 歳、「私」をなくした私――性暴力と生きることのリアル』（朝日新聞出版、2017 年）。
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い。ようやく、人々は本当の話に接することができるようになった。性暴力犯罪は、今回の
改正を契機にもっと注目されるようになり、その根絶が多くの人にとって真剣に取り組む
べき課題になることを願う。

Ⅲ、残された課題
１、改正法に盛り込まれなかった論点
性暴力被害を経験した、あるいは、被害者の支援活動に携わってきた女性たちの中では、
遅くとも 1990 年代の初めには、177 条等性暴力犯罪に関する規定の問題点が議論されてい
たが６）、それは社会的に大きな広がりを持たなかった。そのような状況の中で CEDAW（国
連女性差別撤廃委員会）等の国連人権機関からの度重なる性犯罪に関する規定改正の勧告
が、今回の結果への大きな推進力となったことは間違いない。直接のきっかけを作ったのは、
2009 年 CEDAW 日本報告への総括所見である７）。日本の女性たちが実態を CEDAW 等に報
告し告発してきた成果である。この CEDAW の総括所見に基づき、2010 年 12 月に閣議決定
された第 3 次男女共同参画基本計画（第 9 分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶）が、政
府の見解として初めて強姦罪の構成要件の見直し等を提示した。この経緯は、今回の改正議
論に反映され内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室長が法制審へ関係官として参加
したことに示されている。改正議論の視点に男女共同参画の視点（正しくはジェンダー視点）
が貫かれることの必要性が一定程度示されたが、それが実現したかは別の問題であり、厳し
く評価されるべきである８）。ジェンダー視点の確立は、改正議論の基本的な指針として、残
された課題の中心に位置付けられるべきである。
今回の検討会及び法制審では被害当事者や支援者等関係者等の意見を聴き、この人たち
抜きにこの問題を論じることはできないという見識が示された。また、検討会及び法制審に
対して、被害当事者を含む運動体である「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」
（2008 年
設立）を中心とする団体（最終的には 57 団体）からの要望書、意見書及び資料等がたびた
び提出された。これらの動きも、委員等が被害の実態に触れるのを助けた。
さて、検討会には法務省が 8 つの論点を準備した。これに筆者が「配偶者間における強姦
罪の成立について」の追加を申し出て、9 つの論点が議論された。検討会での論点のうち、
多数の賛成が得られた 4 つの論点が、法副審への諮問に盛り込まれた。因みに、落ちた論点
は次の 5 つであった。①性犯罪に関する公訴時効の撤廃又は停止について、③配偶者間にお
ける強姦罪の成立について、③強姦罪における暴行・脅迫要件の緩和、④いわゆる性交同意
６）

角田由紀子『性の法律学』（有斐閣、1991 年）7 頁～43 頁。

７）

総括所見は外務省のウェブサイトにある。

８）

島岡まなは、今回の改正についてジェンダー視点からの鋭い批判をしている。「性犯罪の保護法益及

び刑法改正骨子への批判的考察」慶座法学 37 号（2017 年）19 頁～37 頁。

- 35 -

年齢の引上げ、⑤刑法における性犯罪に関する条文の位置について。なお、検討会での論点
「地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設」は、一部が監護者類型として答申
され、また、犯罪類型の拡大としての性交類似行為については、口腔及び肛門への男性性器
挿人行為のみが強制性交等として答申され、その他の態様は入れられなかった。諮問を受け
て答申されたものはほぼそのまま改正法となった。
今後の課題は、山積している。刑法改正として議論を続けねばならないもの以外にも、条
文の改正問題の根底にある日本刑法の抱えている問題の検討が必要だ。今回の改正では、附
帯決議が衆・参両議院の法務委員会で付された上に、必要があれば 3 年以内に見直しをする
という附則がつけられた。改正を求める運動をした女性団体等では見直しに向けて具体的
な動きを既に始めている。今回の改正作業に加わる中で、日弁連の 2016 年 9 月 15 日付性
犯罪法改正への部分的反対を示す意見書の衝撃は筆者には大きく９）、刑事法教育まで視野を
広げて検証することの必要性を痛感したが、それは別の機会に譲りたい。以下、まず、刑法
そのものについて残された課題を検討する。
２、刑法の条文そのものについて
（１）刑法におけるジェンダー平等を目指して
条文の議論は、性犯罪法の保護法益を明確にするところから始めるべきである。検討会で
保護法益に関して一致した結論は出ていないが、2017 年に始める議論は、ジェンダー平等
社会における保護法益を目指したい。改正前の家父長制に基づく支配的考え方ときっぱり
と決別し、国際的な人権基準にも合致することが求められている。例えば、「性暴力は、身
体の統合性と性的自己決定を侵害するものと定義すべき」という国連の勧告がある

10）

。こ

れは女性への性暴力に関するものであるが、男性に対しても同じである。何が保護法益かと
いうことは、どのような規定であるべきかの必須の指針である。177 条が 176 条の強制わい
せつ行為から膣性交のみを取り出し、女性のみを被害者としたのは、妊娠の危険にも着目し
て家父長制社会維持のために女性に課された特別の義務が「貞操」と観念されていたからで
ある。「貞操を守れ」は女性に向けられた規範であり、男性中心の価値を維持するためのも
のであったというのが実態であろう。被害をめぐる実態から見れば貞操保護は、被害者の人
権の観点から考えられていたわけではなかったことが明らかだ。「暴行・脅迫」のみを不同
意の指標としたこと（それ自体が男性優位思想によるものであることは後述）によって切り

９）

意見書は、改正案のうち、口腔性交及び肛門性交の法定刑は懲役 3 年に止めるべきで下限を強制性交

と同じ懲役 5 年にすることに反対し、監護者類型について、13 歳になれば性交の意味は理解できるので
被監護者の意思に反する行為のみを処罰対象とし、そのことが文言上も明確にされるべきとした。
10）

国連経済社会局女性の地位向上部『女性に対する暴力に関する立法ハンドブック』（信山社、2011

年）37 頁～39 頁。
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捨てられた種々の被害実態が語るものをきちんと視野に入れて考えるべきである。不同意
を極めて狭く限定したことによって男性優位の社会秩序は維持されたとしても女性被害者
の個人としての苦痛は存在そのものが無視された。110 年の間にこの社会は大きな変化を体
験した。何よりも、憲法は人権に関して根本的に変化した。そこでは憲法 13 条が謳うよう
に個人の尊重が重要な価値とされている。日本での保護法益の現段階での理解は、ようやく
貞操保護を脱したにしても上記国連勧告レベルには達していない。これからの議論は少な
くともそれを目指すべきである。性は極めて深く人間存在に関わるものであり、そうである
からこそ、それが侵害されたときの心身の傷つき方は深く、回復には長い時間を要すること
が、精神医学でも明らかにされている。恐らくどの学問分野でもそうであったように人間の
言動を理解するための精神医学や生物学自身が男性的な視点から構築されてきていたため
に女性被害者の被害に対応する言動を間違って捉えていたことも、判明している

11）

。例え

ば、被害に遭えば逃げることができるはずという思い込みもそうである。今回の改正の２つ
の附帯決議にあるように、進化しつつある精神医学等の成果も受け入れて保護法益の議論
はされるべきであろう。
刑法上性暴力犯罪はもともと社会的法益に対する罪として位置付けられていたが、それ
が個人的法益に対するものであることには、条文の位置にもかかわらず現在では異論はな
い。検討会では性犯罪に関する条文の位置を殺人罪等明らかな個人的法益に関するものと
同じ位置にすべきとの筆者の意見は入れられなかったが、男女ともに適用されるべき新し
い保護法益の理解を明確にするためには、条文の位置の変更も含めて議論されるべきであ
ろう。
（２）暴行・脅迫要件――「不同意」認定に必須か
これは残された課題の中でも、被害当事者や被害者を支援してきた女性たちがもっとも
重要視している論点である。特に、被害当事者の中には、警察等でその程度の暴行ではとい
うような対応をされた人が少なからずおり、この要件を少なくとも緩和してほしいという
のが、強い要望である。この要件は、実際には被害者を法的救済から排除するために機能し
てきた。諸外国の立法例なども参考にして考え直す必要がある。結論から言えば、少なくな
い国で身体的な暴行や脅迫は、既に緩和を超えて構成要件ではない。177 条は、暴行・脅迫
の存在を求めているが、実務で常に問題になる「程度」には条文自体は触れていない。検討
会でも、実務では暴行・脅迫要件のみで「不同意」を認定してはいないとの意見が述べられ
たが、被害当事者の経験とは異なる。
言うまでもなく、これは「不同意」を認定するための客観的事実として何が必要かという
議論である。日本法では、内心が外部に表れた分かりやすいものとして暴行・脅迫が挙げら

11）

宮地尚子『トラウマ』（岩波書店、2013 年）第 4 章、特に 154 頁～156 頁。
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れている。1907 年の時点では「暴行・脅迫」を選んだのだ。貞操を保護法益と考え、被害女
性その人の体験など振り向かれることもなかったであろう時代としてはやむを得ない選択
であったかもしれない。しかし、「不同意」であることを認定できる外部に表れた事実を、
暴行・脅迫の 2 つに限定するのは、多様な被害実態が知られてきている現在では適切ではな
い。もっと、間口を広げるべきである。ただ 178 条の準強制性交等罪との関係も視野に入れ
る必要があり、178 条の「抗拒不能」とは何かも 177 条との関係で再検討が必要である。
それでは、近年の改正を経た諸外国ではどうか。例えば、フランス法は、暴行・脅迫の他
に「強制、不意打ち」が要件に入っている。
「強制とは、物理的および心理的なものをいう。
心理的強制は、未成年被害者と加害者との年齢の差異や加害者が法律上または事実上被害
者に及ぼしている権限により形成され得る」とある 12）。
「不意打ち」は、脅迫に含まれるも
のもあるかもしれないが、検討に値する。1997 年改正のドイツ法では、
「性行為時点で被害
者が物理的に抵抗していることが明らかに不要となった」という 13）。イギリスの 2003 年性
犯罪者法は、被害者の同意及び不同意の推定に関する規定を導入した。イギリス法は、名称
から明らかなように単独法であり、手続に関する規定も同じ法律中に置かれている。したが
って、後述のアメリカ・ミシガン州法もそうだが日本刑法のスタイルとは違って詳しい条文
を置くことができるようだ。強姦、膣又は肛門への挿入による暴行、性的暴行及び同意を得
ないで性的行為を強制する罪と続く。例えば、強姦に関する第 1 条は行為の記載に続き、①
相手方が加害者の挿入に同意していないこと、②相手方が同意していないと思うのが合理
的なとき（同意しているという合理的確信を欠いているとき）、確信が合理的かどうかは、
相手方が同意しているかどうかを確かめるために被告人が取った、あらゆる措置を含む全
ての状況を考慮して決定し、75 条及び 76 条の規定を本条に適用するとある。75 条及び 76
条は手続規定で、75 条には「証拠に基づく推定（反証を許す推定）」が、76 条には「確定的
推定（反証を許さない推定）」が定められている。ここでは、相手方が「不同意」であるこ
との認定には、暴行・脅迫は不要であり、同意しているという確信が合理的かどうかは、相
手方が同意しているかどうかを確かめるために加害者が取った、あらゆる措置を含む全て
の状況を考慮して決定する手続によるという 14）。1974 年にアメリカで最初の強姦法改正と
なったミシガン州法では、「被害者の態度を表す文言は用いられず、徹底して行為の客観的
要素に注目した類型化が行われた。すなわち、行為者と被害者の関係性や場の状況が重視さ
れ、被害者の同意の有無や行為者の主観的意図は極力排除されている」15）。また、同法では

12）

島岡まな「フランスにおける性刑法の改革」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェク

トチーム編『性暴力と刑事司法』（信山社、2014 年）178 頁～195 頁。
13）

高山佳奈子「ドイツにおける性刑法の改革」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェク

トチーム編・前掲注 12）196 頁～211 頁。
14）

川本哲郎「イギリスにおける性刑法の改革」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェク

トチーム編・前掲注 12）212 頁～226 頁。
15）

斉藤豊治「アメリカにおける性刑法の改革」大阪弁護士会人権擁護委員会性暴力被害検討プロジェクト
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両者の年齢差、関係性などに応じて構成要件が作られており、被害者による抵抗は不要であ
ると明記されている（750.520i 条）。カナダ法は、
「積極的同意の基準を採用しており、本条
における『同意』とは告訴人による当該性的自発的な同意を意味する」と規定している 16）。
これら諸外国の改正から分かることは、日本の暴行・脅迫のみに頼る狭すぎる不同意認定が
実態から乖離しており、時代の認識からかけ離れているということである。
（３）暴行・脅迫要件――「程度論」の間違い
日本での議論では、時代遅れの暴行・脅迫要件の存在に加えて、実務と学説で「発展」さ
せられてきたその「程度論」が事態をより悪くしている。なぜ、程度論が、しかも「被害者
の反抗を著しく困難にする程度」という高いハードルを設定してそれを今日まで維持して
きたのか。このハードル設定は、最高裁昭和 24 年 5 月 10 日判決（刑集 3 巻 6 号 711 頁、強
姦致傷被告事件）によると解されている。この判決は、弁護人の主張に応えて、抗拒不能に
陥らせることまでは不要だが、それより低い相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度で
足りると判示している。これがその後、構成要件を満足させる程度の解釈指針とされたよう
だ。しかし、この考え方には誤りが 3 つある。1 つ目は、加害者の暴行・脅迫の程度と被害
者の反抗の程度が必ずしもパラレルではないことを無視していることだ。2 つ目は、被害者
は必ず抵抗することを前提にしていることだ。3 つ目は、これらの非現実的な抵抗要件を男
性が（勝手に）設定したことである。戦後とはいえ、女性はこの時代にはこの議論に関与で
きなかったことは明らかだ。この程度に達していない暴行・脅迫しか加えられていないとき
は、強姦罪を構成せず、加害者は無罪であると判断される。この程度に達していない暴行・
脅迫による性行為の強制は、特段の事情がない限り被害者女性の同意のもとに行われてい
たとして、女性の現実の経験を正面から否定し去る考えが根底にある。この後も学説・判例
は延々とこの種の程度論を行っている。ある裁判例は、加害者が被害者をだまして車に乗せ
て連れ出し、だまされたことに気が付いた被害者が泣き出し、「帰らして、やめて」と言っ
てもなお衣服を下着とともに脱がせて車内で性交した事案につき、以下のように判示して
いる 17）。
「被害者の任意の応諾に基いてなされた和姦であるとは到底いえ」ないが「およそ
男性が、座っている女性を仰向けに寝かせ、性交を終えるについては、男性が女性の肩に手
をかけて引き寄せ、押し倒し、衣服を引きはがすような行動に出て、覆いかぶさるような姿
勢となる等のある程度の有形力の行使は、合意による性交の場合でも伴う。……被告人が右
通常の性交の場合において用いられる程度の有形力の行使以上の力を用いた」とは認定で

チーム編・前掲注 12）159 頁～177 頁、同書 254 頁～261 頁には斉藤豊治「まとめ――諸外国の性刑法改
革」。
16）
17）

国連経済社会局女性の地位向上部・前掲注 10）38 頁。
広島高判昭和 53・11・20 判時 922 号 111 頁。
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きないので、無罪とされた。被害者の任意の応諾ではないと認めながら、つまり、
「不同意」
であると認めながら、それでも強姦罪にはならないとはどういう論理であろうか。これは、
特別な例ではない。このような判断がされることで、警察官等の捜査の担当者にもその見解
が伝播され、警察署で被害者は追い返されるということが起きている。程度論の必要は、ど
こから来るのか。ある学者はかつてこう説明している 18）。
「程度を問わないとする説もある
……が、姦淫は強・和姦を問わず多少とも有形力の行使を伴うのが常である……から、この
説によるときは意に反するか否かが唯一の標準になり、法的安定を損う（とくに女心の微妙
さを考慮に入れよ……）
。些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条によっ
て保護されるに値しないというべきであろうか」。又ある最高裁判事の説明はこうである 19）。
「ごく軽度な暴行で足りることになると、被害者の真意に反したかどうかという内面的事
情のみが犯罪の成否の標準となりかねず、やはり妥当ではあるまい」
。
島岡まなは、以下のように従来の通説を批判している 20）。
「その背景には、あくまでも異
常な少数の男性による例外的な強制性交等と、不可罰となる合意に基づく性交等とを区別
する必要性が男性の視点から強調され、合意に基づく通常の性交でもある程度の暴行は許
容されるから犯罪となる暴行は相当程度強いものに限定されるべきだという男性支配主義
的思想がある。また、貞淑な女性なら強く抵抗するはずであり、本気で抵抗すれば強姦は防
げるという『強姦神話』も背景にあると言えよう。」島岡は、これに続けて、
「その意思に反
する性交は、いやしくも、暴行・脅迫が用いられる限りその強弱を問わず、すべて犯罪とす
べきである。
」
「この解釈は『暴行・脅迫』が唯一の手段として規定されている現行刑法の下
での解釈であり、将来的にはフランス刑法のように暴行・脅迫以外の『不意打ち』のような
手段を列挙して暴行・脅迫要件を緩和するか、あるいはそもそも英米刑法のように暴行・脅
迫要件を撤廃し、例えば『同意のない性器その他の物の挿入かつ合意がないと思うことが合
理的な場合』と定義する方向へ向かうべきであろう」と述べている。この至極まっとうな意
見が刑法学の世界では今も少数説であることに驚愕するしかない。まず当たり前の認識と
して、相手の意思を制圧する必要のないとき（相手がセックスに応じるとしているとき）に、
暴行・脅迫の出番はない。それでも、殴る人がいるとは考えられない。したがって、軽微な
ものでも、暴行・脅迫があれば、それは「不同意」を示すのだから構成要件を満たしている。
議論すべきは、そもそも外から確認できる暴行・脅迫がなく、被害者が合意していないと主
張するときに、冤罪を避けるにはどうすべきかである。諸外国の詳細な類型方式で対応する
ことも考えられる。また、別の観点から附帯決議が参考になる。被害者の心理等に詳しい精
神科医等の専門家の助けを借りて、まず、被害とは何かを正しく理解し、被害者から信頼で

18）
19）

団藤重光責任編集『注釈刑法（4）』（有斐閣、1965 年）297 頁～298 頁［所一彦］。
大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法（9）〔第 3 版〕』（青林書院、2013 年）75 頁～76 頁［亀山継夫

＝河村博］。
20）

浅田和茂＝井田良編『新基本法コンメンタール刑法〔第２版〕』（日本評論社、2017 年）389 頁～390

頁［島岡まな］。
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きる供述を得ることは可能である

21）

。それは、被害者をただ問い詰めるという事情聴取の

方法ではないから、暴行・脅迫要件をなくすことで、被害者の受ける事情聴取の負担が増え
ることにはならない。被害の実態と被害者の実態を知らないで行われていた従来の方法で
は被害者を問い詰めるしかなかったのかもしれない。性暴力被害の実態に即した事情聴取
方法の開発とその成果の共有が捜査官らに求められる
確立され、従前の方法が見直されるべきである

22）

。被害者供述の信用性判断基準が

23）

。

（４）地位・関係性に基づく性暴力の扱い
検討会では、地位・関係性に基づく性暴力のうち、一義的な構成要件に適するものとして
監護者類型（加害者が被害者と生活を共にし扶養もしているなどで監護者である場合。実親
に限らない）が創設されたが、それ以外の類型をどうするのかという問題がある。改正法に
対して、監護者だけでは狭すぎる、実態からすれば教育関係や職場関係、監護者ではない家
族等からの性暴力を放置するのはおかしいと批判されている。これらは、地位・関係性自体
が強制的要素を含むものであるから暴行・脅迫要件を不要とするはずである。これに対する
１つの回答は、諸外国の例に倣って詳細な類型化をすることである。例えばミシガン州法で
は、前記のように性暴力犯罪が詳細に関係性や双方の年齢も含めて類型化されており、関係
条文は日本法では考えられない数に上っている。カナダ刑法も犯罪の類型化を行っている。
現行刑法の立法スタイルを維持しながらこのような改正はできまい。刑法の立法形式を含
めて根本的な改正が議論されるべき時なのかもしれない。
（５）いわゆる性交同意年齢
国際的に見ても、13 歳未満は低すぎる

24）

。CEDAW 等からは長年にわたって批判されて

いる。何歳であれば、真摯な同意をなしうると見るのか。未成年者保護の問題でもある。同
意能力は、当然、その対象との関係で決まる。確かに、最近の子どもたちは性に関する情報
を浴びすぎている。しかし、性に対する「知識」があることと、人生での現実の出来事とし
ての具体的な人間との性行為をするかどうかという問題とは判断レベルが異なる。真の同

21）

精神科医宮地尚子の以下の文献が参考になる。前掲注（11）
『トラウマ』、
「精神科医から見た性暴力被

害の実態」日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編『性暴力被害の実態と刑事裁判』
（信山社、2015
年）41 頁～69 頁。
22）

島岡・前掲注

23）

田中喜寿子「性犯罪捜査の問題点」日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会編・前掲注（21）87

(8）32 頁～34 頁、宮地尚子の研究の紹介とともに論じられている。

頁～96 頁。
24）

ニューヨーク州法は被害者が 17 歳未満である場合は同意する能力がないと規定している（130.05

条）。
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意がされるには、拒否したとき何か起きるのか、受け入れたとき何が起きるのか、その後ど
ういう事態になるのかなどを知り、判断できる能力が必要だ。13 歳の子どもがそのような
能力を持っているのか。学校での性教育すら十分に与えられておらず、多くの親は性の問題
で子どもと真剣に向き合うにはどうすべきかの知識も技量もない社会で、子どもたちがそ
のような能力を獲得できているとは思えない。諸外国では、犯罪の類型化がこの問題の解決
の助けになっているようだ。未成年者間の性行為については、2 人の年齢差にも着目してい
る 25）。年齢差は支配関係を生み出すからだ。
（６）配偶者による性暴力の場合
日本法は、強姦罪の被害者は女性とするのみであり、法文上既婚者を別扱いにはしていな
い。しかし、配偶者による強姦が犯罪として扱われたことは、判例を数えても 10 本の指で
足りるのではないか。ＤＶ防止法上の保護命令が出ている事案では、さしたる議論もなく強
姦罪で有罪とされた事案が散見されるが、これは、判例が婚姻破綻と認定できる事案は有罪
としてきた路線上のものでしかない。婚姻の破綻が認められない場合は、どうなるのか。別
居して離婚調停か離婚裁判でも起こしていない限り、破綻の認定は容易ではない。｢破綻｣認
定に至らない事案は、｢同意｣ありとなるのか。判例の傾向ではその心配がある。多くのＤＶ
事案は性暴力を伴っており、妻が抵抗できない関係性が作られているので、夫が暴力をふる
う前に屈服して応じることになってしまう。ＤＶ事案では監護者類型のように暴行・脅迫が
不要とならなければならない。さらに妻の合意の上という夫の弁明をどう打ち破れるのか。
仮に子どもがいた場合でも、過去の同意が現在の同意を推定したり不同意を否定したりす
ることにはならないはずだ。しかし、結婚に性行為は当然伴うものであり、その都度の可否
の選択はないという考えにほとんど疑問が持たれない状況では、法律婚が強制性交にお墨
付きを与えかねない実態を知るべきである 26）。日本では、70 代・80 代以上の既婚女性は結
婚生活における性行為を「おつとめ」と呼んでいた。義務と観念（あるいは妻にとっては諦
念）する社会では、その都度の妻の同意を夫が確認するという発想は、初めから存在しよう
がない。このような伝統（？）を引きずる社会であるからこそ、屋上屋であっても、配偶者
による行為が強制性交等罪に当たることを条文上明確にしておく必要がある。これは筆者
の独断であるが、日本法にかつてのアメリカ法のように「被害者は妻以外の女性」と書かれ
ていないのは、妻は夫が所有しており、夫が自分のものである妻の貞操を侵害することはあ
り得ず、書く必要がなかったと考えられていたのではないか。
25）

例えば、ミシガン州法では被害者が 13 歳以上 16 歳未満で、加害者が被害者より 5 歳年長であること

が第 4 級性犯罪の要件である(750.520 e 条) 。ニューヨーク州法は、18 歳以上の加害者が 15 歳未満の被害
者と口腔又は肛門性交したときは第 2 級犯罪的性的行為罪となるとする(130.45 条)。
26）

広島高松江支判昭和 62・6・18 判タ 642 号 257 頁は、夫の有罪は認めたが、理由中で弁護人の「夫婦

は互いに性交を求める権利を有しかつこれに応ずる義務がある」との主張に対して、「婚姻中夫婦が互い
に性交渉を求めかつこれに応ずべき所論の関係にあることはいうまでもない」とした。
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（７）公訴時効の停止又は廃止
被害者が年少者である性犯罪の場合に公訴時効を撤廃し、あるいは被害者が一定の年齢
に達するまで公訴時効の進行を停止することについて、検討会では証拠の劣化やどうせ起
訴できないのだから少ない捜査リソースの使い方として不適切だというような反対論が続
出した。時間が経ってからの証拠収集が可能かとの現実的観点からは反対論を理解できな
いわけではない。しかし、短い公訴時効が放置されていることは、子どもに対する性的侵害
はお咎めなしというメッセージを蔓延させる。それを放置しておいてよいとは考えられな
い。加害者は長きにわたって刑事責任を追及される可能性があることを明示しておくこと
の意義は大きい。
（８）その他の性交類似行為
口腔及び肛門への男性性器の挿入のみが、性交類似行為（強制性交等罪の「等」の部分）
として新しい犯罪類型に組み込まれた。しかし、被害者の側から考えると、性器のみならず、
膣への手指の挿入も屈辱感において性器の挿入に劣らない。この類型は現行法では強制わ
いせつに分類され、強制性交等罪より刑が軽い。幼児の膣への手指の挿入は、性器挿入の準
備行為として行われることがあり、被害の重大さに着目して、再検討が必要である。その他
の異物の挿入も強制わいせつという軽い罪でよいのか、被害実態に即しての再検討が必要
である。
３、附帯決議への対応
今回の附帯決議の名宛人は、政府と最高裁判所である。今後の改善の責任を裁判所も負う
ことが明確に指摘された。決議の内容は、現在、必要であるが実施されていないこと、今後、
至急行うべきことのリストである。被害に関する実態調査なども含め、被害者中心に事が処
理されるべきことが詳しく述べられている。ここで述べられているのは「強姦神話」からの
脱却であろう。
出典：角田由紀子「性犯罪法の改正――改正の意義と課題」
『論究ジュリスト』2017 年秋号、有
斐閣
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ラディカル・フェミニズムが切り開いた韓国⼥性運動の⾼揚
――脱コルセット、反モルカ・ラリー、バックラッシュ――
ク・ジヘ＆パク・ヘジョン＆キャロライン・ノーマ
『フェミニスト・カレント』2018 年 9 月 6 日＆2018 年 11 月 7 日
翻訳/編集

APP 研

――以下の論考は、
『フェミニスト・カレント』
（カナダのラディカル・フェミニスト系のオ
ンライン雑誌）の 2018 年 9 月 6 日に掲載された論文と 11 月 7 日に掲載された論文を合体
させて、一部削除のうえ再編集したものです。
（『論文・資料集』編集部）

韓国のラディカル・フェミニストの運動は現在、アジア地域のみならず、世界的にもその
最前線に位置するような成果を挙げつつある。彼女たちが作り出した運動は、きわめて性差
別的な韓国社会の現状を深く変えつつあり、日本をはじめとする多くの国々にその模範を
提供している。

脱コルセット運動
2017 年後半にアメリカを震源地として起こった#MeToo 運動は今や世界中の無数の女性
たちに及んでおり、各国それぞれの家父長制の形態のもとで女性たちが経験している特殊
性に応じた多様な運動へと変貌を遂げつつある。その典型的事例を韓国に見出すことがで
きる。2018 年 4 月、イギリスの『テレグラフ』紙は、韓国において「女性への文化的暴力」
に抗する運動が広がりつつあることを報道した１）。この運動は、同国の女性たちが世界のど
の国より美容整形を受ける率が高いという事実に対抗して起こったのであり、この運動は、
世界で最も人口の多い都市で鉄道とバスを運営しているソウル・メトロが各駅で美容整形
広告を禁止するという成果をさっそく勝ち取った２）。
美容行為（beauty practice）は、おそらく世界のどこの国の女性たちよりも韓国の女性に厳
格に押しつけられている。自由にのびのびと生きる――もちろん一定の政治的・経済的・社
会的状況のもとで――女性の能力は強いプレッシャーによってくじかれる。美容整形を受
けろ、卒業したら雇用市場における競争に勝つためにダイエットせよ、スキンケアやヘアス

１）

Julian Ryall, "South Korea's cosmetic surgery industry faces backlash as 'cultural violence against
women'," https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/18/south-koreas-cosmetic-surgery-industry-facesbacklash-cultural/
２）
Elise Hu, In Seoul, A Plastic Surgery Capital, Residents Frown On Ads For Cosmetic Procedure,
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/02/05/581765974/in-seoul-a-plastic-surgery-capital-residentsfrown-on-ads-for-cosmetic-procedure
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タイルや脱毛に金を使えというプレッシャーである。韓国の未成年の女の子にとってさえ、
この要請は絶対的である。小学校の６年生までに化粧品を使ったことがない少女を見つけ
るのは難しく、中学校の女子生徒の制服には口紅を入れるための内ポケットがついている
ものもある。高校生ともなると、化粧していないのは社会的に失礼だとさえ言われる始末で
ある。
美を押しつけるこのような体制のもとで、美容・パーソナルケア産業は巨大な利潤をあげ
ており３）、経済の一大部分が化粧品、ダイエット、ファッション業界によって支配されてい
る。K ポップスターによって一般化したある極端な美容整形は「V ライン整形」と呼ばれる
もので、下あごの形が V 字型になるようにあごのラインを削るのである。『ザ・ヴァージ』
はこう報じている。「これは技術的に『下あご矯正手術』と呼ばれており、この手術では 6
ヵ月間も下あごを針金で固定することが必要で、一生しゃべれなくなったり、死に至る場合
さえある」４）。
したがって、化粧や美容整形に反対する運動が韓国で生まれたとすれば――2018 年に実
際にそうなったのだが――、それは韓国における私たちの姉妹が成し遂げた、まったく驚く
べき成果なのである。
「脱コルセット（take off the corset）
」と呼ばれるこの運動が始まったのは、韓国の若い女
性たち――彼女たちは自らを「美への抵抗者（beauty resister）」と呼んだ――が、化粧をや
めた結果を示すビフォー＆アフター
の自撮り写真と、化粧品や美容・ダイ
エット・グッズを破壊した写真をネッ
トに投稿しはじめたことからである。
他の女性たちも次々とそこに参加す
るようになった。彼女らは、その個人
的生活の中で、美を押しつける体制を
拒否し、そのことを女性全体の政治的
解放の一戦略としたのである。

（上の、破壊された化粧品の写真は、
「#takeoffthecorset」のハッシュタグをつけて、
「美
への抵抗者」の１人によってツィッターに投稿された。「自分自身の顔を否定していた
ことに気づくのに、こんなに長い時間がかかった」というキャプションがついている）

３）

https://www.statista.com/statistics/550732/beauty-and-personal-care-market-size-south-korea/〔同サ

イトの統計によると、韓国における美容・パーソナルケア（BPC）市場の規模は 2018 年に約 170 億ドル
に達すると見積もられている――『論文・資料集』編集部〕
４）

Lizzie Plaugic, Inside the Surreal, probably Inevitable World of Plastic Surgery Apps: How some
apps are turning cosmetic surgery into a game, https://www.theverge.com/2018/4/6/17205718/plasticsurgery-apps-why-cosmetic-surgeons-insecurity
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この運動はリベラル・フェミニストたちからの批判を招いた５）。美容行為をすべての女性
に対する抑圧と評価することはできない、それは一部の個人にとってエンパワーとして感
じられるかもしれないとリベラル派は論じた。しかしこうした批判に若い韓国人女性は納
得しなかった。彼女たちは、美容行為を批判したフェミニストの著作を韓国の本屋で買いあ
さった。ナオミ〔ネイオミ〕・ウルフの『美の神話』の韓国語訳が出版されたのは 2016 年で
あり〔日本語訳は『美の陰謀――女たちの見えない敵』1994 年、阪急コミュニケーションズ〕、2018 年
には、ラディカル・フェミニストとして有名なシーラ・ジェフリーズのジャーナル記事を集
めた論文集が『ラディカル・フェミニズム』というタイトルで韓国で出版され、3000 部も
売れたが、この論文集の中には美容行為について論じた論文も含まれていた。
「美への抵抗者」のこの運動は、同じシーラ・ジェフリーズの 2005 年の著作『美とミソ
ジニー』の翻訳が 2018 年 7 月に韓国で出版されたことでさらなる前進を遂げた（『コルセ
ット――美とミソジニー』2018 年、ヨルダブックス）。この著作が英語で出版されたのは、
ちょうどジェフリーズが 2005 年にはじめてソウルを訪問し、世界女性会議で講演した年の
ことだ（彼女はその後 2 回韓国を訪問してアボリショニズムのイベントでスピーチをして
いる）。
しかし、『美とミソジニー』が出版されて以降、性産業はますます美容整形産業と結びつ
くようになった。性産業のために働く高利貸しが若い女性をターゲットにして債務の罠に
はめるのである６）。すなわち、高利で若い女性に金を貸しつけて、高額の美容整形手術を受
けられるようし、次に、その借金を返済させるために彼女らを売買春に追いやるのである。
これらのブローカーたちは、地方の若い韓国人女性のあいだに深く広がっている、自分の容
姿に対する嫌悪とコンプレクスを利用することによって、売春用の若い女性の絶えざる新
たな調達という性産業が常に抱えている厄介な問題を解決する。被害者たちはネットの求
人サイトに登場する「お金を稼ぎ、同時に美しくなろう」という広告に誘われる。このよう
に、性的人身取引業者、美容整形業者、高利貸しは手を取り合って事業を展開している。こ
うしたいわゆる「美容整形ローン」の増殖は、どうしてソウル中心部の江南（カンナム）が
今やデリヘル売春と美容整形クリニックの両方であふれているのかを説明する。
このような状況のもとで、韓国の美容産業に反対するフェミニストのキャンペーンは、ま
すますもって、性産業をはじめとするその他の女性搾取産業に対するフェミニストの反対
活動と重なり合うようになっている。
韓国の活動家たちはまた、韓国がその有害な美容行為を、いわゆる韓流（韓国ポップカル
チャー）にバックアップされつつ７）、中国やベトナムにも輸出していることに気づいている。

５）
６）
７）

https://news.joins.com/article/22785895
http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=246058

Aja Romano, How K-pop became a global phenomenon: No country takes its fluffy pop music more
seriously than South Korea, https://www.vox.com/culture/2018/2/16/16915672/what-is-kpop-historyexplained
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この輸出部門は、外国のアジア人女性にも韓国式の美容行為を押しつけ、そのことから生じ
る身体的・精神的被害から利益を得ている。また韓国で美容整形を受けようと多くの外国人
が韓国に入国しているが、これらの人々は、しばしばライセンスも持っていないような美容
整形クリニックで手術を受け、そのため女性の死亡事故さえ起きている８）。したがって、美
容行為に反対して立ち上がった韓国の活動家たちは、自分たちの抵抗運動が、自国の女性と
少女の利益のために遂行されているだけでなく、外国における膨大な数の女性たちのため
にもなされているのだということを自覚している。
韓国のこの抵抗運動は、美容行為に対する欧米ラディカル・フェミニストの批判に触発さ
れたものだが、世界で最も強固な美容産業帝国の一つである国の内部から起こったこの韓
国ラディカル・フェミニストの闘いは、今日、世界のあらゆるところでフェミニストを勇気
づけ、その活力を高める役割を果たしているのである。

６万人を結集した反盗撮ポルノ集会
韓国フェミニストたちの闘いはネット上に限定されていない。彼女らの運動の成果は、盗
撮に反対する一連のモルカ集会の巨大な成功という形ではっきりと示された。この集会は 5
月以降、ほとんど毎月のように実施されているもので、ソウルの恵化（ヘファ）駅近くで開
催された 2018 年 10 月 6 日の第 5 回反モルカ・ラリーには 6 万人もの女性が参加した。何
十台もの貸し切りバスが動員され、韓国全土のあらゆ
る町や都市から集まった参加者たちが首都の大通りを
埋め尽くし、警察が「モルカ」を放置していることに力
強い抗議の声を上げた。
「モルカ」とは、男たちが公共
の場や私的な場所に盗撮カメラをひそかにしかけ、女
性のスカートの中や裸の写真や映像を撮り、それをイ
ンターネットのポルノサイト９）にアップする行為を意
味する言葉である。世界各地のジャーナリストがこれ
らの大規模な女性集会を報道している 10）。
（右は、2018 年 8 月 4 日に開催された第４回反モ
ルカ・ラリーを宣伝するポスター。参加者たちに赤いものを身に着けるよう訴えている）

８）

Korea Bizwire, In Another Warning Sign, S. Korean Woman Dies after 4-Hour Plastic Surgery,
http://koreabizwire.com/in-another-warning-signs-s-korean-woman-dies-after-4-hour-plasticsurgery/26803; Chinese woman brain dead in cosmetic surgery in S. Korea,
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-02/02/content_19466306.htm
９）
Claire Lee, Owner of notorious Korean revenge porn site arrested: police,
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180626000681
10）
Gabriel Wilder, The women taking on spycams in South Korea, https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/women-taking-spycams-south-korea
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世界的に#MeToo 運動が盛り上がっている中では、このような大衆行動を支えた地道な政
治活動も、そして一見したところ自然発生的に見えるこのような決起を可能とした政治的
文脈も、見逃されがちである 11）。韓国のラディカル・フェミニストたちは、最初の集会が開
催されるまでまる 3 年間もモルカに反対するキャンペーンを行なってきた 12）。
これらの反モルカ・ラリーを組織したのは個々の有志だったが（メディアの中の誰もそれ
を自分のおかげだと言いうる者はいないし、組織された団体のどれ一つとして彼女らを支
援しなかった）、基本的な政治的統一性がそこには見られた。
重要なのは、これらの集会が女性限定イベントしての位置づけを維持しつづけたことで
ある。集会場には高い柵が設置され、男性の写真家やジャーナリストも集会場を囲む柵の中
に入ることを許されなかった。集会のこの重要な（そしてこれまで報道されていない）特徴
が示唆しているのは、これらの集会が、偶然的な女性グループによる、怒りと憤激の自然発
生的なデモンストレーションなどではなく、女性の解放をめざすより広範で組織的で歴史
的な政治運動の一部だということである。たしかに、2017 年に韓国政府を崩壊させたキャ
ンドル革命 13）において女性がハラスメントを受けたことは、部分的に、これらの集会から
男性を排除するという判断につながったが、韓国フェミニストの大胆な決断こそが決定的
だった。

（2018 年、ソウルにおける反モルカ・ラリーの様子）

11）

Gabriel Wilder, South Korea says #MeToo as sexual allegations topple prominent figures,
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/south-korea-says-metoo-sexual-allegations-toppleprominent-figures
12）
Yeji (Jesee) Lee, Megalia: South Korea’s Radical Feminist Community, https://10mag.com/megaliasouth-koreas-radical-feminism-community/
13）
Alexis Dudden, Revolution by Candlelight: How South Koreans Toppled a Government,
https://www.dissentmagazine.org/article/revolution-by-candlelight-how-south-koreans-toppled-agovernment
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戦術としての挑発とパロディ
挑発とパロディは韓国におけるフェミニスト運動の中心的特徴である。今年〔2018 年〕の
初め、1 人の韓国人女性が、弘益（ホンイク）大学で美術科学生のためにポーズをとってい
たヌードの男性モデルの写真をネットに投稿した後に逮捕された

14）

〔この男性が休憩時間中で

も他の女性モデルたちの抗議を無視して挑発的に全裸のままでいたので、抗議の意味でこのような写真が
撮られた。後述〕。そのすぐ後、今度は別の女性が、弘益大学のすべての男性トイレに盗撮カ

メラが仕掛けられていて、その映像がポルノサイトにアップされるだろうという嘘の警告
をネットに投稿した。この投稿を受けて警察がただちに動き、弘益大学がくまなく捜索され
たが、何も発見されなかった。警察のこのような素早い反応ぶりは、ソラネットについて女
性がずっと訴えてきたことに対する警察の無反応ぶりと皮肉な対照をなすものだった

15）

。

ソラネットは、恨みを持った彼氏や一般の加害者や買春客などによって撮影された韓国人
女性のポルノ的な画像を違法に投稿したり、ホテルの部屋でどうやって女性の集団レイプ
を組織するかなどを議論しあう場を男性たちに提供してきた

16）

。ソラネットは 2016 年に、

そのオーナーが警察に逮捕された後で閉鎖になったが、このサイトはそれまでの 16 年間、
妨害されることなく運営されていたのであり、警察がようやく行動を起こすまで女性たち
は 10 年間も訴え続ける必要があったのだ。
この偽善性に注意をいっそう向けさせるために、フェミニストたちは、韓国軍の中で男性
をレイプするためにある男性がレイプドラッグを購入したというフェイクニュースをネッ
ト上でばらまいた。韓国でこうしたドラッグを売っているサイトは、女性たちの抗議にもか
かわらず（その中には実際にドラッグレイプの被害者たちによるものもあった）
、何年も放
置されてきた。しかし、このフェイクニュースが広がると、韓国警察はこれらのウェブサイ
トをわずか１日で閉鎖した。
韓国のフェミニストたちはパロディをも戦術の一つとして用いている。きっかけとなっ
たのは、2015 年に「MERS」（ウィルス性の呼吸器症候群）が世界的に蔓延したとき、次の
ようなフェイクニュースが出回ったことだった。海外旅行をした２人の韓国人女性がこの
ウィルスに感染したが、治療を拒否して買い物に出かけたために広がったというものであ
る。韓国人男性はこのニュースに反応して、ネット上で女叩きのヘイトスピーチをあふれさ
せた。このニュースが嘘だったことが明らかになると、女たちは、「メガリア」という名称

14）

Gavin Fernando, South Korea is caught up in a sickening ‘spycam’ trend,
https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/south-korea-is-caught-up-in-a-sickening-spycamtrend/news-story/e0e32e2b8420a453bd4522fcfaeb8554
15）
Benjamin Haas, Hunt for South Korea feminist sparks backlash against 'sexist' police,
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/10/hunt-for-south-korea-feminist-sparks-backlash-againstsexist-police
16）
Seoul to check public toilets daily for hidden cameras, https://www.bbc.com/news/world-asia45388759
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のウェブサイトをつくることで反撃を開始した。この名称は、
「MERS」と『イガリアの娘た
ち』17）とを合成したものである。『イガリアの娘たち』とは、ノルウェーの作家が 1977 年
に発表した、イガリア島を舞台としたフェミニスト的風刺小説のタイトルであり、その島で
は、性役割が逆転していて、「メンウィム」が、支配階級である「ウィム」に対する抗議行
動を開始する。パロディを戦術として用いることで、ウェブサイトのユーザーたち（「メガ
リアン」と呼ばれる）はフェミニスト思想を広げ、意識を高め、ネット上で韓国の若い女性
たちの関心を引きつけている。これは行動をラディカル化させる効果を持った。そこに集っ
た彼女たちは競い合ってますます過激なパロディをつくっていった。
メガリアの活動が活発になされている最中の 2016 年 5 月 17 日、23 歳の女性が、ソウル
の江南（カンナム）駅近くの男女共用トイレで見知らぬ男性に刺し殺されるという事件が起
きた。メディアはこの殺人を「無差別殺人」事件と呼んだ。だがメガリアンたちは、加害者
というのはわざわざ女性をターゲットにしているのであって、この殺人もまたミソジニー
によって煽られたヘイトクライムであると主張した。この殺人事件の犯人である 34 歳の男
はトイレに潜んでいて、女性が入ってくるまで何人かの男をやり過ごしている。女性を殺害
した動機を尋ねられたこの男性は、
「女に無視されたからだ」と答えた。この自白がなされ
た後、フェミニストたちはその活動をエスカレートさせた。女性たちは事件現場近くの江南
（カンナム）駅に集まり、各自が思い思いの追悼のメッセージを貼りつけ、一晩中祈りをさ
さげた 18）。
ネット上のラディカル・フェミニストの活動は、韓国の性差別文化に対する社会の注目を
かつてなく集めさせた。今年のはじめ、韓国の文在寅大統領は、「ジェンダー暴力は社会構
造の問題であり、この構造こそ、力の強いものが弱いものに対して性的に抑圧し容易に暴力
を振るうことを可能にしているのです」と公けに語った 19）。

クイア＆リベラル連合によるバックラッシュ
しかし案の定、このような運動の盛り上がりに対してバックラッシュがやって来た。メガ
リアのウェブサイトが始まって半年も経つと、
「メガル」という省略語が「フェミナチ」と
同じような意味で使われるようになった。ネット上の運動として、メガリアは、女性専用ス
ペースと分離主義を主張している点でも、またジェンダー・ポリティクスに対するその分析
の仕方の点でも、文化的ミソジニーに対して個人的にも社会的にも抵抗を推進している点
でも、一貫してラディカル・フェミニスト的であった。こうした姿勢に対する攻撃はフェミ

17）
18）

https://www.goodreads.com/book/show/417157.Egalia_s_Daughters

Steven Borowiec, A woman's slaying in Seoul's tony Gangnam district stirs emotions in South Korea,
https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-woman-killed-20160521-snap-story.html
19）
Moon pledges full support for 'Me Too' campaign,
https://en.yna.co.kr/view/AEN20180226007751315
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ニスト界隈の内部からも外部からもやって来た。
メガリアン・コミュニティの内部で、クイア運動におけるミソジニーを論じようとしたこ
とに反発が起こったことをきっかけにして、問題が表面化した。とくに問題になったのはゲ
イ男性が使う言葉だった。
「エアクッション・ビッチ」
（女性の丸みを帯びた身体を嘲笑する
表現）や「バックヴァギナ」（ゲイ男性がアナルを指して使う言葉）などである。多くの女
性は、ゲイ男性がこのようなフレーズを用いていることを知ってショックを受けた。という
のも、彼女らは、ゲイ男性が女性と同じく家父長制的抑圧を受けており、フェミニストの同
盟者であると信じていたからである。このことに対する批判はメガリアの中で分裂を引き
起こした。一部のメンバーはミソジニストに反対して用いる言葉なら何でも自由に使って
よいと考え、他の者はこうした批判はホモフォビア的だと感じた。
ゲイ男性のミソジニーを批判することのできる場を欲した女性たちは、新しいネット上
のフォーラム「ウマド（Womad）」をつくった。このサイトでフェミニストたちは匿名でさ
まざまな思想や情報を論じ共有しあい、それらの思想を種々のソーシャルメディアを通じ
て社会に広めた。ウマドは韓国のラディカル・フェミニストにとって反撃の拠点として機能
しており、女性たちの活力を高め、勢力を結集する拠点である。このウェブサイトは「マン
ヘイター（男嫌い）」という考えを支持し、男性に対する嫌悪感を自由に表明する場を女性
に提供している。男性はこのサイトを使うことは許されておらず、ユーザーは、男性によっ
て投稿されたのではないかと疑われる投稿を運営者に報告することができる。この基本ル
ールは女性たちにとって、自己検閲することなく自分の思いを表明する機会を保障するも
のだ。今日、
「ウマド」という用語は、韓国では一般にラディカル・フェミニストを指す言
葉になっている。
他の多くの国と同様、韓国においても、アカデミズムとクイア運動がラディカル・フェミ
ニズムに対するバックラッシュの拠点となっている。LGBT の活動家と学者たちは性的リバ
タリアニズム、性売買、自己客体化を潜在的にエンパワー的なものであると称して、それら
を積極的に推進している。マツという名のあるゲイ活動家は、LGBT のイベントで何度も発
言し

20）

、ソウルを拠点とする団体「リアル・パバート（真正変態）」のメンバーであるが、

その彼は、ゲイ男性の売買春をゲイ男性のアイデンティティの必要な側面であるとして擁
護した。2016 年 10 月には、クイア・ウイメンズ・ネットワークは「トランスジェンダー・
レズビアン・セックスワーカー」であるリュ・シヨン（Lyu Siyeun）21）をメインにした性的
マイノリティのイベントを開催した。この人物は韓国の反売買春運動を批判し、フェミニス
トに対して、
「セックスワーカー」を傷つけスティグマ化していると攻撃している。
同じ年、ウマドのメンバーたちは「ロリータ・バスターズ」という名のブログとフェイス
ブックページを立ち上げ、韓国メディアにおける少女の客体化への批判を展開した。ソン・

20）
21）

http://kscrc.org/xe/board_LVje01/14251
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002140925
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ヒジョン（Son Hee-jung）という名のリベラル・フェミニスト学者（最近、韓国のテレビ番
組に登場することで有名人の仲間入りをした）は、2017 年に「反乱の時代とセックスウォ
ー」というタイトルのカンファレンス・ペーパーを提出したが、それは、「ロリータ・バス
ターズ」の立場を攻撃し、子どもが性的存在として認識されることで「世代を超えたエロチ
シズム」の参加者たりうると論じている 22）。
ウマドのメンバーに対するリベラル派の攻撃はいちばん最近では、韓国におけるネット
上のフェミニスト・アクティビズムについて論じた著作『根無し草のフェミニズム――メガ
リアからウマドへ』の出版に関連して起こった。何人かの著名な韓国フェミニスト学者たち
が、この著作が３月に出版される数日前に出版社に電話をかけてきて、「ヘイトスピーチ」
を出版するものだと非難した。フェミニスト・シンガーのジヒョン（Ziihiion）がこの著作の
出版記念会（１月）でパフォーマンスをすると、その後、
「ヘイター」を支持するものだと
して彼女を批判するコメントが何十も彼女のフェイスブックにつけられた。その結果、障害
を持った女性に収益金を寄付するイベントを彼女は計画していたのに、それはキャンセル
されることになった。
反盗撮ポルノに反対する集会における女性限定の路線は成功したが、韓国の大学の中で
女性のための政治的スペースを維持しようとする同様の試みは成功しなかった。2017 年、
梨花（イファ）女子大と淑明（スンミョン）女子大のフェミニスト学生グループが「女性ス
ペースへの男性の侵入」というシンポジウムを開催しようとした。どちらのキャンパスでも、
男が女性専用の図書館に忍び込み、トイレに隠しカメラをしかけとか、また女装した男が学
生寮に入り込んで女子学生を襲ったとの報道がなされていたからである。女子学生たちは
これらの事件について議論したいと思ったのだが、クイア団体がこのイベントが女性限定
なのは差別だと抗議したことで、開催が取り消された。

バックラッシュに⽴ち向かう
韓国女性運動の高揚を支えたラディカル・フェミニストの活動と理論を挫折させようと
する試みは続いているが、それに対する抵抗も続いている。とりわけ男性による暴力のサバ
イバーたちによるものだ。こうした抵抗者の１人が、ウマドのメンバーで、先に述べた弘益
大学で男性ヌードモデル写真をネットに投稿して逮捕された女性である。8 月 13 日、彼女
は 10 ヵ月の懲役刑を言い渡された。メディアは彼女を加害者として描き出したが、実際に
は、男性の写真を撮ったのは他のモデルであり、美術の授業の休憩時間においてであった
23）

。休憩時間中、ヌードモデルは自分の体をガウンかバスタオルで覆うのが習慣だったのに、

22）
23）

https://www.hankookilbo.com/News/Read/201702161713946922

Lim Chang-won, Police question female model for leaking nude picture of male colleague,
http://www.ajudaily.com/view/20180511085621790
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その男はテーブルで足を広げて、性器を見せつけて、女性ヌードモデルたちを不快にした。
ウマドの女性が警察に対して、その男性モデルが不適切に性器を露出した罪で捜査を行な
うよう求めたが、警察は拒否した。
10 ヵ月の実刑判決はこの種の犯罪としては例外的に厳しいものだった（たとえば、この
判決と同じ日、釜山地方裁判所は、ある男性が彼女のヌード写真を同意なしにネットにアッ
プした事件で、執行猶予つきの判決と 2000 ドルの罰金刑を言い渡された 24）。警察は、最近、
この事件に関連して、ウマドのウェブサイトの運営者に対しても逮捕状を請求している。
この種の事件をめぐる当局によるミソジニーと偽善性は以前から一貫して見られたもの
であり、現在も弱まる気配をいささかも見せていない。
最近、IT 企業の WeDisk の CEO ヤン・ジンホが、従業員の男性の一人を平手打ちにした
り、他の部下たちにクロスボーや剣で鶏を殺害させたりしている映像がリークされた

25）

。

この映像はネット上で世間の怒りを爆発させたが、このことに韓国のフェミニストは怒り
を感じている。というのも彼女たちは何年も前から、違法なモルカ・ビデオの販売から利益
を得ていたヤン・ジンホの企業を含む IT 企業に対して捜査と処罰をするよう当局に要求し
ていたからであり、ユーザーたちは、Webhard のようなファイル共有サイトを通じてそれら
をダウンロードしていたからである。世間も当局も女性の性的搾取については無視するく
せに、男性従業員に対するヤン・ジンホの暴力に対してはただちに反応したことは、この国
においていかに女性がないがしろにされているかを改めて示すものであった。
韓国女性団体連合（KWAU）と韓国性暴力救済センター（KSVRC）は合同で記者会見を
開き、ヤン・ジンホを「韓国の盗撮ポルノ産業の親玉」と呼んだが、同時に、これらの IT 企
業の従業員たちがけっして「無垢の被害者」ではないこと、彼らが盗撮ビデオをそうと知っ
て売っていたことを世間の人々に指摘した。これらの従業員たちの中には、無数の盗撮ビデ
オにタダでアクセスできることが一種の役得であるとネット上で自慢する者もいた。これ
らの女性団体は、ヤン・ジンホの Wedisk のような企業が「ネット上の性的搾取産業カルテ
ル」の一部をなしており、それらが盗撮ビデオから利益を得ているだけでなく、ムレカのよ
うな違法コンテンツのフィルタリング企業と結託していることを指摘した

26）

。これらのフ

ィルタリング企業は、盗撮ビデオの被害者に料金を請求して、これらのサイトから彼女らの
盗撮映像を削除するのである〔つまり、このカルテル（組織犯罪者集団）は、盗撮ビデオをアップし
て金を儲け、それを削除することからも金を儲けている、ということ〕。

このような厳しいバックラッシュにもかかわらず、韓国のラディカル・フェミニストはい
かなる意気消沈の気配も見せていない。

24）
25）

http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?mod=news&act=articleView&idxno=144063

Korean CEO Caught On Film Beating Employee, Forcing Acts of Animal Cruelty And More,
https://www.koreaboo.com/news/korean-ceo-caught-film-beating-employee-animal-cruelty/
26）
Lee Suh-yoon, 'Probes must zero in on spycam porn cartel,'
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/11/251_258248.html
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ク・ジヘとパク・へジョンの共著『フェミニズムという名のバックラッシュ』は 2019 年
はじめに出版される予定だが、同書は、女性の政治運動においてレズビアン・フェミニズム
を抹消しようとするクイアの試みや、ラディカル・フェミニストを沈黙させようとするリベ
ラル・フェミニストの試みに対する現在も継続中の闘争に焦点を当てる。パク・へジョンは、
韓国のアボリショニスト運動の最前線における自分の何十年にも及ぶ経験について語り、
ク・ジヘは、ウマド・フェミニストがどのようにして韓国におけるフェミニズムの高揚を可
能にしたのかその軌跡を描き出す。
韓国のラディカル・フェミニストたちは、現在世界中で姉妹たちが直面しているのと同じ
反ラディカル・バックラッシュに直面している。私たちがどの国にいても、私たちの国際的
な絆を強め、政治的最前線にいる姉妹たちを絶えずサポートすることが必要であり、そのこ
とによってはじめて私たちの運動は成果を収めることができるのである。

ク・ジヘ（Kuk Jihye）は、フェミニスト出版社ヨルダブックスの代表で、男性による暴力に
反対するフェミニスト運動の主唱者。
パク・ヘジョン（Park Heyjung）は、ソウル在住のレズビアン・フェミニストで、フリーラ
ンスの翻訳者。
キャロライン・ノーマ（Caroline Norma）は、フェミニスト・アボリショニストで、オース
トラリア RMIT 大学の教員。最新の著作は以下の通り。Comfort Women and Post-occupation
Corporate Japan, 2018, Routledge.

出典１：Kuk Jihye, Park Heyjung and Caroline Norma, South Korea’s ‘take off the corset’ movement
should inspire feminists everywhere towards radical action, Feminist Current, 6 September 2018,
https://www.feministcurrent.com/2018/09/06/south-koreas-take-off-corset-movement-inspire-feministseverywhere-towards-radical-action/

出典２：Kuk Jihye, Park Heyjung and Caroline Norma, Radical feminism paves the way for a resurgent
South Korean women’s movement, Feminist Current, 7 November 2018, https://www.feministcurrent.com/
2018/11/07/radical-feminism-paves-way-resurgent-south-korean-womens-movement/

- 54 -

特集２
北欧モデルか非犯罪化か
世界の理論と経験から学ぶ

「特集１」で、世界的に反性差別運動が起こっていることを紹介しましたが、し
かし、このような前進に対しては常にそれに匹敵する大きなバックラッシュが起こる
ことは、歴史のかなり不変的な法則です。今日、そのバックラッシュは、２つの方面か
ら来ています。保守主義とリベラリズムです。たとえば、アメリカ南⻄部の保守党の強
い諸州では中絶に対する法的規制が強化されています。他方、アメリカの北東部の⺠
主党の強い諸州では、代理⺟の⾃由化や売買春の全面的非犯罪化がリベラル派によっ
て推進されています。中絶を禁⽌することも、代理⺟や売買春を⾃由化することも、ど
ちらも女性の身体と生殖器官を男性によって利用可能な器、資源とみなすものです。
保守主義はそれを特定の男性の専有物とみなし、リベラリズムはそれを不特定多数の
男性（とりわけ裕福な男性）の共通の資源とみなすのです。
売買春をめぐって世界は現在、北欧モデル（スウェーデンとノルウェーを中心に始
まったアボリショニスト・アプローチ）と全面的非犯罪化（合法化）の二極に分化しつ
つあります。後者を推進する側は、売る方も買う方も業者もすべて非犯罪化すること
で、売る女性の安全性が高まり、スティグマがなくなり、暴力的な客や搾取的な店を警
察に通報しやすくなると、いいことづくめであると宣伝しています。しかし、実際に
は、非犯罪化を実⾏した国々では、世界の貧しい国々から大量の移⺠女性が性的⼈身
取引業者を通じて流れ込み、暴力と虐待はますますひどくなっています。
「特集２」の
＜理論＞ではまず、売買春をめぐるこの 2 つの立場の違いを明らかにした論考を２本
紹介するとともに、＜各国の経験＞では、非犯罪化した国々における深刻な実態
を明らかにした諸論考を紹介します。
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◤

理論

◢

人身取引、売買春、不平等
キャサリン・マッキノン
訳

森田成也

※訳者注 本稿は、マッキノンの最新講演集『バタフ
ライ・ポリティクス』
（2017 年、ハーバード大学出版）
の第 15 章に掲載されたものを、膨大な注を割愛する
とともに、若干本文を縮めたものです。同書所収のこ
の講演はもともと、2015 年 2 月 16 日にオーストラリ
アのパースで行なわれたものが原型となっています。
なお、原文には小見出しがまったくありませんでした
が、読者の便宜を考えて、適宜小見出しを入れておき
ました。

（右は、『バタフライ・ポリティクス』初版の表紙写真）

人身取引を擁護する者は誰もいない。性的人身取引を擁護する明確な立場を取る陣営は
存在しない。不平等をあからさまに擁護する者を見つけ出すのは困難である。だが売買春は
そうではない。それは論争の対象となっている。一部の人々はそれに賛成であり、積極的に
支持している。より多くの人々はそれを大目に見ることが政治的に正しい態度だと信じて
おり、それに関して効果的な何かを実行することに反対している。ほとんどの人々は、たと
え売買春が完全に望ましいものではないとしても、必要悪であり、無害であり、何よりも、
不可避的なものだとみなしている。私の分析と見解に基づくなら、売買春に対する見方が人
身取引をめぐる議論を規定している。売買春が人身取引と区別されているのか、それともそ
の一形態とみなされているのか、あるいは、売買春が人権とみなされているのか、それとも
人権を否定するものとみなされているのか、あるいは、売買春が性的自由の一形態とみなさ
れているのか、それともそうした自由の究極の侵害行為だとみなされているのか、これらの
ことをめぐる議論に関してもそうである。
売買春をめぐる５つの区別
世界のどこにおいても、売買春をめぐる論争は、その根底にある５つの道徳的区別によっ
て構成されており、これらの区別が、売買春における本当に悪いものとそれほど悪くないも
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のとを分割している。成人の売買春と子供の売買春〔児童買春〕との区別、屋内での売買春と
屋外での売買春との区別、合法的な売買春と非合法の売買春との区別、自発的な売買春と強
制的な売買春との区別、売買春そのものと人身取引との区別、である。道徳主義者の観点
――これはまたしてもこの論争に深く浸透しているのだが（人々はこのような道徳的支え
なしにはこのテーマについて考えることができないようだ）――からすると、子供の売買春
は常に子供にとって有害であるが、成人の売買春は常にそう悪いわけではない。屋外ないし
街頭での売買春はかなり粗野なものになりうるが、屋内での売買春（自宅や売春店でのそれ）
はそれほどひどくはなく、おそらくかなりまともなものになりうる。非合法の売買春はさま
ざまな問題を伴うが、合法的な売買春ではそれらの問題は解決されるだろうと想定されて
いる。強制的な売買春は非常に悪いものだが、自発的な売買春はそれほど悪いものではない。
人身取引は本当に本当に悪いものだが、売買春は、自発的で屋内でなされ合法的で成人に限
定されているかぎり、一部の人々にとっては許容可能な生活になりうる、と。
すでに実証されている諸事実に照らすなら、これらの区別なるものはおおむね幻想的な
ものとして現われる。実際、それらは連続した線上に位置しており、実質的に相互に重なり
合っている。しかしその幻想性にもかかわらず、これらの区別は法、政策、実生活にきわめ
てリアルな影響を及ぼしている。
２つの基本的立場――セックスワーク論と性的搾取論
各国内および各国間において、この論争においては２つの根本的な立場が――多少二極
化して言うならば（だが実際この論争はきわめてはっきりと両極化している）――存在する。
セックスワーク論（sex work model）と性的搾取論（sexual exploitation approach）である。売
買春がセックスワークという用語で名づけられると、それはたいてい「最古の職業」、文化
的に普遍的なものと理解され、お金が支払われているので同意があるものとされ、スティグ
マ化されるのは非合法だからであるとされ、他のあらゆる職業と同じ一つの仕事であるに
もかかわらずそうした認識が拒否されているとみなされ、時には自由の一形態だとみなさ
れる。セックスワーカーは、そのアカデミックな擁護者が「エージェンシー（主体性）」と
呼ぶものを体現している。このつかみどころのないジャーゴンは多くの意味を有している
が、ここではどうやらこの「エージェンシー」が、自らのさまざまなライフチャンスの中で
自由に選択し、積極的に自己をエンパワーし、決定していること、挑戦的な仕方で自己肯定
していること、女性らしさの押しつけに対して反撃していること、道徳主義的ステレオタイ
プに抗っていること、そしておそらく性的平等の一種のモデルにさえなっていることを意
味しているようだ。こうした見解によれば、「セックスワーカー」と呼ばれるこの主体的行
為者たち――その大部分は女性――は性的関係をコントロールし、通常ただで女性から得
られると期待されている行為と引き換えに金銭を得ており、自立した生活をし、多くのパー
トナー――その役回りはたいていは男性によって独占されているのだが――と匿名かつ自
律的なセックスを行なっている。したがって…女性にとって解放的である、と。
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それとは対照的に、性的搾取論は、売買春を〔「最古の職業」ではなく〕
「最古の抑圧」で
あり、広く蔓延した性的不平等の一制度――性的不平等における根本的なそれ――である
とみなしている。
「売春婦（prostitute）」という呼び名はここでは、ミスリーディングであり
侮辱的であるとみなされる。この呼び名にあっては、その人が誰であるかとその人に対して
何がなされているかとが等置されている。そこでそれに代えて、これらの人々自身に焦点を
当て、これらの人々に押しつけられている社会的強制力を強調するために、「買春された
（prostituted）
」という過去分詞表現が用いられる。この用語は、被害者としての地位をアプ
リオリに帰属させるものではなく、性売買に関する、そこにいた女性たち自身からの豊富な
情報に基づいている。彼女らが売買春をやめると――これらの人々は「脱出した」女性と呼
ばれる――しばしば自ら実態調査を計画し実行する〔フェミニスト・アボリショニストの多くは元
被買春者〕。性的搾取論によるならば、売買春の中にいる人々は、除外された選択や制限され

た選択肢や否定された可能性を通じて「買春された」のだと――実証的なエビデンスに基づ
いて――みなされる。
性的搾取論においては、売買春は基本的に選択の欠如の産物であり、最も選択肢が少ない
かそもそも選択肢のない人々が頼る手段であるとみなされる。その背後にある――身体的
および非身体的な――強要こそが、性的虐待の一大経済部門をつくり出すのであり、そこで
得られる利得の大部分は被買春女性とは別の人々に行く。被買春者はしばしばそこから何
も得ないか、ごくわずかなものしか得ない。この取引において貨幣はセックスを強要するも
のであって、それに対する同意を保障するものではない。このことは売買春を連続レイプの
一実践にする。そこには平等と呼べるものは何もない。金で買われるセックスのせいで代償
を払わされるのは買春された側の人々である。買う側の人間は、自分が奪ったもの、ないし
手に入れたもののせいで代償を払わない。売買春の中にいる人々は、この性的搾取論におい
ては、本来は搾取者に属するべきスティグマを不当に背負わされているのである。
それぞれの理論はそれに照応する法的アプローチを有している。セックスワーク論は、さ
まざまな形態の合法化を伴った包括的非犯罪化を支持している。たいていは一定の国家規
制を伴い、時には最初の段階として組合への組織化を伴っている。その目標は性産業におけ
るあらゆる行為者から刑事的制裁を取り除くことであり、そうすることで、売買春を他のあ
らゆる生計手段と同じく正当なものにすることである。オランダ、ドイツ、ニュージーラン
ド、オーストラリアの一部の州、またネバダ州の 10 のカウンティがそうなっている。ただ
し、これらの国と地域の一部（オランダを含む）は、それらの国が意図していなかった種々
の弊害が生じていること、そして意図していたような恩恵が何一つ生じていないことを取
り上げて、包括的非犯罪化政策から後退しつつある。
性的搾取論は売買春の廃止を目指している。問題はその最良の方法が何であるかである。
〔女性を〕売る側、すなわちピンプや売春業者だけでなく、買う側、すなわち売買春の需要
側を犯罪化しつつ、買春された側、
「売られた側」に対するいかなる種類の制裁も撤廃して、
これらの人々が必要とみなす種々のサービスや職業訓練を提供すること、これがスウェー
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デンを先駆とするアプローチの中身である。このアプローチは同じくアイスランド、ノルウ
ェーでも採用され、韓国でもそれに近いものが導入されており、イスラエルと南アフリカで
導入が検討され〔その後、2018 年 12 月にイスラエル国会で採択された〕、スコットランドの議会で
議論されている。フランスの下院ではすでに採択され、上院に上程されている〔その後、最終
的に制定された〕。こうしてそれは世界を席巻しつつある〔北アイルランド、アイルランド、カナダ
でも採用。スペインでも採用の可能性がある〕。

このスウェーデン・モデルにとって、買春者を犯罪化して処罰することと少なくとも同じ
ぐらい決定的なのは、買春される側を非犯罪化し、これらの人々に対するあらゆる処罰を撤
廃していることである。このモデルは、今では十分に実証された現実的で有望な結果を示し
ており、ますますアボリショニスト（売買春廃止主義者）によって支持されている。それは
今や、この運動の原理的および実践的な最前線をなしている。
売買春の決定因
人はこの問題においてあれこれと自分なりの考えを持つことだろう。だが、各人が有する
志向、関心、価値観、政治的意見、経験とは別に、それぞれの理論に対して性産業に関する
一連のエビデンスに照らして判断することができる。その多くは論駁しがたいものであり、
その大部分はサバイバー自身によって提供されたものだ。性産業に入っていく諸条件、そこ
での待遇の諸現実、そこから脱け出す可能性に関するエビデンスである。
どこにおいても被買春者たちは、わずかな例外を除いて、圧倒的に貧しく、文字通りの貧
窮者である。この点に関していかなる見解の相違もない。切羽詰まった金銭上の必要性こそ
が、性売買の中にいる最も頻繁に語られる理由である。貧しさゆえに売買春に入るが、売春
を通じて貧困から抜け出せた者はほとんどいない。性産業に従事している女性たちがより
いっそう貧しくなり、より多くの借金を抱えることになるのも珍しいことではない。そして、
死亡率の高さを考えれば、そこから生きて抜け出すことができれば幸運である。カナダでの
研究によると、被買春女性の死亡率は全国平均の約 40 倍である。
売買春の中にいる人々が、社会的に不利な立場に置かれた人種民族集団の一員であった
り、より低いカーストの出身者である割合は不釣り合いに高い。カナダのバンクーバーでは、
被買春女性のうち北米先住民族（First Nations）が占める割合は、彼らが住民全体に占める割
合よりもはるかに高かった。インドでは、カースト制度が違法であるにもかかわらず、売春
〔ダンスや芸をするカースト〕
者のカーストが存在する。たとえばナート・カースト（Nat caste）

の女性メンバーは家族の中の男たちによって売春するよう選ばれる。ナートの男性たちは、
より高いカーストの男性たちのためにナートの女性たちを売春婦として斡旋することを期
待されている。誰も貧困を（ガンジーには失礼ながら）選んではいない。誰も、自分が生ま
れついた人種的・民族的集団やカーストを選んではいない。売買春の中にいる人々に降りか
かっているこうした諸状況――それらはこの産業で使用されるのが誰なのかを最も強力に
決定している――は、これらの人々によって選ばれたものではない。
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売買春のもう一つのグローバルな共通点は――そしてこの事実については誰も異論を唱
えていない――、売春に入るのはたいてい若年者であり、多くは成人年齢よりもずっと低い
年齢の時だということだ。私がインドで会った女性の場合、そのほとんどが最初に売春に従
事した年齢は 10 歳だった。これは、自分の残りの人生に関する決定を下す十分な力を持っ
た年齢ではないし、大人たちが自分に対してなすことをやめさせる十分な力を持った年齢
でもない。ほぼどの国でも、子供の頃の性的虐待――たいていは親密圏でのそれ――は、
人々を売買春に追いやる主な条件である。インドでは、女性たちは自分たちがこうむった最
初の性虐待について語ってくれたが、それらは事実上彼女らの最初の性的経験であり、10 歳
の時の売買春の中で起こったものだ。彼女たちは、その時あるいはその後で抵抗すると、集
団レイプや拷問を加えられたと語ってくれた。最初の時点でピンプたち――この場合、被害
者の父親がそうかもしれない――による極端な虐待がなされることも普通のことだった。
カーストとしての地位と子供時代の性的虐待とはここでは同じように機能する。すなわち、
両者とも彼女らに、自分自身、自分の人生が何のために存在するかを語るのである。カルカ
ッタでは、13 歳前後の何十人もの少女たちが赤線地域〔管理売春地域〕でずらっと並んで客待
ちをしている。かつて私がそこに行ったとき、狭い路地に目をやると、小さな裸の少女が両
足を広げているのが見えた。彼女は小さな股間を通りに向けていた。彼女はいったいいつそ
うすることを選択したというのか？
セックスと売買春
売買春がどのような言い回しで擁護されているのかを見ていて気づいたことがある。こ
れは――約 40 年間もそうする必要がなかったのだが――実はセックスを定義するいい機会
なのではないかということだ。セックスそのものは選択され望まれたものであり、強要され
たものではないと仮定しよう。おそらくこれが、売買春の支持者たちが性的な言い回しで売
買春を擁護したがる理由である。だが自分がセックスしたいと思っている誰かとセックス
する時には、そもそもお金を渡したりもらったりしないと想定してもおかしくないだろう。
セックスが本当にそういうものなら、これはお金では買えないものの一つであり、売ること
も買うこともできないはずである。この点からすると、セックスが生きていくためのもので
ある場合――「生きるためのセックス（サバイバル・セックス）」はしばしば売買春の別名
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
として使われる――、このセックスは生きていく必要性によって強要されたものである。女
性が本当に性的平等権を有しているならば、セクシュアルハラスメント禁止法はこの取引
を人権侵害だと認めるだろう。核心は次の点にある。セックスそのものから得られるのは、
その行為そのものだということだ。こんな風に考えたのは私以外に誰もいなかったのだろ
うか、これはこの不平等な世界においてはあまりにも無邪気でセンチメンタルなものなの
ではないかとちょうど思いはじめていたころ、売買春に関するナミビアの法について研究
した文献に出会った。同法は売買春を、非性的な対価と引き換えになされる性的行為と実に
簡潔に定義していた。何とシンプルな定義であることか！
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セックスに対する〔本来の〕対

価はセックスそのものである。人権としてのセックスがありうるとすれば、それまさに、相
互的であってすぐれて平等な営みであるがゆえに、セックスそのものが報酬であるような、
そういうセックスをする権利であろう。明らかに、現在、世の中には、セックスそのものが
相手への報酬とはなっていない相手とセックスをする男がごまんと存在する。というのも
わざわざ金を出して主として女性と少女を、時には男性ないし少年を性的に使用する男た
ちがいるからである。そしてほとんどの場合、そのお金は結局別の男たち〔ピンプや売春業者〕
のポケットに流れ込む。
規模に関してだが、カルカッタにおける売買春の中にいる女性たち――数の上ではアメ
リカ合衆国と大差ない――が私に語ったところでは、彼女らは１日に平均で 20 人から 30 人
の男の相手をする。セックスするかしないか、どの男とするかということに関するいかなる
選択権もない。１週間のうち２日の休日があるとしても――そのような慈悲が示されるの
は例外的だが――、個々の女性たちは１年間で 8000 人もの男を相手にすることになる。常
連もいるだろうから、実数はもう少し少ないだろうが。
買春者の暴力と警察の暴虐
ここで需要側の問題について話したい。彼らこそ性産業が存在している理由である。その
中には暴力的な者や、感染症を患っている者もいる。彼らはみな不可視であり、というのも
彼らは匿名性をもった真のプライバシーの中で好きなところに出向くことができ、女性の
買い手として表に出ることはないからだ。ほとんどの言語においても、彼らは、その存在を
ズバリ指すような特別の名称（スラングを別にして）を持っておらず、立派に聞こえる言い
方でしかその存在を表現できない。彼らに適用される言葉――客、顧客、買い手、デート相
手、ゲスト、馴染みの（ナートの女性たちはヒンドゥー語を使ってそう言っていた）乗客――
はいずれも、買春者ではない人々にも使用される言葉である。アメリカでもそうであり、買
春者は実在の男性名を与えられている。私たちの国では彼らは「ジョン〔以下、「買春男〕」と
呼ばれている。「買春男」は、被買春女性の生を不健全かつ危険なものにしている。
支払いがなされている性的取引に加えて、多くの被買春女性は買春男たちによってレイ
．．
プされている、つまりこの場合は支払われてさえいないという意味でのそれだ。彼女たちは、
抵抗したり辞めたいという意思を現わしたりすると、犯罪組織のメンバーによって、あるい
はピンプや家主によって殴られるし、買春男の買いたいセックスが虐待的なものである場
合には、買春男によっても暴力を受ける。警察からの保護などまったくなく、ほとんどどの
地域でも警察は時おり現場に手入れを行ない、あろうことか被害者であるはずの彼女らを
逮捕する。直接の逮捕理由はその時々でさまざまだが、いずれにせよ彼女らは、被害を受け
たことが理由で逮捕されるのである。すなわち強要されたことが罪とされるのだ。買春され
た子供でさえ、今なお被害者としてではなく犯罪者とみなされるのはまれではない。変わり
つつあるとはいえ、アメリカの多くの地域でもそうだ。多くの地域では、未成年の子供とセ
ックスをすることは法定レイプと呼ばれているのに、少女がセックスのために売られてい
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る場合には、彼女は犯罪者として逮捕され調書を取られるのである。
人種差別文化においては、有色人種の売春女性は不釣り合いに多く逮捕される可能性が
高い。それと同時に、警察は多くの地域で日常的に賄賂をもらって売春業者を守ってやって
いる。この買収に用いられるお金のためにどれほど多くの女性が犠牲をこうむっているか
を本当によく考えてほしい。そして、女性たちが逮捕されると、ピンプや売春業者が彼女ら
の保釈金や罰金を立て替えるので、女性たちはたいていさらなる借金を背負い込むことに
なる。このことは、公的機関が女性たちの債務奴隷状態に加担していることを意味しており、
憲法と国際法との観点からすれば公的機関が性差別のネットワークの一翼を担っているこ
とに他ならない。そして、これは女性たちが売春から脱け出すことをいっそう困難にする。
なぜなら彼女らは今では公的な犯罪歴の持ち主になっているからである。
屋内と屋外という区別
セックスワーク論者たちはしばしば、自宅や売春店での屋内売買春は、売春者により多く
のコントロールする力を与えると主張する（しかし彼らは時おり、事実的根拠なしに、次の
ようにも主張する。買い手を犯罪化することは売買春をより危険なものにする、なぜならそ
れは売買春を屋内へと追いやり、したがって地下に追いやることになるからだと）。実際に
は、屋内で行なわれることで何らかの保護や力が女性に与えられるというのは幻想である。
〔因果関係が〕逆なのだ。たしかに路上の女性たち〔街娼〕は、性産業の国際ヒエラルキー
において底辺をなし、コールガールやエスコートガールなどはヒエラルキーの頂点におり、
ゴージャスな装いにより多くのお金を支払える男性向けの人々である。売買春のこのよう
な階層構造は一定の現実性を持っているが、屋内と屋外との区別はその代理としては貧弱
なものである。彼女らを危険に追いやっているのは天気ではない。路上の女性たちは買春男
に関してあまり選択肢を持っていないが、売春店の女性は普通まったく選択肢を持ってい
ない。彼女らは指名用にラインナップされ、男がその中から選ぶのである。売春店には監視
カメラが設置され――そうだ、ピンプたちはこのライブポルノを観ている――と各部屋に
は非常ボタンが設置されているが（高級な店ほどボタンの数も多い）
、それらは彼女らをす
ぐ助けることにあまり役立っていない。屋内売買春は赤線地域において増殖している支配
的形態であるが、ピンプがよりコントロールできるようになり、よりアカウンタビリティが
低下する傾向が見られる。
屋内－屋外という区別はイデオロギー的に、あらゆる伝統的政治の道徳主義者たちのお
気に入りの次のような幻想を増幅するよう機能する。売買春の中の女性は、高級な装いをす
れば、上層階級に選ばれる現実のチャンスを持っているという幻想である。すなわち、彼女
らは自由な選択権――おそらく悪い選択肢だろうが――を行使しており、よりよい支払い
を受け、自分でも楽しみ（一部の女性は「そういうものだ」と言われる）、いつでも好きな
時にやめることができ、注意さえしておけば比較的安全であり、強要されたり傷つけられた
りしない、少なくともそれほどはない、と。〔それを否定する多くの〕実証的データを読む
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のは当然として、それだけでなく、私の気持ちを言わせていただければ、道徳主義者は自分
でも実際に調査してみるべきだろう。
売買春と被害
最近まで、セックスワーク論者たちは売買春にそもそも何らかの被害があることを否定
していた。被買春女性およびサバイバーたちがさらされてきた現実――それは彼女らが（知
られているかぎり）世界のどのクループの女性たちよりも多くの暴力にさらされているこ
とを示している――に圧倒されて、最近では時おり多少の被害の存在が認められるように
なっている（もっとも、たいていその非合法な地位に原因が求められているのだが）。 「被
害最小化」ないし「被害軽減」アプローチと呼ばれるものがそれであり、ニュージーランド
で顕著に見られるものだ。ちなみに、この用語〔被害の「最小化」や「軽減」〕は、一部の被害
が今後も残ることを前提にしている。その最大の使命は、被害を取り除くことで売買春その
ものが存続できるようにすることである。この２つ〔売買春と被害〕を分離することができる
とすればの話だが。
このアプローチをとる諸グループは、HIV/AIDS 関係の莫大な国際基金を吸い上げている。
売買春が商業的な性的搾取とみなされるならば、それが AIDS に帰結するケースは、売買春
に伴う症候群として、売買春そのもの――すなわち、女性たちが現実にコントロールできな
い状況下で年に何千人もの男性とセックスをすること――が原因であるとして理解される
だろう。それとは対照的にセックスワーク論は、致死性をもった病を女性に感染させる買春
者から女性を守るのではなく、買春者を女性から守り、そうすることで病気になることなく
女性を使用し続けることができるようにするのである。誰もが女性に対する被害を少なく
することに賛成している。だが、被害の根絶はセックスワーク論者たちの目標ではない。と
いうのも、それは性の売買と両立しないし、そのことを彼らは知っているからである。
路上であれ売春店であれ、合法であれ非合法であれ、被買春女性の心的外傷後ストレス障
害（PTSD）の発症率は、戦場からの帰還兵、拷問被害者、レイプ被害女性における発症率
と同じ水準である。PTSD は、被害者が精神的に耐えられないような暴虐から生じる。しば
しば解離が起こるのも無理はない。侵害行為を自分から切り離し、身体的に離脱できないが
ゆえに精神的に離脱し、それを忘れ抑圧し否定する、あるいはそれが自分の内部に存在しな
いかのように振る舞う。だがそれは存在するのだ。被害者は、そのことを知っている自我
――街に出てそれをしている自我――を、日々あるいは夜ごとをやりすごすために抹消す
る。しばしばドラッグやお酒が同じ理由で使用される。それは、繰り返しぶり返すトラウマ
の痛みをマヒさせるためであり、実際になされたことから身体と精神を多少とも遠ざける
ためである。だがそれは、次にハイになるためにピンプに金銭的に依存することになる。
売買春において常態化し実際に蔓延している虐待のせいで、生きていくためには自我と
世界から自己を解離させることが必要になる。別の自我を形成して、それに別の名前を与え
るかもしれない。このような別の自我を作ることで、売買春を行なうことを擁護するかもし
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れない。はっきりとした意識をもって、ありのままの自分で生きていくことができないなら、
これははたして自由と呼べるだろうか？

絶えざるレイプに従うこと、そこにとどまらせ

るために殴られること、他の選択肢を追求するのを妨げられること、拷問室のトラウマを維
持しつづけること、それをやり過ごすためにドラッグを使用すること、これは雇用の意味す
ることだろうか？
性的奴隷制
文化の違いを超えて、また経済発展のどの水準にあるのであれ、路上であれ屋内であれ、
合法であれ非合法であれ、組合があろうがなかろうが、自分にとって最も必要なのは何かと
質問された際に、売買春の中にいる人々がごく自然に発する答えの 89％（平均値）は、こ
うだ。売買春から抜け出すこと、でもどうすればいいかわからない、と。彼女らが自分自身
の国にいるのであれ他の国にいるのであれ、どのような形で性産業に入ったのであれ、脱け
出すことのできない売買春の状況の中にいることは、キャスリン・バリーによって適切に規
定されたように、性的奴隷制の中にいることである。
多くの女性は自分の出身国で売買春に従事しているが、より豊かな国には、他の国から来
た貧困であえいでいる家庭出身の女性たちも多い。いい仕事に就けると言われてやって来
たが、気づいたら売春店に閉じ込められている。彼女らを他の誰かに売る者がおり、買う者
がいる。その後、彼女らは誰かに所有されながら、別の誰かに所有物として有料で貸し出さ
れ、性的に使用される。このような事象やダイナミズムはエキゾチックなどこかの遠い場所
でだけ起こっているのではない。それらは〔売春が法的に禁止されている〕アメリカ合衆国
の至るところで繰り返し起こっており、〔売春が合法化されている〕オーストラリアでもそ
うだ。
奴隷とは、一個人に対して所有権が行使されることであると国際的に定義されている。ピ
ンプがセックスのために人を買春男に売ったり、その人が脱け出したくても脱け出せない
状況にいるならば、その人は国際法上の定義にもとづく性奴隷である。殴られていようがい
まいが、国境を越えていようがいまいが、それは関係ない。
売買春の核心としての性的不平等
これまで、売買春を、階級、人種、カースト、年齢といった種々の不平等の一制度として
分析してきた。その中の男も女も貧しく、若く、不利な立場にある階級や人種グループや指
定カースト〔インドのカースト制度の中で最底辺の諸カーストのこと〕のメンバーである。たしかに
一部の男性は性を売る側〔買われる側〕にもいるのだが、数的にはおよそ女性に匹敵するも
のではない。そこで次のような問いに行きつく。どうして被買春者はこれほどまでに女性ば
かりなのか？

その答え――そしてそれは別の論争問題であったなら驚くほどわずかな意

見の相違しかもたらさない――は性的不平等の存在である。一部の女性は、女性という性的
カーストの内部で他の女性たちよりも高いランクにあるかもしれない。このようなヒエラ
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ルキーは人種、民族、宗教、階級にもとづいており、彼女らの性的使用においてもそうであ
る。女性たちは、女性と呼ばれるこのカーストの中で這い上がろうと苦労し、それ〔カース
トとしての地位〕を避けたり、その存在を否定したり、あるいはそれが自分自身に適用される

のを拒否したりする。そのことに失敗しその底辺に落ちた人々が売買春の中にいる。そこに
いるのは、セックスのために使用される人々であり、セックスのために使用されるというこ
とで定義される人々である。あらゆる困難に抗して売春婦になろうと頑張る人は誰もいな
い。彼女が売買春の中にいるのは、困難が彼女を打ち砕いたからである。
もし売買春が選択なら、その選択を行使する男たちがもっとたくさんいていいはずであ
る。少年も性的に虐待されたり、買春されたりするが、その少年たちでさえ成人になれば、
成人男性として有している選択肢――それは必ずしもいいものとはかぎらないが――はほ
とんどの女性たちが有している選択肢よりもましなのである。ほとんどの被買春者が共有
しているあの単一の属性、セックスのために売られる原因となるあの単一の最も強力な要
因、すなわちその生まれつきの性別〔女性〕は選択されたものではない。あるいは、トラン
スジェンダーであれば、これらの人々が転換した性別ないし自認している性別には、有給の
雇用を得るうえでの差別的待遇が結びついている。
世界的規模の性的不平等は、男性という性別集団に属するほとんどすべての人に、セック
、、、
スのために売り買いされるということが自己の運命として定義されていないという特権を
与えている。少なくとも、〔売買春に従事するようになった場合でも〕何かまずいこと、よ
くないことがその人の身に起こったのだとみなされるのであって、けっして、その人の生ま
れながらの性質や価値が（その人の置かれた状況によって）実現されたとか現実化したとは
みなされない。男性はまた、女性を売り買いすることを選択することができるという特権を
も有しており、その売り買いの対象には成人男性や子供（男女とも）も含まれている。これ
はリアルな選択である。性産業が存在しているのは、膨大な数の男たちが――誰も彼らにそ
うするよう強制していないのに――、この自由な（条件づけられているとしても）選択肢を
行使しているからである。せっかくの機会なので言っておくと、セックスしなかったせいで
死んだ人間はまだ誰もいない。
同意とは何か
さて、売買春において売り買いされているものは正確には何だろうか？（興味深いことに、
誰かが「身を売る」と言った場合、誰しもそれが何を意味しているのかを知っている）。売
買春においては、主として一部の男性が女性たちを他の男性に、彼女らへの性的アクセスと
権力行使のために売っている。それは「言われた通りのことをする」セックスである。買い
手が買うのは、いかなる口答えもしないセックス用の女であり、彼女に対して一個の人格と
して接する必要がなく、一方的に奉仕されサービスを受け、スイッチを切って解離した人格、
すなわち本当の意味ではそこに存在しないそういう匿名性のプライバシーの中にあるセッ
クスである。ちなみに、こうした被買春女性の表情は、ポルノグラフィの中の女性の表情と
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同じである。虚ろで、心ここにあらずといった――そして男たちが「セクシー」とみなす――
あの表情である。これらの女性は行為の最中に天井のひびの数を数えたり、時計を見たり、
何か別のことを考える。これは、性的な意味で女性にとってリアルではない一方的なセック
スである。男の方は、たくましくてセクシーで抗しがたい俺のためにこの女はまさにこれを
したくてここにいるのだという都合のいい幻想を抱いている。
公平を期しておくと、実はほとんどの買春男は女性がセックスを楽しんでいないことを
知っている。私たちは彼らについても聞き取り調査をしたが、彼らは実に饒舌であった。彼
らは、女性たちがそこにいるのは大部分が経済的必要のためであることを知っている。しか
し、注意せよ。彼らは、彼女たちがしたくてしているわけではなく、他に可能な選択肢がな
いからしているだけであることを知っているにもかかわらず、その行為は「同意」にもとづ
．．．．
くものと思っている。これこそイデオロギー的立場である。自由主義哲学における「同意」
とは、支配する側が支配される側に課すルールを正当化するために使われる用語であり、と
りわけ国家を正当化するために――そこにおいてたとえば女性がまったく発言権を持って
いなかったとしても――使われる用語である。支配される側は、反抗したり逃げ出したりし
なければただそれだけで――本当に異論を唱えたり脱出することが可能であるかどうかに
かかわりなく――この「同意」なる行為を行なったとみなされる。法において、
「同意」が
求められるのは、その行為が当人にとって必要かもしれないが合意なしにやれば有害にな
りうるものか、あるいは、体にメスを入れる場合のように本質的に危険な行為である場合で
ある。セックスはそういうものではないが、男性はどうやら女性にとってはそうだと思って
いるようだ。冷静に考えてみよう。
「私たちは同意した」という言い回しは、楽しみとして
の性的相互行為について表現する言い方ではない。「同意」というのは、自由な人々のあい
だでのセックスにとって貧弱でみじめな基準である。売買春をめぐる論争の中で「同意」と
いう概念が果たしているのは、女性が性的に望んではいないセックスをしていることを知
っている男性の気分をよくすることであり、そうした行為をビジネスにとって（そして同様
に男性支配にとって、つまりは男性のルールにとって）適合的なものにすることである。売
買春の中にいる女性たちにとって、自分がしているセックスは性的に虐待された子供のセ
ックスと似ている。つまり、自分よりも力を持った相手が押しつける場合以外にはけっして
しないであろうセックスである。
「同意」というのは本質的に不平等な概念である。婚姻内でのセックスも多くは不平等で
あるかもしれない。もっとも、結婚への同意をセックスへの同意とみなすという古いルール
は多くの地域ではもはや尊重されていないが。しかし結婚には出口がある。離婚と呼ばれる
出口が。しかしそれに類するものは売買春にはない。力の行使によって強制される不平等な
セックスについては、何事かをなすことができるとみなされてきた。たとえばレイプと呼ば
れるものがそれだ。第三者による束縛にもとづいて売買される不平等なセックスについて
も何事かをなすことができるとみなされてきた。それは人身取引や売春斡旋と呼ばれてい
る。有給の雇用労働の場で経済的な生活のためになされる不平等なセックス――セクシュ
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アルハラスメント――については、私たち自身が何事かをなしており、今では性差別と呼ば
れている。私たちがここで論じている、純粋に生活のためになされるセックス――売買春
――についても、私たちは何事かをなすことができるはずである。
売買春は「労働」か？
売買春は他のどの職業とも同じではない。一個の人格に対してなされうる性的な（intimate）
接近と侵入に対して需要側に制限を課すことは、人権法と労働法の核心そのものであり、そ
の目的である。私は一つ気づいたことがある。売買春も一つの仕事であるという理屈に（一
部は）もとづいて売買春を合法化するのなら、失業手当を受けるためには合法の売春店ない
し性産業のその他の形態で女性が「働く」ことを必要とするはずだが、私の知るかぎりでは
どこでもそうなっていない。ほとんどの国や地域でも、失業手当の受給者は就業可能な仕事
を進んで受け入れることを求められているにもかかわらず、である。
しかるに、この論争において、売買春は労働であるという観念は啓発的な類似例を際限な
しに生んでいる。どうやら同じような発想は世界中の人々の頭の中に自然に生まれてくる
ようだ。曰く、売買春が問題だというなら、トイレ掃除には問題がないと言うのか？
廃棄物の処理はどうか？

工場の事故で腕を失うことだってあるじゃないか？

有害

橋げたの

建設では死ぬことだってある、云々。こういうことを言う人々は、これらの仕事や労働条件
をこれまで一度も擁護したことはないし、それ以前もそれ以降もない。これらの人々は、売
買春は、貧困で恵まれない女性たちにとって遺憾だが受け入れ可能な選択――これらの
人々は非常に賢明で寛容で思慮深いので、政策の問題としてこの選択を擁護するわけだ
――であると示唆することによって、先に列挙した仕事を暗黙のうちに擁護しているわけ
だが、しかしこれらの人々は、もしこれらの仕事をしているのがみなある特定の〔歴史的に
差別されてきた〕人種であったり、不法滞在の移民であったり、その 89％（あるいはそれ
よりはるかに少ない率であっても）が辞めたくても辞められないと訴えているとしたら、真
っ先にそれは人権侵害であるとみなす人々なのではないだろうか？

これらの仕事のいず

れも子供の時の性虐待によって準備されたものではない（学問の世界はもしかしてそうな
のか？）。いずれも売買春におけるような PTSD 発症率をもたらしはしない。このような理
論操作が共有しているのは次のような基本的前提である。
「誰かがそれをしなければならな
い」。だが、トイレ掃除や工場や橋の必要性についてあれこれ論じなくとも、一つのことだ
けはたしかである。売買春の中で行なわれていることをしなければならないような人間は
１人もいないということだ。それがなくなっても、一部の男たちが今日はヤレないというだ
けのことである。それは想定可能であるし、実行可能でさえある。そして、同情に値する男
性の中のどんなサブグループといえども――たとえば障碍者の男性――、自己の性的満足
のためだけに身体的侵犯に利用できる一集団をキープしておく権利など持ってはいない。
売買春はレイプと同じく不可避なものではない。
売買春と労働とのあいだの区別が時おり曖昧なものに見えるのは、性的に侵害されるこ
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とが――たとえその後でお金が相手に投げ与えられるとしても――一つの仕事であるから
ではない。そうではなく、女性が行なっている仕事の多くが――私たちの意に反して――性
的なものにされているからにすぎない。このことが区別不能という観念を大いに醸成して
いるのである。それだけではなく、多くの労働に性的搾取が含まれており、労働のために売
り買いされる多くの人々が最後には性産業に行きついているからでもある。
単なる労働というアナロジーは、そこに関わっている〔支配・従属の〕諸関係を看過する
ものである。このこと――そしてそれがセックスであること――は問題全体の核心をなす。
奴隷制は、そこでなされている労働を労働でないものにするわけではないが、そこに関わっ
ている〔強制的〕諸関係はそれを単なる仕事にはしない。とはいえ奴隷制の中の労働はやは
、、
り労働である。組合への組織化も、誰がどのように使用されるかを変化させはしないし、辞
めることをより容易にもしない。もし売買春が労働であり、一個の人権なら、債務労働もそ
うである。債務労働も労働に関わっているし、その過程の一つ一つにおいて一定の選択がな
されている。このことは、それを単なる仕事にするだろうか？
ティブになるだろうか？

福祉国家に対するオルタナ

あるいは人権侵害ではないものになるだろうか？

さらに、このアナロジーに関しては、尊敬すべきアカデミズムの同僚たちも大いに貢献し
ている。彼らは言う。性を売ることは考えたり書いたりすることとそれほど違わない、なぜ
ならわれわれはみな自分たちの一部を売っているからだ、と。だが、現実世界における売買
春は、これらの人々が安直に利用するための抽象物でもメタファでもない。暴行率や死亡率
がまったく違うという点は別にしても――教育現場におけるセクシュアルハラスメントの
蔓延を念頭に置いた場合でさえ、これはかなり大きな留保だ――、またその活動においてセ
クシュアリティを顕示する度合いがまったく異なっている（願わくば）ことは別にしても、
さらには、誰かを法学教授にするために頭に銃を突きつける者など誰もいないという事実
を別にしても、私たち――少なくとも私たちの一部――は「言われた通りのことをする」学
問をやっているわけではない。
反売買春は反セックスか？
セックスワーク論の支持者たちはしばしば、売買春に反対する者はセックスに反対する
者だと言う。彼らが語るセックスとは、まさに私が虐待として描いている現実のことである。
これはまるで、レイプに反対するのはセックスに反対することだと言うようなものだ。それ
どころか、彼らは実際そう言っている。この同じグループは時には次のようにも言う。あら
ゆる虐待、レイプ、殴打は、私たち――イデオロギー的に動機づけられ、性的に抑圧され、
セックスパニックに陥っているビクトリア朝的堅物女、娼婦として成功するのに必要なも
のを持っていないだけの不平屋――によってでっち上げられ誇張されたものである、と。ピ
ンプもどうやらでっち上げられたものらしい。被買春女性は、これらの人々の見解によれば、
独立事業主である。なるほど、だからマネージャーも雇っているのだろう。
その後、HIV/AIDS の問題がやって来て、これらの人々でさえ被害の存在を発見したのだ
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が、それと並んで、それに対処すると称して大きな金づるを手に入れた。彼らにとって好都
合なことに、この疾病にかかるのは、買春男たちによって顔面に〔精液を〕ぶちまけられる
女性たちだけでなく、女性を使用する男性もである。見事なまでにジェンダー中立的で男女
対称的である。今やインドの悪質きわまりない店舗型の売春システムはそのまま維持され
なければならない。そうでないとどこにコンドームを配ればいいのか？

インドの性的人

身取引は、ビル・ゲイツがコンドームの配布に 3000 万ドルを費やして以降、300％も増大し
た。女性たちが本当にこれらのコンドームを使用することができるのか、それともそれを使
わないという選択肢以外のいかなる選択肢も持たない女性の価格が高騰するだけなのかに
ついて、彼らの中で追跡調査した者はいるのだろうか？

このコンドームというのは、売買

春に伴う人権侵害をも封じ込め隠蔽することによって、世界を売買春にとって安全なもの
にすることを提案する予防的セックスワーク論の象徴なのではないだろうか。
セックスワーク論は児童買春を否定できるのか？
売買春に本来的に内在する被害を否定する議論が最初に出くわす難点は、子供は買春さ
れるべきではないと彼らが認めたときに生じた。これはセックスワーク論者が今ではお決
まりのように行なっている譲歩である。しかし、彼らのうちの誰も、子供をセックスのため
に売買することの何が本当に問題なのかを語ったことはない。ただ「問題だ」と言うだけで
ある。だが、もし売買春が自由で平等で解放でエンパワーメント的なら、もしそれが女性の
人生をより自律的で独立したものにするのなら、その弊害が偶然的ないし無視しうるほど
わずかなものであるのなら、そして被害を最小限にし、封じ込めることができるのなら、い
ったい全体どうして、子供たちがそれをすること〔児童買春〕やそれをされているのを見るこ
と〔児童ポルノ〕に問題があるなどと言えるのか？

誰も言えないはずだ。そして、もし子供

たちが売買春に巻き込まれることに問題があるのなら、彼女が 17 歳から 366 日だけ年を取
ったとたんに突然いったい何が変わるのか？
実際のところはこうだ――そしてこのことは誰もが知っている。もし誰一人として子供
の時に性産業に入ることができなくなったとしたら、性産業はたちまち深刻な人手不足に
陥るだろうということだ（このことは遡及条項〔過去にさかのぼって被害を認定すること〕を魅力
的なものにする）。ほとんどの女性は子供のときに、そして子供時代に受けた性的侵害の結
果として性産業に入っているが、このことを否定しようとした者はほとんどいない。否定さ
れているのは、成人の売買春を当人がもはや小さな少女ではないという理屈で擁護するこ
とは、継続する人権侵害を支持することになるという厳然たる事実である。
性売買における成人と子供は２つの分離したグループではない。これらの人々は時間軸
の２つの地点にいる同一のグループである。子供時代の性的虐待の一つの結果――売買春
の内外で女性たちが抗っている結果――は、性的に侵害されたときに、そのことで価値を認
められ承認されたと感じることであり、それと同時に根本的に恥辱を感じ、貶められ無価値
なものにされたと感じることである。子供時代の性的虐待は、売買春こそが自分の居場所で
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あると当人に思わせる。その一方で、法、政策、大衆文化は、被害者が同意できる大人とし
て過去を切り離しうるだけ十分に長く生きるのをただ待っているだけなのだ。売買春の被
害を児童買春という形態でのみ認めることは、売買春の内在的被害が継続するのを可能と
するための戦略的撤退〔全体を正当化するために部分的にのみ譲歩すること〕である。
売買春と人身取引
セックスワーク論者による第２の譲歩は、売買春を擁護しながら性的人身取引を批判す
ることであった。しかし、人身取引とは何か？

国際的に見て、全世界で採用されているパ

レルモ議定書の定義――アメリカ合衆国でさえ採用された――によれば、強制力、だまし、
強要を通じて、商業的セックスのために性的に搾取されることがそこに含まれる。この定義
および性産業の現実には「権力の濫用や弱い立場の利用」を通じて性的に搾取することも含
まれている。カースト、人種、年齢は「弱い立場」になりうるし、言うまでもなく、貧困、
性、ジェンダーもそうである。性的人身取引は、性的搾取を目的として人間を移送し、移動
し、隠匿し、受け取ることであり、そのように定義されている。これこそまさにピンプや売
春業者がやっていることである。法的権限のライン〔国境ないし州境〕を超えることは人身取
引の国際的定義ではないし、少なくとも 1949 年以降そうではなかった。人身取引であるこ
との必須条件はしたがって、国境を超えることでもなければ、深刻な暴力が行使されること
．．．．．．．．．．
でもない。第三者が関与することである。自分で自分を人身取引することはできない。この
ことは人身取引を、理論上、一部の売買春から区別する。性的搾取は奴隷制でもありうる。
なぜなら奴隷制とは、国際的には、一個の人間に対して所有権を行使することだからである。
自分で自分を奴隷にすることもできない。
北欧モデルか合法化か
ほとんどの国や地域では、売春者は〔買春されるという〕被害を受けたことを理由にして
犯罪者にされている一方で、彼女らに被害を与えた側はたいていの場合、法律上ないし事実
上おとがめなしである。スウェーデンがなしたことは、売買春を女性に対する暴力であると
みなして、買い手を強力に罰したことである。すなわちセックスの購買を犯罪とみなし、そ
れを執行したことである。スウェーデンは性産業から脱け出すことを望む人々に一定のサ
ポートを提供するよう同法を拡充した。ただしこの面に関してはもっと多くのことが可能
だろう（フランスの法案ではありがたいことに、この支援の面ははるかに充実したものにな
っている）。売春女性の犯罪者性を一掃することは彼女らの地位を引き上げ、買い手を犯罪
者化することは彼らの特権を引き下げる。このことゆえに同法は、その精神と効果の点で実
体的平等法であると言えるのである。同法のおかげで路上売春は半分以上減少し、全体とし
ての売春の数も劇的に減った。スウェーデンはそのおかげでヨーロッパで最も低い人身取
引発生率の国になった。同法が発効してから 10 年後、スウェーデン政府はこの法が期待通
りに機能していると結論づけた。売買春のスティグマは買春男へと移された。性産業の側が
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パニックに陥って、同法についてあれこれとウソを振りまいているが、スウェーデン・モデ
ルは売買春に対する法的アプローチの中で、世界史上、性産業に対して有効に働いた唯一の
ものである。
それとは対照的に、売買春が合法化されれば、オーストラリアの優れた研究調査の中で実
証されているように、人身取引は天井知らずに増大することになる。それは経済的に見て当
然である。いったん女性と子供が合法的に組み込まれると、公然と営業する性産業から上が
る儲けは天文学的なものになる。非合法の売買春も合法化のもとで爆発的に増大したし、オ
ーストラリアの現場ではそれがはっきりと示されている。合法的な売春店が、買春男の望ま
ない保護措置〔コンドームの着用など〕を求めると、彼らはお隣の非合法店に行って、より多
くの金を払う。このことは、ただでさえ危険な状況にある非合法の移民女性にとって生活を
いっそう危険なものにする。
合法化――性産業が当然の理由からして主要目標としているもの――は失敗した実験で
ある。ドイツ政府は、同国での性産業の合法化はそれが約束していた恩恵を与えるのに失敗
したと結論づけた。すなわち、組織犯罪集団の支配力を減らすことも、人身取引を減らすこ
とも、売買春をより透明でより地下に潜らないようにすることも、そこからより脱け出しや
すくすることも、より健全でより安全にすることもできなかった、と。それは、かつて存在
していた法執行機関をことごとく蝕み、そのため、社会および大衆文化は売買春には何の問
題もないと考えるに至った。2008 年に売買春に関する法〔2003 年に売買春を非犯罪化した売春改
革法〕の調査を行なったニュージーランド政府の委員会は、同様のことを見出した。売買春

における女性に対する暴力と性産業を取り巻く社会的スティグマは非犯罪化にもかかわら
ず継続している、と。
合法化がうまく機能しない一つの理由は、そこに関わる明白な経済的インセンティブを
措いたとしても、以下のことにある。売買春の中の女性のほとんどは、これが今後の人生の
あいだずっと続くのだとは思っていないし思いたくない。ところが法律になると、実名を用
いなければならず、その名前を登録し、書類に記録として残さなければならない。法的な売
春婦になるということは、売買春が自分の公的なライフストーリーの一部になるという決
意をすることを意味する。被買春女性のほとんどは、たとえ今はそれをしなければならない
としても、さまざまな夢を持っている。したがって、いつか売買春から脱け出すことができ
るように、合法的売買春のもとでもなお繁栄している非合法の売買春に依存し、それゆえ売
買春の合法化が与える何らかの恩恵がたとえあるとしても、そのほとんどをこうむらない
のである。
結論
以上述べたあらゆるエビデンスから言えるのは、この問題をめぐって法と政策との構造
的枠を設定している種々の道徳的区別――私が出発点にしたもの――が、イデオロギー的
な区別であって、混乱しているとともに混乱させるものであり、悪辣で剥き出しの搾取であ
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るものを社会的により受け入れやすいものにし、果てしない論争を喚起するものでしかな
いということである。売買春の中にいるほとんどの成人女性は、最初少女であった時に買春
され、そのまま抜け出せないでいるだけなのだ。彼女らが年を取って引退しても、階級、性
別、時に人種などのさまざまな弱い立場はそのまま維持されるし、あるいはしばしば犯罪歴
がくっつき、ほとんど常に買春されてきたという心理的な荒廃を伴っている。売春業者〔人
身取引業者〕やピンプは、最も無力な状態にある少女を、したがって最も市場価値がある時期

の女性をつかまえることに利益を有している。その後、月日が経つにつれて、彼女らがこう
むる搾取はますます彼女ら自身の責任へと転嫁される。屋内で使用されている場合、被買春
女性は産業的にピンプや買春男にとって利用しやすくなる一方で、他のほとんどすべての
者にとっては不可視になる。合法的なものも非合法的なものも同じ被害と弊害を与えるが、
その多くは包括的合法化によっていっそう悪化する。売買春の核心に存在するのは、さまざ
まな形態と規模の強制力である。このことは、真の選択肢を持った自由な個人であれば自発
的に選択するだろうなどと信じるのをはなはだ困難にする。
おそらく、売買春の最も深刻な侵害性――種々の不平等と具体的な諸被害のうちにその
物質的基盤を有したそれ――は、その中にいかなる尊厳も存在しないことである。ここに
「エージェンシー（主体性）」を帰属させること――あたかもそれが自由を意味するかのよ
うに――は、あの失われた尊厳をつかもうとする絶望的試みであるのかもしれないが、それ
と同時に、搾取されている側がけっして失わない尊厳が性産業の側に乗っ取られることで
もある。
被買春女性の諸権利を推進する適切な法ないし政策は、３つのポイントを有している。１、
売買春の中で買われている側の人々を非犯罪化し支援すること、２、買い手を強力に犯罪化
すること、３、第三者の利得者を犯罪化すること、である。平等を推進するためには、平等
の侵害者たちを締め出し、世界を侵害された側の人々に開かれたものにしなければならな
い。これこそまさに彼女らが求めていることだ。売買春の中の女性たちのうち、私がこれま
で会った中で、自分の子どもたちに同じ人生を送らせたいと望んだ者は１人もいなかった。
このことは、彼女が売買春を選んだのではなく売買春が彼女を選んだということ以外の何
を意味するだろうか？
売買春の中の女性たちには拒否されてきた選択肢を持っている一部の人々には、被買春
女性たちにも売春以外の人生があるということについて想像することができないようだ。
私が知っている人々――同僚たち、友人たち、私がともに活動しそのために働いている人々
〔サバイバー〕――にはそんな困難はない。これらの人々は真の仕事、真の愛、尊厳、希望を

理解している。
出 典 ： Catharine A. MacKinnon, Trafficking, Prostitution, and Inequality (2015), in Catharine A.
MacKinnon, Butterfly politics, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2017.
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売買春はなぜ合法化されてはいけないか
ジュリー・ビンデル
『ガーディアン』2017 年 10 月 11 日
訳

大原レイカ

もし「売買春についてどうするべきか？」と問えば、昨今は世界中どこでも、
「合法化せ
よ」の答えが返ってくる。この意見は、セックスに金を払う男と、セックスを売る女はこれ
からもずっと存在するだろうという信仰に基づいている。合法化を是とするこの意見によ
れば、売春店の経営から性を買うことまで、売買春のいっさいの側面を非犯罪化することで、
これらの女性たちの生活はより安全になり、虐待の根絶もより容易になるというのである。
非犯罪化を支持する人々――その中には多くのリベラルや一部フェミニストも含まれる
――は、売春を労働だとみなし、「セックスワーカー」も、労働組合や健康と安全にかかわ
る措置によって守ることができると議論する。たしかに、性を売ることのみを非犯罪化して、
買う側だけを犯罪化すれば、売春者自身は処罰されないことになる。しかし、たとえセック
スを買う側のみが刑事罰の対象であったとしても、被買春女性は リスクに晒されることに
なる、とこの議論は続く。
近年になってこの種の意見は大いに流布されるようになった。2000 年にはオランダで、
何年もの間半ば公認されてきた売春が正式に認められた。売春店の禁止が撤廃され、性売買
を合法化したのである。その３年後にニュージーランド政府が、わずか１票差で、路上での
売春と売春店の経営をも認めるニュージーランド売春改革法を通過させた。
これとは反対のアボリショニズム〔売買春廃止主義〕の立場、すなわち売春は本来的に虐待
的であり、女性の不平等の原因であると同時にその結果であるとする立場は、私自身を含め
たフェミニストと、これまで私がインタビューした性売買サバイバーの全員によって支持
されている。売春を安全にする方法など存在せず、売春をなくしていくことでしかそれは可
能にならないし、そうなるべきであると考える。アボリショニストは「セックスワーカー」
というおためごかしの呼び名を拒否し、生きた人間の身体がバーガーのような商品として
見られるようになるこの新自由主義世界において、売買春を暴力の一形態とみなす。
アボリショニストは、売春をセックスや性的アイデンティティに関するものと考えるの
ではなく、むしろ、男性権力に根ざした一方的な搾取的取引とみなす。アボリショニストは
また、性売買に対する進歩的な対応は、女性たちがそこから抜け出すのを助けたり、需要を
提供する側を処罰することであるという信念を持つ。1999 年から需要側を犯罪化し、性を
売る側を非犯罪化したスウェーデンでは、市民の意識に画期的な変化が起こり、国民の約
80％が政府のアプローチを支持するようになっている。
オランダ、アイルランド、イギリスで、売春の合法化ないし非犯罪化を目指すキャンペー
ンを調査してわかったのは、性産業の大物たちがそうしたキャンペーンにおいて非常に大
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きな発言力を有していて、しばしば資金提供も行なっていることである。そして、「セック
スワーカー」を代表すると称する諸団体は、生活のために性を売る女性たちを代表すること
ができるかもしれないが、ピンプの声を代弁することになる可能性も同じぐらいある。
売春が仕事として分類されるなら、その労働者たちが権利を求めるのは理にかなってい
る。問題は、
「セックスワーカー」という言葉、すなわち、1980 年代につくられ、警察や医
療従事者、メディアによってますます頻繁に用いられるようになったこの呼び名は、直接セ
ックスを売る人々だけでなく、ポルノ業者やストリッパー、ピンプまで含んでいることであ
る。
売春店が合法であるネバダ州で、私はある売春店オーナーにインタビューしたが、この人
物は、重度の学習障害のある若い女性（彼女はボーイフレンドの父親にそこに売られた）を
客に提供していた。重要なのは、この若い女性が売られてきた売春店が、法的に認可され、
レストランと何ら変わらないビジネスとみなされていることで、このピンプであるオーナ
ーが、親切にも彼女を雇って仕事を与えたと振る舞うことができてしまうという事実であ
る。
イギリスでは、非犯罪化を支持する議論が労働組合の支持を獲得した。GMB〔全国都市一
般労組。自治体労働者を中心とするイギリスの労働組合組織〕は 2002 年にアダルト娯楽部門を設置

し、政党の会議、王立看護大学、婦人会〔地方都市を基盤とする伝統的な女性団体〕などで講演会
を開催した。
2010 年、国際セックスワーカーズ・ユニオンの影響力が増大したのを見て、私はこの団
体の背景とメンバーを調べることにした。2000 年にロンドンで設立されたこの組合は、性
売買で働くすべての人々の権利のために立ち上がった「草の根組織」を自称している。その
ささやかな数のメンバーを見てみると、それは主として、性売買を研究している学者たち、
性を買っている男たち、または専門的な特殊技能を提供する店を経営する一風変わった人
物によって構成されており、イギリスの性売買当事者を代表するとはとうてい言えないも
のだった。
そのメンバーの一人でスポークスマンでもあるダグラス・フォックスは、イギリス保守党
やアムネスティ UK で熱心に活動してきた人物であり、大規模なエスコート売春会社の共
同経営者でもある。彼は 2008 年のアムネスティ・インターナショナルの年次会議で、売春
の包括的非犯罪化を支持する議案を提案した。７年後、この提案はアムネスティ・インター
ナショナルの公式方針となった。
他の地域でも似たようなパターンが見られる。アイルランドで買春行為の犯罪化をめざ
す全国共闘運動――「レッドライトを消せ 」運動――が結成されたそのほぼ直後、
「ブルー
ライトを消せ」という対抗キャンペーンが立ち上げられたが、前科のあるピンプであるピー
ター・マコーミックがこの運動に資金提供していたことが後でわかった。
その他の活動家としては、チャリティ詐欺で懲役 12 年の判決を受けて服役中のジョン・
デイヴィスがいる。少なく見積もって 550 万ポンド〔約 8 億円〕をイギリス国民の税金から
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かすめ取る前、デイヴィスは世界中を飛び回り、人身取引はフェミニストによって作られた
神話であり、非犯罪化が唯一の解決策であると会議で発言して回った。
合法化の議論が勝つとどうなるかはオランダのこの 10 年間に表れている。〔人身取引が
あまりにもひどくなったために〕法改正からわずか 3 年で、政府は路上売春地域の閉鎖と、
「飾り窓」許可証の数を制限しはじめた。2004 年、私は政府から補助金を受けていた「レ
ッドスレッド」組合の指導者にインタビューを行なった。彼女は、メンバーはわずか 100 名
で、そのほとんどは「セクシーダンサー」であり、売春にはまったく従事していないと話し
た。アムステルダムの市会議員で性売買サバイバーでもあるカリーナ・シャープマンは 2005
年に次のように述べている。合法化は、女性たちが積極的に売春者になることを選んでいる
という考えから生まれたものだが、
「このイメージは間違っています」
、「売春者の３分の２
は外国人で、ほとんどは非合法に滞在しており、経営者は誰も彼女たちを登録していませ
ん」。元アムステルダム市長ヨブ・コーヘンは、合法化は性売買から組織犯罪を一掃するこ
とに失敗したと語り、合法化の「部分的撤回」を望むと述べた。
一方ニュージーランドでは、組織犯罪、暴力、売春の三者の関係が切れることはなかった。
非犯罪化が現状を改善したのか悪化させたのかについては意見が分かれる。非犯罪化の 5 年
後に出されたある報告は、性売買で働く人々の数にはほとんど影響はないが、子供などへの
保護を提供できたと主張している。しかし、買春されていた女性たちの証言は、売春店オー
ナーや買春客の方が、女性たちよりも多くの利益を得たとのエビデンスを提供している。
いいニュースもある。ピンプはいつも勝利するわけではない。性を買う側を犯罪化し性を
売る側を非犯罪化した新法が、2015 年に北アイルランドで、そして今年〔2017 年〕になって
アイルランド共和国でも施行された。この新法への法的異議申し立て〔訴訟〕は、北アイル
ランドでは「セックスワーカーの権利」活動家ローラ・リーが先導しており、ピーター・マ
コーミックのようなピンプも支援者の一人である。
私としてはリーが負けることを望んでいる。売買春の非犯罪化によって売春者に保護を
提供できるのだと聞いて、その意見を支持する人がいるのは理解できる。しかし、そもそも
性を売っている側の女性や男性を犯罪者として扱うべきだなどと議論している人は、アボ
リショニストも含めてまずいない。私たちは、ピンプと買春者こそが犯罪者として扱われる
べきだと訴えているのだ。
私たちの意見に反対している人々が理解していないのは、一般に用いられている意味で
の「非犯罪化」とは、ピンプ行為〔自己の支配下にある女性に売春させて利益を上げる行為〕や買春、
売春店の経営をも容認するものだということである。そしてこれは取るべき道ではない。グ
ローバルな性売買を経営している男たちが、女たちの体からより多くの金を儲けるのを手
助けしたいのなら別だが。
出 典 ： https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/11/prostitution-legalised-sex-trade-pimpswomen
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◤

各国の経験

◢

【ドイツ】

ドイツの売春合法化は何をもたらしたか
フシュケ・マウ＆フランシーヌ・スポレンダ
Nordic Model Now! 2017 年 10 月 17 日
訳

大原レイカ

フシュケ・マウはドイツの合法化された売春制度のサバイバーである。本稿ではフランシー
ヌ・スポレンダが、ドイツにおける最近の売春法改正を中心に彼女にインタビューした。

フランシーヌ・スポレンダ（FS）
：ドイツは「ヨーロッパの売春宿」になったと言われてい
ますが、あなたの意見を聞かせてください。なぜこのような状況になったのでしょうか。
フシュケ・マウ（HM）
：私の考えでは、東欧諸国の加盟によって EU が拡大したことと、ド
イツ国内で売春需要が非常に高いことに原因があると思います。この国では、毎日約 120 万
人もの男性が売春店に通っています。それに加えて、ドイツの法律です。売春が 2002 年に
合法化されたため、ピンプ〔女性に売春をさせてお金を儲けている男、ヒモ、ポン引き、女衒〕であ
ることや売春店の経営者であることがもはや違法ではなくなりました。ピンプ行為〔女性に
売春をさせて利益を上げる行為〕が犯罪になるのは、それが「搾取的」である場合、つまり売

春者の稼ぎの 50％以上を取り立てたときのみです。しかし、売春店の部屋代はこの 50％に
入っていません。そしてこの部屋代は非常に高いのです。1 日に 100 ユーロから 180 ユーロ
〔1 万 2000 円～2 万円〕が通常です。

政治的に右の立場の人々はしばしば売春を非難しながら、同時に男性の秘密の権利、すな
わち売春の中にいる人間を買う権利は温存し、さらに売春の中にいる女性を蔑視します。他
方、政治的左派と緑の党は、トリッキーな論理を提供します。売春を仕事であると理想化し、
時にはフェミニスト的で、女性をエンパワーするものであると主張するのです。女性たちに
他の職に就く機会を提供したり売春から抜け出すサポートをするのではなく、売買春をで
きるだけ「快適な」ものにすることに努力が注がれます。89％の女性が売春から抜け出すこ
とを望んでいますが、その事実は完全に無視されています。

FS：最近通過した「売春者保護法」についてはどうですか？
ことはありますか？

この法律によって変わった

被買春女性にとってどのような否定面や積極面（そういうものがあ

るとして）があるか教えてください。
HM：この「売春者保護法（Prostituiertenschutzgesetz）」は、売春店経営者と売春者に一定の
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規制を加えるものです。今年（2017 年）の夏に施行されました。売春店の経営には許可証
またはライセンスが必要になり、人身取引の前科がある者には経営が認められなくなりま
した。売春者は登録が必要になり、個別のヘルスカウンセリングを受けることが義務づけら
れました。さらに、コンドームの使用が買春客に義務化されましたが、これがこの法律の唯
一よかった点です。コンドーム無しでの性交を要求する買春客は、高額な罰金を課せられる
ことになりました。
これらの点は別として、この法律が、ドイツにおける売買春のいちばんひどい帰結――た
とえば料金の定額制や輪姦プレーの提供――を表面的に解決しようとする政治戦略である
のは明らかです。この２つは今では禁止されています。しかし、状況そのものはまったく手
つかずです。コンドームが義務化された以外は、買い手の責任を問えるような規制はありま
せん。売春からの離脱サポートの著しい不足はそのままですし、他の仕事を探す女性への支
援は何もありません。
この法律は、
〔売春に入るのに〕21 歳以上という年齢制限さえ設けていません。そんなこ
とをすれば「特定の職業の禁止」になってしまう〔つまり職業差別になる〕という議論があっ
たからです。その結果、ヨーロッパ中の極貧地方出身の少女たちが、ドイツ国内で今なお搾
取されている状況にあります。強制売春は非常に証明が難しいのですが、警察は、９割の女
性がバックにいる男性（ピンプ）のために働いていると推定しています。

FS：この法律を施行する責任を負っているのが地方自治体であるため、十分に実行される
ことはないとおっしゃっていますが、その理由はなぜですか？
HM：地方自治体はこの法を施行するべき立場にありますが、そのための予算がほとんど自
治体に割り当てられていません。各市はたとえば売春者が登録しに行く役所の中に新たに
担当業務をつくり、そのための人員の配置をしなければなりません。通訳も必要ですし、ヘ
ルスカウンセリングを行なう医師も必要になります。しかし、国はどうやら、いかにして売
買春から最大限の利益を上げることができるのかにもっぱら関心があるようで、女性たち
にとって真に助けになるようなことに予算を振り向ける気はありません。カウンセリング
センターの数も足りていないし、離脱支援も不十分ですし、売春の中の女性たちがアクセス
できる他の雇用機会も不足しているのです。

FS：売買春の合法化が、どのように警察、地方自治体、政治における深刻な腐敗の原因に
なっているのかを説明していただけますか？
HM：合法化によって利益を得るのは、何よりもピンプ、売春店経営者、買春者（john）で
す。合法化された売買春は、女を買ってもいいという合図を買春客（punter）に送るもので
す。買春客であることはドイツでは恥ずべきことではありません。その反対です。最近、女
性の首を絞めて裁判にかけられた男がいました。担当判事は女性でしたが、女性の首絞めを
楽しみたかったのなら、売春者のところに行くだけですんだのにと言ったのです。このよう
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にして、特定の階層にいる女性たちに対する暴力はノーマルなものとされるのです。ここに
は連帯感情はありません。
ドイツにいる男性の多くが買春者です。ある研究が示すところでは、４人のうち３人が少
なくとも１度は売春を利用したことがあるとのことです。合法化されているので、彼らはそ
こに行き、ただそれを行なうのです。ごく当然のことのようにです。
それに対して、売春者たちの方は非犯罪化されませんでした。ゾーニング規制に違反すれ
ば処罰されますし、税金を払えなくても処罰されます。このため、売春店の経営者や買春客
たちは女性を脅迫することができるのです。しかも多くの政治家や警察官も買春者です。
私の最初のピンプは警察官でしたし、多くの警官が私の客になりました。中には、人身売
買事件を担当している者も何人かいました。本人たちはまるっきりそれが問題だとは思っ
ていませんでした。買春者であるこれらの警察官や政治家たちは、買春者にとって利益にな
るように判断を下すのです。そうすれば売春店は税収を増やしてくれますから。例をあげる
と、ケルンにあるパスハ〔ドイツ最大の売春店で、客は１日当たり 1000 人とも言われている〕のよう
な大型売春店がそうです。このような売春店を台無しにしたいと思う政治家はどこにもい
ません。

FS：ドイツにおける巨大売春店や売春チェーン店について話していただけますか？

こう

した売春店での被買春女性への虐待は、その他の種類の売春よりもひどいのでしょうか
（「全プレー対応」コース、複数プレー、監視システムなど） こうした売春チェーン店の
所有者はどういう人物ですか？
HM：ドイツの大型店には２つのタイプがあります。買春客と女性が顔を合わせてから部屋
に上がるかどうかを決めるタイプと、買春客が通路を歩いていって、それぞれ自分の部屋の
前に座っている女性たちを選ぶタイプです。
「売春者保護法」が 2017 年に、定額制やその他
店側が設定する固定料金制度を禁止し、また複数プレーを禁止しました。しかし、現在すで
に明らかになっているように、大型店が生き残り、小規模店やアパートで営業している売春
店は閉店していっています。

FS：合法化によって、ピンプや人身取引業者が立派なビジネスマンに変貌しました。あな
たは以前、売春店に投資した「プリンツ（プリンス）」
・フォン・ザクセン・アンハルト〔「プ
リンス」の称号を購入したドイツの実業家〕のケースについて話されていましたね。これらの「ビ

ジネスマン」たちは、今や自由に広告を出して新規の売春者を募集できます。売春店の広告
はどこでも見られるようになりました。このピンプ行為と売買春の「ノーマライゼーショ
ン」について、そしてそれがドイツ社会と女性の状況にどのような影響を与えたのかにつ
いて教えてください。
HM：売春店の経営者を TV 番組に招いたり、彼ら自身に独自の番組制作を任せることで、
私たちの社会は、女性をお金で買うことの受容を新しい水準に引き上げたと思います。売春
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店を経営・管理することや、買春客であることは、ドイツではもはや恥ずかしいことだとは
みなされていません。しかしながら、だからといって被買春女性が広く受け入れられるよう
になったわけではありません。彼女らは依然として無価値な存在として扱われています。セ
ックスを提供することは道徳的にいかがわしいことであるとあいかわらずみなされている
一方で、セックスを買うことは完全に普通のことになりました。
人々の共感は明らかに買春客と売春店経営者の側にあります。これが、合法化が私たちに
もたらしたものです。その結果として、女性に対する暴力はありふれたものになっています。
私が被買春女性であったのを知らない知人から、それがいかに「ごく普通のサービス」であ
るかをとくとくと聞かされたこともあります。
それと同時に、売春のノーマライゼーションは、社会が女性に対するそれ以外の形態の性
暴力をどのように理解するか（あるいはむしろ理解しないか）に深い影響を与えました。女
性がレイプ被害を訴えたいと思っても、証拠不十分で加害者の有罪が認められなかったと
きに、女性の方が逆に名誉毀損に問われかねない状況にあります。これは偶然だとは思えま
せん。

FS：ドイツにおける「セックスワーカーの労働組合」と売春推進派のロビー団体について
話していただけますか？

彼らはどのような人たちなのでしょうか？

はどれぐらいこれらの団体に属しているのでしょうか？

実際の売春従事者

資金を出しているのは誰です

か？
HM：ドイツには、BSD（性的サービス提供者協会）という、売春店の経営者のみが参加す
る業者団体が存在します。運営者のみのはずなのですが、あらゆる売春問題に関して政治家
たちを相談役にしています。また、BESD（エロティック＆性的サービス提供者協会）とい
う団体もあります。
「セックスワーカー」の労働組合の一種だと自己宣伝しているのですが、
表に出て発言するのは SM の S の女性であったり、またはそうした人たち向けのスタジオ
の経営者だったり、売春用の部屋を貸す大家だったり、つまり実際は運営側の人たちです。
この団体は参加者の人数を公表していません。
「ハイドラ（Hydra）
」はベルリンにあるカウ
ンセリング啓発団体で、売春業に入ることを推進し、そのためのカウンセリング事業に公然
と従事しています。
FS：
「セックスワーク」派の団体は売春から抜け出したい女性にとってまったく役に立たな
いだけではなく、それどころか、女性を売春に押しとどめたり、新たに女性をリクルートし
てさえいると発言されていましたね。これらの団体について話していただけますか？
HM：政治的なプレッシャーもあって、これらの団体も、売春を辞めたい女性のサポートを
すると発言するようになりました。その理由は、すべての女性がこの「仕事（job）」に向い
ているわけではないからだそうです。しかし、売春以外の仕事を提供したりはしません。離
脱サポートの代替物として、ドイツにはカウンセリング啓発センターがありますが、数が少
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なく、遠くに点在しているだけです。ドイツ国内には、センターが一つもない州がいくつも
あります。そして、こうしたセンターのほとんどが「セックスワーク」派です。実際に被買
春女性を標的にした殺人事件が起こっているのに１）、彼女らがリスク・グループとみなされ
ないよう宣伝活動を行なっています。彼女らがリスクにさらされていると認めるとスティ
グマを押すことになるからだというのです。さらに私が聞いたケースでは、売春から抜け出
したいと希望した被買春女性たちは、エスコート型売春ではなく SM の S になれるようキ
ャリア調整しようと言われたそうです。当然ながら、これでは何の助けにもなりません。

FS：ドイツ国家そのものが最大のピンプ（税金などの取得）だと言えるのはなぜですか？
HM：こうした啓発センターの多くは国から公的資金を受けています。女性たちが離脱サポ
ートを受けられず、逆に「セックスワークによりよく適応」できるよう支援されたら、本人
がそう望んでいなくても多くは売春にとどまってしまうでしょう。
ドイツ政府はそのことから利益を得ています。こうした女性たちは税金を払い続けるこ
とになりますから。1 日あたり 30 ユーロも支払っている女性たちもいます。これは「歓楽
税」と呼ばれていますが、皮肉なことに、私が個人的に知っている女性でこの仕事を楽しん
でいる人は一人もいません。売春の中の女性たちが支払わなければいけない費用はたいへ
んなものです。売春店の部屋代として 1 日 100～180 ユーロ（売春店の経営者への支払い）、
税（国への支払い）、さらにピンプにも支払うのです。

FS：ドイツの売春店がホテルのようにランク付けされているのを見ましたが、あれは正確
なのでしょうか？
HM：売春店経営者の業者団体である BSD は、優良な売春店に贈られる「品質保証シール」
を導入しました。こうした売春店で働く女性たちはみな、自発的かつ自立的に働いていると
され、いかなる犯罪も行なわれていないというわけです。このシールはもちろんまったく意
味がありません。売春店の経営者クラブが売春店を選んで品質保証シールを贈るのです。バ
イアスがないとか客観的であるなどと想定することがどうしてできるでしょうか。
この団体はしかも、これが新しいマーケティング戦略であることを認めてさえいます。買
春客が、その店にいる女性たちが無理やり連れてこられたのではないかと心配しなくてす
むように考案されたのです。実際にはほとんどの買春客は優良店かどうかなど気にしてい
ません。強制売春の方が楽しめるかもしれません。より容易に女性を虐待することができま
すから。こうした女性たちはより立場が弱く、さまざまな性行為や客の要求を断れなかった
りします。このシールは特定の客層に向けたものです。つまり「倫理的正しさ」を気にする
タイプの客です。彼らも、いまや気兼ねなく売春店に行けるようになりました。
出典：https://nordicmodelnow.org/2017/10/17/francine-sporenda-interviews-huschke-mau/

１）

https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-prostitution-is-inherently-violent/
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ドイツにおける売春帝国の台頭と没落
――暴露された「クリーンな売春店」の正体――
ヒルケ・ロレンツ
『ガーディアン』2019 年 6 月 22 日
――ユルゲン・ルドゥロフの「健康スパ」のチェーン店は、セックスをヘルスサービスとし
て売っていた。しかし、このビジネスモデルは致命的な打撃を受けた。裁判で、彼が人身取
引を幇助していたことが暴露されたのだ。

今回の劇的な転落以前、ユルゲン・ルドゥロフは、ドイツの「売春店キング」を自任して
いた。彼は売春クラブのチェーン店のオーナーとして、「ヨーロッパ最大の性産業市場」を
提供していると豪語していた。彼は、どこから見ても立派な身なりの企業家であり、リアリ
ティ TV やトークショーなどの常連でもあった。
ルドゥロフは現在、人身取引をほう助し教唆した罪で５年の懲役に服している。彼の裁判
は、彼のクラブで売春婦として働いている女性たちの境遇のひどさと虐待を白日のもとに
さらした。裁判記録によると、彼女たちは動物のように扱われ、十分な金を稼がないと殴ら
れた。彼の投獄は、ドイツの「クリーンな売春」産業〔搾取や人身取引のいっさいない売買春〕な
るものの正体を赤裸々に暴露した。性売買は合法化され大いに繁盛しているが、その背後に
あるものをめぐる厄介な問題が彼の事件を通じて提起されている。
売買春はドイツでは 2002 年に合法化され、年間 150 億ユーロ〔約 1 兆 8000 億円〕を稼ぎ出
し、毎日 100 万人以上の男たちが売春婦のもとに通っている。
〔合法化への〕法の変更は「ス
ーパー売春店」の台頭をもたらし、その種の施設が非合法の国々から旅行客を大量に引き寄
せた。
ルドゥロフの帝国――売春店「パラダイス」のチェーン――は、男性のためのヘルスサー
ビスとして性を販売することができるとの考えのもとに設立され、ほとんど一産業規模に
まで成長した。
その中でも最も有名なのが、600
万ユーロもかけて 2008 年にオープ
ンしたパラダイス・シュトゥット
ガルト店である（左の写真）。５階
建てのこのクラブは、
「男性の健康
センター」と銘打っており、客は、
入場料、食事、飲み物、トルコ風呂
などの代金込みで 69 ユーロを支払
う。セックスは別料金で、追加で 30
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分 50 ユーロを支払う。男たちはバスローブとサンダルを身に着け、女性はハイヒールを履
いている以外は全裸である。
このクラブで働く女性たちも 69 ユーロの入場料を支払い、１日の税金 25 ユーロにプラ
スして、一晩泊まるときには簡易ベッド代の料金を支払う。
パラダイスのビジネスモデルは基本的に、ドイツ中に何百店舗もある「サウナクラブ」と
同じである。売春店オーナーは施設・場所を提供し、女性は個人事業主であるという建前だ。
しかし、ルドゥロフの大規模・低価格モデルは、需要を十分満たすだけの女性の供給があり、
十分に多くの客がパラダイスのドアをくぐる場合のみ機能する。
裁判記録によれば、このことがほとんどすぐにパラダイスにとって問題になった。クラブ
の需要を満たすだけの十分な女性がいなかったのだ。そこで性産業内の友人たち〔人身取引
業者〕はルドゥロフに援助を申し出た。

ルドゥロフのビジネスが成長の一途にあった 2008 年、バイエルン州アウグスブルク――
シュトゥットガルトから 100 マイルも離れている――の捜査官たちは、シュトゥットガル
ト出身のギャングたちが東欧から女性たちを人身売買し、彼女らをパラダイスに送り込ん
で働かせているとのマル秘情報を受け取った（ドイツでは売春は合法だが、ピンプ行為と性
的人身取引は合法ではない）。この時点では、ルドゥロフとのつながりはまだ明確になって
いなかった。その後、2013 年になると、アウグスブルクの売春店に対する人身取引捜査は、
パラダイスとのさらなる結びつきを突き止めた。
2014 年 11 月 30 日の午後 6 時、1000 人もの警察官が動員され 70 箇所が捜索対象となっ
た大規模作戦が実行され、シュトゥットガルト、フランクフルト、サールブリュッケン、グ
ラーツ（オーストリアの都市）におけるルドゥロフの４つのクラブが一斉に捜索された。売
春店支配人の自宅および仕事場だけでなく、投資家たちの車とアパートも徹底的に調べ上
げられ、文書ファイル、財務記録、コンピューター、携帯電話などが押収された。
女性たちをパラダイスに人身売買した幾人かのピンプを有罪にするのに十分な証拠が集
まった。ルドゥロフ自身も 2017 年 9 月についに逮捕された。
ほぼ１年近くにわたって続いた裁判の中で、刑務所行きになったピンプたちの証言は、人
身取引がルドゥロフのビジネスの成功にとって決定的であったことを暴露した。
彼の裁判における証言者の一人であったイブラヒムは「ヘルズ・エンジェルス（地獄の天
使）」〔有名な国際バイカーギャング団で、世界 22 か国に支部を持ち、構成メンバーは 1 万人以上〕の元
メンバーであり、ルドゥロフの近しい友人だった。イブラヒムは、女性たちを強要してパラ
ダイスで売春させたことを認めた。彼女らには１日に 500 ユーロの目標金額を課し、十分な
お金を持ち帰らないと殴った。イブラヒムは女性の体ではなく頭を殴ることにしていた。そ
うすれば誰も傷あとに気づかないからだ、と彼は説明した。彼はさらに自分の名前のタトゥ
ーを女性たちの体に彫り、豊胸手術を受けるよう女性たちに命じた。
パラダイスで働いていた１人の女性は、その店で働き始めた最初の夜の後で泣いている
若い女性たちを見たと裁判所で証言した。別の女性は、ギャングのメンバーが女性を「動物
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のように」扱っているのを見たと述べた。
裁判の首席検事ペーター・ホルツヴァルトは、クラブのオーナーと支配人たちは「組織犯
罪ほう助・教唆（Organisationensdelikt）
」の罪で有罪になったのだと言う。裁判に持ち込むこ
とのできたケースにおいて「ルドゥロフは、自分のクラブで働いている女性たちがピンプに
よって搾取されていたことを知っていました」とホルツヴァルトは言う。「そして彼は、女
性たちが人身売買されていたことを知っていました。というよりもそうだろうと思ってい
ても、そのまま彼女らを働かせていました。それだけで有罪に十分です」。
裁判所も同じ意見だった。この年の 2 月末にルドゥロフに刑を宣告した判事は、次のよう
に述べた。
「これだけの規模でクリーンな売春店などありえません」。この有罪判決が性産業
に対する警告になればいいんですが、とつけ加えた。
それから３ヵ月、ドイツの合法売春店の中で潜んでいるかもしれない犯罪の規模がいっ
たいどれほどのものなのかという問題が提起されている。
アウグスブルクの警視ヘルムート・スポーラーは、売春が合法化されて以降、性産業が巨
大な成長を遂げ、女性に対する需要を急増させたと言う。ドイツ当局は、国内の性売買に従
事する女性数に関するデータを持っていないが、控えめに見積もっても 40 万人は下らない
と見られている。スポーラーによると、これらの女性たちの 90％以上が南東ヨーロッパと
アフリカの出身者であり、半分が 20 歳以下である。
「大多数は、自営のセックスワーカーというプロ
フィールには合致しません。彼女らはドイツ語をま
ったくしゃべれないか、しゃべれてもごく基本的な
ドイツ語だけです。受けている教育もかぎられてい
るし、外国に旅行するのも初めてです。多くは自分
がどの都市にいるかさえ知らないのです」とスポー
ラーは言う。これらのすべての要因は、彼女たちの
多くが自発的に売買春の中で働いているとは言えな
い状況をつくり出しているのだと。
搾取のリスクにさらされているのは移民だけでは
ない。サンドラ・ノラク（29）
（左の写真。現在ドイ
ツにおける北欧モデルの導入のために闘っている）
は、パラダイスで働いた経験はないが、６年間もド
イツ各地の売春店で働いていた。きっかけは、彼女
がまだ高校生だったときにインターネットである男
と知り合ったことだった。
ノラクのボーイフレンドは暴力でもって彼女を脅し、売春店で働くよう強要した。彼女は
そこで月に 500 人もの客と寝なければならなかった。彼女には一銭の金も入らなかった。ノ
ラクは現在ドイツの売春法を変えるための活動家となっている。彼女は、自分がこうむった
- 83 -

搾取は、これまで出会ってきた女性の大多数と共通していると主張する。彼女らのほとんど
はピンプか人身取引業者によって性売買に送り込まれているのだ。
彼女が性売買から抜け出して高校を卒業することができたのは、2014 年になってからの
ことだった。彼女は言う、この経験は「アイデンティを破壊するものです」。「
（一部の女性
は）搾取者である男たちから逃げ出すことができるかもしれませんが、まっとうな生活に戻
る道を見つけ出す力も自信も持てないのです」
。
パラダイス事件は性産業を揺るがした、と弁護士のフランク・トイマーは言う。彼はルド
ゥロフの 30 年来の知り合いであり、裁判でも彼の弁護人をつとめた。
「大規模売春店のオー
ナーは、アウグスブルクであれ、ハンブルクであれ、ベルリンであれ、より注意深くなりま
した」。トイマーによると、ルドゥロフに起きたことは、この業界で働く誰にでも起こりう
ることだった。
ルドゥロフの有罪は、買春を犯罪化することをめざすキャンペーンをより容易にするだ
ろうと多くの人々は考えている。セックスワーカーの業界団体である BESD のメンバーで
あるウンディーネ・ド・リヴィエールは、25 年間もこの業界とかかわってきた。最近では
主に自分の個人アパートでか、エスコート壌として働いている。午後は、１時間３ユーロか
ら、リクエストされるサービスに応じて、彼女と時間を過ごすことができる。ド・リヴィエ
ールは、たしかに強制売春や人身取引が起こっていることを認めつつも、どちらもセックス
ワークにつきものであるわけではないと断言する。
同じ BESD に属するリリー・エルドベールムントも同意する。
「セックスワークの反対者
たちはこの種の耳目を引く事件を、セックスワークの全般的な禁止や私たちの業界に対す
るさらなる特殊法を求める手段に利用しています。……（しかし）このような犯罪化法は、
セックスワークの中で最も立場の弱い集団の一つである移民にとってとくに有害な結果を
もたらします」。このような法は、セックスワーカーを、とりわけその中の周辺化された集
団を危険に追いやると彼女は言う。
ホルツヴァルトのような検察官に言わせると、ルドゥロフの有罪判決は、商業的セックス
に対するドイツのとどまるところを知らない需要から利益を上げている人々に対する警告
である。「ルドゥロフの事件は孤立した事件でありません。私の意見では、売春店オーナー
とピンプとの間にある協力関係はリスキーなものでありながら、両サイドにとって利益に
なります。ウインウインの状況なんです。……しかし、今回の事件はすでに影響を及ぼして
います。売春店のオーナーたちはピンプとの関係でより注意深くなるでしょう」
。
出典：https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/22/trouble-in-paradise-rise-and-fall-ofgermany-brothel-king-jurgen-rudloff
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【スペイン】

スペインの首相が売買春の廃止を公約
スティーヴン・バーゲン
『ガーディアン』2019 年 4 月 17 日
――右派諸政党の政治家たちが男性差別をやり玉に挙げているなか、ジェンダー問題は主
要な選挙争点になっている。

報道によると、スペインの社会労働党（PSOE）は、4 月 28 日の総選挙を前にして、女性
票にアピールすることを目指した一連の措置の中に売春の非合法化を入れると約束した。
世論調査が示すところでは、女性はまだ投票先を決定していない 40％のうちの優に半分
を占める。首相であるペドロ・サンチェス率いる社会民主労働党は、女性向けのマニフェス
トを発行した。その内容は、一部の右派政党の言ういわゆる「フェミナチ」が男性を差別し
ているという主張とおよそ対照的なものである。

（左の写真は、スペイン社会
労働党の党首で首相のペド
ロ・サンチェス）

月曜日に発行された
マニフェストには書か
れていなかったが、
PSOE の関係者が『エル・
パイス』紙に語ったとこ
ろでは、フェミニスト・
グループの圧力を受けて、アップデイト版では次のような一文が入るとのことである。「私
たちは売買春の廃止を目指します。それは貧困の女性化の最も残虐な側面の一つであり、女
性に対する暴力の最悪の形態の一つです」。
同党はまた、代理母の斡旋機関を取り締まることも主張している。代理母の斡旋機関は、
「女性の身体と生殖機能を商品のように扱うことによって、女性の権利、とりわけ最も弱い
立場にある女性の権利を破壊するものです」と同党は言う。この問題は、一部のフェミニス
トと LGBT グループとのあいだの摩擦の一要因になっている〔富裕なゲイ男性は子供を持つため
に代理母を積極的に利用することを求めている〕。

同党のマニフェストはまた、男女ともに 16 週間の平等な育児休暇の導入を公約し、さら
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に、性犯罪に関する法を修正して、当事者の積極的同意――イエスはイエスを意味する――
を決定的な要件にすることを公約している。
それに対して、スペインの右派諸政党は、フェミニズムによって不利益を被っている（と
彼らは言う）男性にアピールしようとした。昨年〔2018 年〕12 月のアンダルシアでの地方選
挙において、極右政党である VOX〔ボクス。2013 年設立のスペインの極右政党で、昨今、急速に支
持を伸ばして注目を集めている〕の書記長ハビエル・オルテガ・スミスは、ジェンダー間暴力禁

止法を男性に対する差別だとしてその廃止を要求した。
VOX の指導者サンティアゴ・アバスカルは、彼が「ラディカル・フェミニスト・グルー
プ」と呼んでいる諸団体への補助金の打ち切りを要求し、ジェンダー間暴力禁止法を廃止し
たうえで、それを「老人、男性、女性、子どもを平等に保護する」新たな家族間暴力禁止法
に置き換えることを求めた。
保守派の国民党〔スペインの最も中心的な保守政党で、社会労働党に次ぐ勢力〕の指導者パブロ・
カサドは、伝統的なカトリック票にアピールする目的で、
「女性は、自分の内部にもう一つ
の命を宿していることを知るべきである」と宣言して、スペイン女性のあいだに憤激の声を
巻き起こした。
「教えてくれてありがとう、パブロ」と一人の女性は〔皮肉っぽく〕ツィートした、「私
はてっきり自分の体内にあるのは卵子だとばかり思ってた」。
数十万の女性たちが参加した３月８日の国際ウィメンズデーを支持するのを拒否したこ
とを正当化しようとして、カサドは、それは「男性と女性とのあいだに対立を引き起こして、
両者を分断する」ことを企図したものだと述べた。
中道右派の「シウダダノス（市民党）」〔カタルーニャ州を拠点とする中道右派政党で、同州の独
立に強固に反対している〕の指導者アルベール・リベラは、最近双子の父親になった〔急進左

派の〕ポデモス指導者パブロ・イグレシアスにアドバイスした。「時には、おむつ替えをす
るのを避けるために寝たふりをしなきゃだめだよ」。
売買春を廃止するという PSOE の公約は、法の改変を必要とする。というのも、スペイン
では、ピンプ行為〔支配下にある女性に売春させて金を儲ける行為〕と人身取引は違法だが、売買
春そのものはそうではないからだ。
スペインには推定で 10 万人のセックスワーカーがおり、産業規模は年間約 35 億ユーロ
〔約 4000 億円〕に達すると見積もられている。
警察と NGO 団体はセックスワーカーの約 80％

が人身取引されていると推定している。世論調査によると、スペイン人男性の約 39％が売
春を利用しており、この数字は大部分のヨーロッパ諸国よりもはるかに高い。
出典：https://www.theguardian.com/world/2019/apr/17/spain-pm-plans-to-outlaw-prostitution-say-reports
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スペインにおける性的人身取引との闘い
――２人の⼥性活動家に聞く――
アニー・ケリー、オフェリア・デ・パブロ
『ガーディアン』2019 年 5 月 11 日
訳

大原レイカ

よく晴れたマドリードの朝、２人の若い女性が足早に裏通りを進み、住宅地域に入ると、
あるアパートのドアのところまでやってきた。２人はドアをノックする。マルセラとマリア
は、これまで何度もこうして市内のあちこちでドアを叩き、郵便受けの隙間から大声で叫ん
できた。ほとんどの場合ドアが開けられることはない。ドアが開いても、トラブルに巻き込
まれる可能性がある。スペインにおける性的人身取引との闘いの最前線に立つ彼女らの仕
事には危険がつきまとう。２人ともこれまで襲撃されたり、脅迫されたりすることがあった。
それでも彼女たちはノックすることをやめない。彼女たち自身、かつてこのドアの向こう側
にいたからだ。わずかなユーロ札のために、日に十数回、週に７回も体を売ることを強要さ
れた。
スペインにおいて売春は一大ビジネスであるというのはひどく控えめな表現である。2011
年の国連報告の中で、スペインがタイとプエルトリコに次ぐ世界第３位の売春大国である
と指摘されてからというもの、スペインは「ヨーロッパの売春宿」として知られるようにな
った。2 週間前に与党の地位を再度獲得したスペインの社会労働党１）は性を買うことを違法
にすると公約しているとはいえ２）、1995 年に売春が非犯罪化されたこの国では売春は繁栄
しつづけている。最近の推計では、スペイン国内における性売買による収益は年 265 億ドル
にのぼる３）。経営を許可された売春店は数百店、働き手は 30 万人いると推定されている。
非犯罪化の支持者たちは、非犯罪化によって、性売買の中で働いている者たちが利益を得
るし、そこでの女性たちの生活はより安全なものになると主張する。しかし、莫大な富をも
たらしほとんど野放し状態のこの市場には犯罪組織が深く浸透し、スペインを人身取引と
性的奴隷制度の国際的な拠点に変えてしまった。
売春から儲けを上げる目的で、だまし、暴力、強要でもって誰かを転居させ拘束し移送し
た場合、売春は性的人身取引となる。イギリスでは、数千人の女性たちが性的奴隷状態にと
らわれていると考えられるが、スペインにおける規模は桁違いである。2010 年になるまで、

１）

Spanish election: socialists win amid far-right gains for Vox party,
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/28/spain-election-socialists-to-win-most-seats-far-rightvox-resurgent
２）
Spain's PM 'to promise prostitution ban' to win key female votes,
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/17/spain-pm-plans-to-outlaw-prostitution-say-reports
３）
https://www.havocscope.com/prostitution-revenue-by-country/

- 87 -

スペインの法は人身取引を犯罪とみなしてさえいなかった。現在、スペイン政府の推計によ
れば、売春の中で働く女性たちの 90％までもが人身取引の被害者であるか、彼女たちから
利益を搾り取ろうとする第三者――ピンプなど――の支配下に置かれている。2012～2016
年にスペインの治安部隊は 5695 人の人々を奴隷状態から救い出したが４）、さらに数万人が
犯罪者たちの支配下にあると考えられる。
2010 年に初めて人身取引禁止法が制定されてから、政府はあわててこの危機的問題に取
り組み、大手を振って活動している個人やギャングをターゲットにした緊急対策に何百万
ユーロも費やしている。2015 年にはその活動はさらに進化し、治安部隊・検察・判事・NGO
らが正式に手を組んで、被害者の救済と加害者の起訴に努めている。マリアやマルセラのよ
うなサバイバーたちは今では、かつて自分たちを売り搾取した犯罪者たちとの闘いを遂行
する上で重要な役割を担っている。しかし、スペインのこの新しい連合は、本当に流れを変
えて人身取引業者に対抗できるのだろうか？
※

※

※

私はマリアとマルセラに「アプランプ（Apramp）」のオフィスで会った。2 人共 20 代半
ば。アプランプは売買春の中にいる女性を保護し、社会復帰させ、支援することを目的とし
て設立された団体である。アプランプはマリアとマルセラが人身取引業者から逃れるのを
助けてくれ、そして今ではそのアウトリーチスタッフの一員である。彼女たちの仕事は人身
取引の被害者の可能性がある女性を見つけ出し、売春から抜け出すすべを提供することで
ある。彼女たちは路上で、風俗店で、またマドリードに 400 ヵ所あるという個人宅での無許
可の売春店で、助けを必要としていると思われる女性を見つけ出す。
２人とも勇敢と評されることに対しては肩をすくめるだけだった。
「アプランプのベスト
を着てアパートや路上にいる時は、怖いなんて思いません」とマルセラは言う。
「私たちは
自分たち自身の経験から、やつらが建物の中で少女や女性たちにもっとずっとひどいこと
をしていると知っているからです。そのことが私たちの決意をさらに強めるのです」。
ジーンズとトレーナーという学生のような恰好をした２人の若い女性は、落ち着いた物
腰で雄弁だが、壮絶な経験を生き抜いてきた。茶色の髪を後ろでポニーテールにし、小柄で
柔らかい話し方をするマリアは、信頼していた人物によってルーマニアからスペインに連
れてこられた。彼女は新しいボーイフレンドと休暇を過ごすつもりだったが、その男は車で
彼女を連れて、EU の居住証明カードを使って国境を越え、それから 24 時間経たないうち
に彼女は路上に立つことになった。
「何もかもあっという間の出来事でした」と彼女は言う。「あれほど短い期間で人は壊さ
れてしまうということをうまく説明できません。ショックとトラウマのせいでサバイバル
モードになるんです。自分の身に何が起こったか気づく余裕もありません」。彼女は８ヵ月

４）

Inigo Dominguez, The slave trade in Spain: thousands rescued from brothels and sweatshops,
https://elpais.com/elpais/2017/04/21/inenglish/1492756977_271906.html
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もの間、街角や売春店、見知らぬアパートなどで売春させられた。「私たちは生きているけ
れど、実際には存在していないのです」と彼女は言う。「金を払って私と寝た男たちは誰ひ
とり、私が自分で選択してここにいるのか、とか、こういうことをしたくてやっているのか
と尋ねることはありませんでした。彼らにはどちらでもいいことだったんです」
。
ピンプは彼女に、家に帰りたければ 2 万ユーロの借金を返さなければならないと言った。
「ルーマニア人女性たちに対して、人身取引業者は、借金を返さなければ母親や姉妹や子ど
もたち殺すぞと脅すのです」と彼女は言う。「どうしてさっさと逃げなかったのか、警察に
行かなかったのかと、必ず訊かれます。でも、そういう人たちは自分が何を言っているかわ
かっていないのです。大切な人が殺されるかもしれないのに、通りすがりの人を適当に引き
止めて助けを求めるなんてできません。ルーマニアでは警官はしばしば汚職にまみれてい
ます。ここスペインでは違うだろうとどうして思うことができるでしょうか」。
借金を返せば自由になれるという約束は、ほとんどの場合は後になって嘘だとわかる。マ
リアは人身取引業者の支配下にあった頃、無数の細かな支払いに追われた。服代、客を取る
場所代、コンドームや生理用ナプキンなどの代金を支払わなければならなかった。持ち帰る
金が少ないと、食事を抜かれたり、殴られたりした。
「借金は目に見えません」とマリアは言う。
「物理的な鎖ではありませんが、本物の鎖と
同じ効果があります」。女性に豊胸手術を受けさせ、手術代は 3000 ユーロだったにもかかわ
らず、1 万ユーロ支払えと要求する人身取引業者もいるという。マルセラもうなずいて同意
した。彼女は故郷のブラジルからスペインの大学の修士課程に申込んで人身取引された。そ
の大学の課程はでっちあげだったことがわかった。空港で迎えの車に乗り込んですぐ売春
をするよう強制された。
「アプランプに見つけてもらえなかったら、私は今ごろ死んでいた
と思います」
。
過酷な状況を生きのびただけではなく、同じ状況に置かれた人たちを助けることができ
るのは、彼女の回復にとって重要な要素だった。「マフィアは人をさらい、その人の全アイ
デンティティを破壊します。回復することができても、今でもけっして過去を忘れることは
ありません」と彼女は言う、「この仕事には本当に助けられています」
。
マリアとマルセラは、２人で何十人もの女性や少女たちが人身取引業者から逃れられる
よう助けてきた。その逃走の過程は何ヵ月も、時には何年もかかる。その後、アプランプは
女性たちに安全な住居を見つけ、カウンセリングと法的支援を提供し、仕事を見つける手助
けをする。「私たちは彼女たちに、人生はやり直すだけの価値があるということを示さなけ
ればならないのです」とマルセラは言う。
アプランプの共同創設者であり理事長でもあるロシオ・モーラは、さっそうと部屋に入っ
てくると、これから午後のシフトに入るところだったマリアとマルセラを抱きしめた。「私
たちが対峙しているこの状況を、本当に理解しているのはサバイバーだけです」とモーラは
言う。長身できっちりとした身なりの彼女は、スペインでその名を知られた反人身取引の闘
士である。日々目にする街頭で起こっていることに対する彼女の怒りは、生々しく心の底か
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らのものだ。スペインが直面しているのは、女性や少女たちの基本的人権に対する途方もな
い侵害であると彼女は言う。スペインで売春をしている女性たちの大多数が自分で選択し
てやっていると思っている人は自分自身を欺いている。「女性たちは、借金と暴力と心理操
作によって支配下に置かれ搾取されおり、性産業はその稼ぎから利益を得ているのです」と
彼女は言う。
「私たちの巡回チームは 1 日に 280 人もの女性たちと連絡をとっていますが、
そのほぼ 100％が搾取と人身取引の被害者です」
。
スペインがなぜホットスポットになってしまったのかについては多くの要因があるが、
モーラはその最大の要因は文化的なものだと考えている。スペインでの性的人身取引とい
う疫病は、彼女によると、女性とセックスに対するこの国の基本的に誤った態度が最も極端
な形となって現われたものにすぎないと言う。
「この国には大変大きな売春の需要がありま
す。それがあまりにも普通のことになってしまったため、他の娯楽行為と同じものとみなさ
てしまっているのです」
。
2008 年のある世論調査によると、スペイン国民の 78％が売春は現代社会では不可避であ
ると考えていることがわかった。そして需要は巨大である。2006 年に行われた別の調査で
は、18 歳以上のスペイン人男性の 40％近くが人生において少なくとも 1 回はセックスのた
めに金銭を支払っている５）。モーラは、近年になってセックスを買う男性のタイプに大きな
変化が起きたのを目撃した。以前は家族の目を盗んでやってくる中高年男性が多かったが、
今では路上に立つ女性も、買春者自身もますます若くなってきている。「私がこの仕事を始
めた頃と比べて、社会的なスティグマが変わってしまいました」。
「
〔1995 年に非犯罪化され
て以来の 20 数年で〕まるまるひと世代の若い男性が、カネさえ払えば女性の体を自由にし
ていい権利があると信じて育ち、彼らはその結果について気にする必要がないのです」。
モーラは少女だった頃、自分の母親（名前は同じロシオ）がアプランプをキッチンテーブ
ルから始めるのを見ていた。18 歳になると、昼は学業にいそしみ、夜は巡回チームといっ
しょにマドリードの赤線地帯を運転してまわった。
「母がこの仕事を始めた頃は、家族を食べさせるためや薬物中毒のせいで売春に従事する
ようになったスペイン人女性に医療サービスを提供するのが主な仕事でした」。しかし、
〔売
春が非犯罪化された〕20 年前、犯罪組織やギャングが実権を握りはじめる。
「変化は本当に
急激でした。暴力と強要が突然増大し、女性を監視する男たちが路上に立って、女性たちか
らお金を巻き上げるようになったのです」。
今では、スペインで売春している女性のほとんどは外国人だとモーラは言う。アプランプ
が支援する女性たちの国籍は 53 ヵ国にのぼる。
「ギャングの手口はいっそう洗練され、さら
に容赦ないものになりました。女性たちは借金、恐怖、心理的支配のもとに置かれているの
で、今では見張りの男も必要なくなりました。そのため、私たちの闘いはますます困難なも
のになっているのです。多くの女性たちはどうせ逃げ道はないと思っているのですから」。

５）

https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=004119
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※

※

※

マドリードの賑やかなショッピング街のひとつカッレ・モンテラでは、東欧や南アメリカ
出身の女性たちが１人ないし少人数のグループで固まって路上に立っている。マリアとマ
ルセラは、自分たちが保護する女性の多くは人身取引の被害者のようには見えないと指摘
する。普通の人が道で彼女たちとすれ違うことがあっても、容易には気づかない。マリアは
さらに、こうした女性たちは人間広告塔の役目も果たしているのだと言う。近くに同じよう
な女性たちが沢山いる家があるという目印である。その夜、私たちが車に戻ると、車のフロ
ントガラスのワイパーには「女の子２人で１人分、30 ユーロの特別価格」を謳うチラシが
挟まれていた。
カッレ・モンテラから少し歩くと、スペインの警察庁に属する情報リスク分析センターの
本部がある。ホセ・ニエトはそこの警部であり、スペインの反人身取引法の執行を担ってい
る指導的人物である。モーラと同じく、人身取引を取り締まる仕事は彼の天職となった。彼
は 20 年以上もかけて、警察がこの重大な人権侵害に有効に対抗できるよう力を注いできた。
つい 2010 年まで、この問題はスペインの刑法に記載されてすらいなかったのである。
「1997 年に取り組みを開始したとき、私は、売春婦たちはみなこの仕事をやりたくてや
ってるんだろうと信じている大勢の一人でした。真実がわかる過程は、病気の場合と似てい
ます。最初何かがおかしいと感じるけれど、まだ診断は出ていません。しかしいったん病名
を知ると、すべてが変わるのです。その正体がわかるようになります」。
彼は、なぜスペインが今のように性的人身取引のネットワークを引きつけるようになっ
てしまったのかさまざまな要因を説明してくれた。
「最悪のことがいくつも重なった結果で
す」と彼は言う。「まず、私たちが闘っている犯罪は社会的に受け入れられています。ここ
では売春は多くの人々によって容認され歓迎されているのです」。次に地理的な要因がある。
「スペインはすべての主要な移民ルートの中心にあります。私たちが目にする人身取引と
強制売春の主な被害者はルーマニア人、西アフリカ人、南アメリカ人〔経済危機にあるベネズ
エラなどのスペイン語圏〕です。ルーマニアからスペインまでは〔ビザなしで〕身分証明証１

枚で移動することができます。アフリカはここからわずか 15 キロしか離れていませんし、
南アメリカとは歴史的にも言語的にも深いつながりがあります」。
多くの国々と同じく、犯罪者を起訴するためには、自らの置かれた状況を説明して搾取者
を告発する証言を行なう意志のある被害者がいなければならない。「被害者のあいだには、
警察に話せば未払いの借金を抱えたまま祖国に送り返されるのではないかという非常に強
い恐れがあります」とニエトは言う。「このことは警察による取り締まりを困難にしていま
す。女性たちが助けを求めなければ、私たちにできることはかぎられています。ここスペイ
ンでは売春自体や、売春店を経営することは違法ではありません。ですから、疑わしいとい
う以上の証拠を揃えなければいけません」。
その夜、ニエトと『ガーディアン』のカメラマンと私は、マドリードの一等地であるバリ
オ・デ・サラマンカの高級クラブを調べる覆面捜査チームに同行した。チームの警察官は全
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員、反人身取引のトレーニングを受けていたが、今夜の主要任務は ID の確認と、違法に働
く女性たちがいたら署まで引っ張っていくことだけに限られていたようだ。
最初の店では、私たちの乗った２台の覆面パトカーが駐車スペースを探して、少しの間、
通りを行ったり来たりするハプニングがあった。私たちが店内に入る頃には、すでに音楽も
止められ、店内はがらんとしていた。そこにいたのは、身分証を握りしめながらバーの丸椅
子に黙りこくって座る 4 人の女性と、カウンターの向こうで熱心にグラスを磨く支配人だ
けだった。全員スペイン人ではなかった。女性たちはみな学生ビザでここに来ているらしく、
何か困ったことはないかという警部の質問に首を横に振るばかりだった。これらの女性た
ちが人身取引の被害者であるという証拠はない。しかし、このような状況で真相を訴える人
間がいると考えるのは、馬鹿げている。
他のクラブでは、正しい ID を所持していなかった女性を２～３人バンに載せた。別の店
では、警察がジメジメした薄汚れた室内を調べているあいだ、非常に若い３人の中国人女性
が怯えきった様子で、ひびの入った合皮のソファーに下着姿で黙って座っていた。買春客が
１人だけ、20 代の汗臭いスペイン人だったが、裏のベッドルームから追い出された。別の
部屋の表には、「セクシーなナース服」がフックに掛けられていた。女たちは、カウンター
の中にいるずんぐりした中国人の男が警官と気軽に話しかけ、許可証を見せるのをじっと
見つめていた。私たちが店を出ると、重たい鉄製のドアが、彼女たちを中に残したまま音を
立てて閉められた。警官の１人が手で顔を覆い、
「ディオス・ミオ（ちくしょう）」とため息
をつきながらつぶやいた。
それでもニエトは大いに希望があると考えており、警察と検察と支援団体とが公的に協
力しあうこの新しい戦略は犯罪組織により大きなプレッシャーを与えていると話した。と
くにアプランプのモーラとの協力関係についてこう話してくれた。
「彼女の助けのおかげで、
サバイバーとつながることができました。私たちは金の流れを追って、捜査員を派遣します。
スペイン警察は恐ろしい相手だということを人身取引業者に思い知らせてやるのです」。
ニエトは検事のベアトリス・サンチェスと 10 年、共に仕事をしてきた。2010 年から、こ
の腕利きのスペイン人法曹家は 100 件以上の人身取引事件を担当した。2012 年には、彼女
はイオアン・クランパルに懲役 30 年を下すことに成功した。クランパルは、ヨーロッパ最
大の売春人身取引組織の「カポ（首領）」である。彼女は陽気で明るく温かい人柄だが、鋼
のような信念の持ち主である。「私たちは、人身取引業者たちを起訴し有罪判決を勝ち取る
上で大きな前進を果たしました」と彼女は言う。「しかし、人身取引事件の多くは起訴を免
れたり、裁判まで行かないのです」
。サンチェスによると、彼女が手がけた事件のうち裁判
にまで持ち込めたものは、わずか 10 分の 1 ほどである。立証のハードルが高いのだ。目撃
者の複数の証言と何ヶ月もの警察の捜査が必要になる。
「人身取引事件はたいてい組織的で、
複数の国にまたがることも珍しくありません。そして巨額のお金が動きます。これは複雑な
犯罪で、全貌を明らかにするのは容易ではありません」。スペインの法では、ピンプ行為〔女
性に売春をさせる行為〕と強要で起訴するには極度の暴行・脅迫があったことの証明が必要で
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ある。「あらゆる形態のピンプ行為を刑事罰の対象にするべきです」とサンチェスは言う。
「そうなって初めて、私たちは人身取引を効果的に止めることができるのです」
。
サンチェスの持ちまえの楽観主義も、事件を裁判に持ち込むための闘いの困難さにくじ
けてしまいそうになると言う。「これを自分一人でやるのだとしたら大変だったでしょう。
幸い、私にはロシオやホセがいてくれます。私たちはチームです。落ち込んだり、事態が絶
望的に思えるときも、やり続けなければいけない理由があるんです。他の２人が私を立ち上
がらせて、
『さあ、がんばらないと！』と言ってくれるのです」。サンチェスは過去に検事と
して代理人を務めた女性たちの全員と今も連絡をとっている。
「彼女たちが生活を立て直し
ているのを見ると、彼女たちの虐待者たちが刑務所に行くのを見るのと同じくらい、満足感
を感じます」
。
※

※

※

私たちはプロイェクト・エスペランザ（プロジェクト・ホープ）の事務所に、サンチェス
がかつて担当した事件当事者の一人、ヘレナを訪ねた。エスペランザは、彼女の裁判をサポ
ートしてくれた NGO 団体である。家族はエクアドル出身だが、彼女はスペインのパスポー
トを持ち、マドリード郊外で暮らしていた。5 年前、金を借りた相手の詐欺師の餌食となり、
自分の暮らす近隣地域で売春をさせられた。売春して借金を返さなければ、彼女の幼い子ど
もたちを殺すと脅迫された。「あの状況にいた時、まったく出口が見えませんでした。長く
続ければ続けるほど、内側から死んでいくようでした」と彼女は話す。
何年もかかったが、最終的に彼女に売春を強要した人身取引業者らを刑務所に送ること
ができた。ヘレナは画期的な 10 万ユーロの補償金を国家から認められた。そのうち 9 万
2000 ユーロは、彼女の体を売った人身取引業者たちが稼いだと考えられる金額である。こ
の金額はまだ一銭も支払われていない。そのため家族や近所の友人たちに借りたお金も、ま
だ返済できないままである。「あの時期に友人や家族に借りた 1 万 2000 ユーロはまだその
ままです。どうやって返せばいいのか見当もつきません」
。しかし、これまでのところ、彼
女はどうにかやっている。プロイェクト・エスペランザは彼女の就労を支援し、カウンセリ
ングを提供している。彼女は家を持ち、子どもたちとの関係を築きなおしているところだ。
大変な経験をしたにもかかわらず、彼女は子どもたちに、世界を素晴らしい所にもなりうる
のだと教えようとしている。
ヘレナは、生活を立て直す勇気を与えてくれたとサンチェスに感謝している。
「ベアトリ
ス〔サンチェス〕は、私が自分のことを信じられなくなった時にも、いつもポジティブで強く
いてくれました」と静かに語る。「私は再び自分を好きになろうとしています。それを子ど
もたちにも教えたい。他人に何をされても、自分を愛することと、前を向くことが大事なん
だと。どんなにひどい状況であっても、トンネルの先には必ず光があります。暗闇から抜け
出せるのです」。
出 典 ： https://www.theguardian.com/global-development/2019/may/11/prostitution-tackling-spain-sextraffickers
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【アメリカ】

投票で賛否を問われるネバダ州の合法売春店
ジュリー・ビンデル
『ニューヨーク・レビュー』2018 年 7 月 13 日
訳

大原レイカ

ネバダ州の合法売春店。大都市から遠く離れ、辺鄙なカウンティ内の広大な砂漠や山々に
点在するこれらの店舗は、これまでずっと州公認の施設だった。こうした売春店は同州では
1870 年頃にはすでに営業しており、これも社会の一部と受け止める人もいたが、そうでな
い人々からは疎ましく思われていた。しかし現在、同州以外では売春が違法であるアメリカ
国内では特異なこれらの施設は、閉鎖の危機に直面している。その存在を許してきた数十年
前の古い法律の修正が提案されているためである。
合法売春店は、ライアン、ナイ、ランダー、エルコ、ホワイトパイン、ミネラル、ストー
リーの各カウンティにある。売春が合法なカウンティは他にも３つあるが、その地域には売
春店はない。なお、同じネバダ州でも、クラーク、ダグラス、ユーレカ、リンカーン、パー
シング、ワショーなどの各カウンティ、およびカーソン・シティ〔ネバダ州の州都〕では、現
時点では売春は違法である。ナイとライアンの両カウンティの住民は、
〔2018 年〕11 月の選
挙に向けて売春店を閉鎖するための条例案を求める請願署名を集めた。
5 月のライアン・カウンティ議会において、議員たちは、合法売春店の問題を投票にかけ
ることを満場一致で決定した。今月〔2018 年 7 月〕、ナイ・カウンティの当局者は、カウンテ
ィ独自の投票は実施せず、この問題を 2019 年 1 月末に開かれる次回の州議会での討論にか
けることにした。州議会では、州内のすべてのカウンティで売春店を禁止するべきかどうか
が議論されるだろう。報道によれば、ネバダ州選出の上院議員である共和党のジョセフ・ハ
ーディは、合法化の撤廃について議論するため、立法の前段階である法案の作成要請を提出
した。
もしライアン・カウンティの有権者が 11 月の選挙において同カウンティ内ではもう売春
店はいらないとの意向を示したなら、カウンティの議員たちは合法売春を終わらせるため
の行動をとるだろう。そうなると、州内に 21 ある売春店のうち 4 店舗が閉鎖になる。ナイ・
カウンティはハーディ上院議員が最初に法改正を狙う地域なので、同カウンティにある 4 店
舗も閉鎖されるかもしれない。ネバダ州の他のカウンティもこの流れに従うかどうかは今
のところ不明だが、ライアン・カウンティがその流れを決定づける可能性がある。合法化さ
れたどの国々でも抗議運動が行なわれてきたが、一度合法化された売春が再び禁止された
ことは世界に前例がない。
この問題は最近大いに注目を集めるようになった。というのも、ライアンとナイの両カウ
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ンティにある 7 店もの合法売春店のオーナーで、ピンプとしての経験を書いてベストセラ
ーとなった著作の筆者でもあり、HBO のアダルト・リアリティ番組「キャットハウス」の
スターでもあるデニス・ホフが、11 月のネバダ州議会（下院）選挙に先立つ共和党予備選
で勝利し、同党の候補者になったからだ。ホフは、共和党の強い第 36 投票区（ナイ・カウ
ンティ、およびリンカーンとクラークの両カウンティの一部が含まれる）の本命候補となる
だろう。彼は親トランプで反エリートを基調としたキャンペーンを行なっている。こうして
州の公職選挙に出馬する彼だが、売春で築いた彼のビジネス帝国は揺らいでいる。
※

※

※

合法売春の歴史は、1800 年代末にネバダ州で起こった金銀採掘ラッシュとともに続々と
成立した新興都市にある。鉱山での仕事は男性中心であり、そのため、生活の困窮からか第
三者に周旋されて性を売るようになった女たちの産業が並行して生まれた。こうした歴史
的背景から、ネバダ州議会は 1971 年に、州内のどのカウンティにも売春店を経営する権利
を認める法案を採択したのである。1980 年代は合法売春の最盛期で、30 店舗以上の売春店
が営業していた。
限定された地域であれ合法化がなされると、それは、売春一般を普通のものとみなす傾向
が助長される。ピンプはビジネスマンになり、売春者は個人事業主に、セックスに金を払う
男たちは顧客（クライアント）になるのである。そして、合法売春店で行なわれていること
が規範となり、違法とされる地域でもそれがまかり通るようになる。ラスベガス市では売春
店は違法である。にもかかわらず、同市は買春ツアーの主な目的地の 1 つであり、ネバダ州
内の売春行為の約 90％がここで行なわれている。21 店ある合法売春店で働く女性は推定
1000 人ほどであるが、ラスベガスとその周辺地域だけで約 3 万人もの女性が売春に従事し
ていると推定されている。
2011 年のある推計では、ネバダ州の合法な性産業の市場規模は年間 7500 万ドルだが、ベ
ガスの違法な売買春の総額はおよそ年 50 億ドルだった。別の推計では、売買春に関連する
市場規模は年に 70 億ドル以上にのぼるとされている。比較として、ベガスではより有名で
州経済を牽引している産業であるギャンブルの最新市場規模はどうかというと、ネバダ州
賭博規制委員会の発表によれば、2017 年には 260 億ドルであった。ある活動団体によれば、
ネバダの住民 1 人あたりの被買春者の割合は、２番目に高いニューヨーク州を 63%も上回
っている。ネバダの違法な性売買市場――それは部分的には合法化された売春によって拍
車をかけられた――では、毎年 1 万 9000 人以上の女性と子どもが人身取引され、性的な行
為のために売り買いされている。
売春は、合法売春店のオーナーである男たちに力と富を与えた。ネバダの合法売春店は、
安全で上品で健全であると称賛され、ベガスの違法性売買のプロパガンダ・マシーンとして
機能している。ホテルのカードキーに印刷されたコールガールの広告、路上で若い男性が配
っている「ピザより早く女の子を部屋にお届け」というチラシ、街頭やホテルのロビーで客
引きをしている女性たちまで、買春客の多くがベガスではこの商売が合法ではないことに
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気づかないほどに、ラスベガスでは違法売春が繁盛している。買春ツアーも多額の金を生ん
でいる。そして違法な活動のあるところ必ず警察の関与と腐敗がある。
心理学者で研究者、『ネバダの売春と人身取引――その関連性』（2007 年）の著者でもあ
るメリッサ・ファーレイは、ネバダ州の売春店について詳細に論じ、売春店の女性、買春客、
オーナーたちにインタビューを行なっている。「ネバダの合法売春とその違法な派生物は、
地元のピンプのみならず、海外のピンプや買春客にとって居心地の良い環境を提供してい
る」とファーレイは言う。「合法売春も違法売春も、ともに組織犯罪を支え、後者は後者で
政治と司法システムを腐敗させる」
。
「キャットハウス」というテレビ番組は、ホフの売春店の１つであるムーンライト・バニ
ー牧場をこっそり覗き見るという体裁のショーだか、そこでは、女性たちはのびのびと仕事
を楽しんでいるように見える。彼女たちは視聴者に向かって、この仕事も他のどの仕事とも
同じで、お客さんは素敵だし、売春店で他の女の子といっしょに暮らすのはパジャマパーテ
ィを毎日しているようなものよ、と伝える。しかし、私の調査では、ネバダの売春店の女性
たちの暮らしは、このようなバラ色のイメージとは似ても似つかない。
合法化された売春がどのような結果をもたらしたかを調査する目的で、私が初めてネバ
ダの売春店を訪れたのは 2011 年のことである。私はホフに、自分はリポーターで、合法化
がどのような効果をもたらしたのかに興味があると手紙を書いた。私は二つ返事で受け入
れられた。到着した時、ホフは「どんな記事でもプッシー〔女性器・女性の蔑称〕を売るのに
役立つからな！」と大声で言い放った。滞在中、私はホフが女性たちを商品として扱うとこ
ろを、また、被雇用者である彼女たちの惨めな境遇をつぶさに目にした。ホフは女性たちの
ことを「淫売」と呼び、何人かが私に語ってくれたところでは、女性たちが通りすぎる際に
はよく胸や股間をわしづかみにした。彼の売春店で働く女性たちは、いかなる時でも買春客
が来ると一列に並ばなければならず、笑ったり動いたりしてはいけないと言いつけられて
いた。じっと立って、まっすぐ前を見つめていなければならない。また、私はホフが、彼の
気に入った女性たちなら誰にでもセックスを要求するのも目撃した。
ホフは合法化された売春から大いに利益を得ているのだから、彼が有効なビジネスモデ
ルとして売春を喧伝するのは当然である。しかし、ホフはそのレベルを超えて、合法化こそ
が人身取引やその他の性売買関連の犯罪行為の解決策であるとの主張を彼の重要な政策と
して掲げている。「この合法的な環境というのは、世界最大級の独身者専用バーみたいなも
のだ」、2011 年にラスベガスのトランプ国際ホテルで会った時、彼はそう言った。「人身取
引もない、レイプもない、HIV もない、違法行為もない。ここは安全だよ」。2015 年には、
ホフは州議会の議員たちと協力して、人身取引を終わらせる方法を話し合っていると発表
した。彼はこの活動を「人生の最後の目標」と呼んだ。「俺は人身取引業者が嫌いなんだ」
とホフは私に言った。「こっちの商売まで評判が悪くなるからな」。
ネバダ州には確かに人身取引の問題がある。アメリカの人身取引ホットラインの報告に
よると、2012 年以降、ネバダ州の人身取引件数は年々増加しており、去年〔2017 年〕は 199
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件を記録した。また、ネバダは国内で性的人身取引の最大の目的地の一つであると指摘され
ている。しかし、合法化された売春店の擁護者たちは人身取引を「セックスワークのための
自発的移住」と再定義することで問題を回避し、他方で、合法化推進のロビイストたちの多
くは、人身取引はごく一部の例外を除いては存在していないとあっさり言い切っている。
ネバダ州の中で法的支援やカウンセリング、性売買を辞めるためのサポートを提供して
いる NGO 団体や警察当局が私に語ってくれたところでは、未成年の少女たちの多くがネバ
ダ州で人身取引の被害に遭っている。ラスベガスだけでも年間およそ 400 人の子どもが、法
執行機関と児童保護施設によって路上売春から保護されている。2014 年のドキュメンタリ
ー「ノーモア人身取引」の中で、キャサリン・コルテス・マスト州司法長官〔2016 年の選挙で
共和党候補を破ってネバダ州選出の民主党上院議員に。上院史上最初のラテン系女性〕は、ラスベガス

で売春させられていた最年少の人身取引被害者は 13 歳の少女であると発言している。『ラ
スベガス・サン』紙の報道によると、人身取引の被害者は偽造身分証とともにネバダの売春
店に輸送される。偽の社会保障番号から居住許可書まで偽造された個人情報を提供するこ
とで、こうした少女たちの売春を支えるシステムがあるのだという。
売春店擁護派のロビイストが主要な論拠としているのは、合法化によって性感染症の蔓
延が防止されるというものであるが、これは明らかに間違っている。州の公衆衛生局は被買
春女性に定期的な性病検査を義務づけているが、買春客は同様の検査を受けていることの
証明を求められない。それに加えて、売春店の「コンドーム使用ルール」は強制的なもので
はない。2011 年に私が合法売春店で目にしたものは不安を掻き立てるものである。女性た
ちは血液検査の注射痕を隠すために腕にバンドエイドを貼っており、彼女たちの名前や検
査の日時が、誰でも見られるようにリストにされていた。これはコンドームの使用が常に必
要であるという認識を弱めるものである。男性たちは、コンドームを着けるかどうかは女性
たちと個別に交渉すると私に語った。ある買春客は、
「検査したんだから彼女は安全だ。
〔コ
ンドームしなくても〕大丈夫」と私に話した。ネバダの合法売春における HIV 感染の統計
は存在しない。合法化されたのだから感染もゼロのはずだと想定されているからだ。しかし、
性感染症全般、とくに梅毒、クラミジア、淋病の発生件数は、州全体で増加傾向にある。
※

※

※

売春店の存廃を投票にかけることは、地元住民、フェミニスト、保守的モラリストの連合
体による何年もの共同キャンペーンの結果である。ネバダ大学ラスベガス校（UNLV）の教
授の中には売春店を援護する者もいる。UNLV の社会学教授バーブ・ブレンツが 2015 年の
ウィーン会議で合法化を支持する基調報告を行なうのを私は聞いたが、その根拠は、売春は
ある種の女性にとっては「エンパワー」となり、スティグマ化を減じることができるという
ものだった。また、合法化を頑強に支持する人物として他にロナルド・ワィツァーがいる。
彼は、ジョージ・ワシントン大学の社会学者で、『売春の合法化――不道徳な醜業から合法
的ビジネスへ』
（2013 年）の著者である。彼は、最近『リノ・ガゼット・ジャーナル』紙に
書いた記事の中で、「売春合法化の論理はマリファナやカジノの合法化論と似ている。それ
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を犯罪化して人々を地下に追いやって、どんな闇市場にもつきもののリスクや被害を継続
させるよりも、合意の上で行なう不徳に寛容である方がはるかにましだという原則である」
。
ネバダ大学の博士課程で学んでいるクリスティーナ・パレイラは、州内の合法売春店にお
ける売買春を研究している。パレイラは研究の一環として、36 日間、合法売春店に住み込
んでそこで自らも性を売り、その期間中に同店の他の 12 人の女性たちにインタビューも行
なっている。彼女は合法化された売春の確固たる支持者であり、デニス・ホフの有能な広報
官である。「州公認の売春婦であり、かつネバダ大学ラスベガス校の博士課程の院生である
者として、私ははっきりと言うことができる。私は、安全な環境で自分の好きな仕事を選ん
で、合法的かつ高収入で働く自由を持ち続けたい」とバニー牧場のブログに書いている。
「私
にとってセックスワークは最後の手段でも唯一の選択肢でもない。私がこれを選んだのだ。
この選択がいつまでも合法であり続けてほしい」。
売春の合法化を支持するのによく持ち出される議論に、合法化が売春の中にいる女性た
ちにとって労働者としての権利を守ることにつながるというものがある。しかし、雇用者た
ちは、これらの女性たちが労働組合を結成することに非常に敵対的である。労働問題研究者
のグレゴール・ガルによる 2016 年の著作『セックスワーカーの組合化』によると、合法化
は、ネバダ州も含めて、売春女性による組合結成につながらなかった。
「売春者の労働組合がないことは、売春が違法であることだけが問題なのではない。これ
は、売春店が地理的に孤立している（女性たちは雇われているあいだ住み込みで働く）こと
と、厳格なルールを押しつけるパターナリスティックで権威主義的な管理方法、そして女性
たちが被雇用者ではない（個人事業主である）ことも影響している」
。
合法売春店に反対している州内外の学者と活動家たち（私自身を含め）は、ネバダ・モデ
ルにきわめて批判的である。このモデルは女性の身体の販売を、ファストフードを売りさば
くのと同じぐらい無害で手軽なものであるかのように提示する。一方、ホフのような合法売
春店の支持者たちは、合法化されたからこそ女性たちが警察から迫害されなくなったと言
う。たしかに、私自身が確認したところでは、合法化は、警察がピンプや人身取引業者をま
ったく野放しにすることを意味する。性売買からあらゆる刑事罰を取り除くことは単に、女
性の身体の売買をごく普通のものにするだけである。合法化は女性たち自身には何の保護
も与えず、ピンプ行為や性の商品化を正当化する。ただし私は、買春される側（当然ながら、
圧倒的に女性である）の非犯罪化を強く支持している。というのも、性売買のサバイバーで
あり、『私は買われた――売春から抜け出すまでの長い道のり』（2015 年）の著者であるレ
イチェル・モランが問いかけているように、「なぜ女たちが、自分自身への虐待のために罰
せられなくてはいけないのか？」。
私は、2017 年に出版した著作『売買春の美化――セックスワーク神話の根絶』のために、
過去に売春に関わったことのある女性約 50 名にインタビューを行なった。その多くは、売
春が合法であるか非犯罪化されているドイツ、オランダ、オーストラリア、ニュージーラン
ドで売春をしていた人だが、彼女らはみな口々に、売春店オーナーによる暴力の蔓延、ステ
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ィグマと恥の意識、そして女性が性売買から抜け出すためのサポートの欠如について語っ
た。私はさらに、ネバダの売春店で売春していた女性たちにもインタビューを行なった。そ
のうちの１人は私に、男たちは女を「人間ではなく、まるでお店のキャンディのように」扱
うよう奨励されているように感じたと語った。
ネバダの売春合法化の撤廃を求めるキャンペーンは、ネバダ州の外部にある諸団体から
も支持されている。たとえば、サンフランシスコを拠点とする NGO 団体「売買春の研究＆
教育」である。アメリカには売春合法化に反対する熱心な人権運動が長年存在してきた。性
売買サバイバーのイブリナ・ジオッベは、1985 年に「売春制度で傷ついた女たちが反乱す
る（WHISPER）」という団体を設立した。
「私は（ネバダの売春店を）セックスの畜産業と
呼んでいます」と昨年私に話してくれた。「女性たちが相手にする買春客の数、女性たちが
買春客や提供する『サービス』を選べないこと、コンドームに関して自分の健康をコントロ
ールできないこと…。彼女たちはピンプに食い物にされているだけではなく、売春店オーナ
ーによっても経済的に食い物にされています。女性にとって分が悪すぎる取引です」。
この見解は一般的に受け入れられるようになってきている。ホフの主張とは反対に、合法
売春店で性を売っている女性たちの多くは、買春客による虐待と暴力、売春店オーナーによ
る不当な扱い、そして性売買から抜け出せない絶望感について、公然と語るようになってい
る。5 月には、ホフの売春店で働いていた多くの女性たちが、『ネバダ・インディペンデン
ト』紙上で性的暴行やハラスメントを受けた経験について語り、さらにそのうち 1 件はホフ
にレイプされたというものだった（彼はこの訴えを否定した。そしてこれ以外の告発に関し
ても、今のところまったく起訴ないし処罰されていない）
。
2012 年に相手候補に大差をつけてストーリー・カウンティーの議員になったランス・ギ
ルマンは現在、州に許可された売春店の数を増やそうと活動している。2011 年、私はリノ
の近くにある既存の売春店の一つであるムスタング牧場を訪れた。ギルマンは断固とした
合法化推進派だが、その彼も、合法売春店そのものが磁石のように危険な買春客を呼び寄せ
る可能性があることを認めている。
「合法化されるやいなや、捕食者が解き放たれる」とギ
ルマンは私に話した。
「規制が必要だよ。ここには、1000 人のタマ（女性）がいるからね」。
しかしながら、彼が気遣っているのは、被雇用者の安全というよりは、自らのビジネス上の
利益を守ることのようである。実際、彼は自慢気にムスタング牧場は刑務所をモデルにした
と語り、女性たちを「囚人」と呼んでいた。ギルマンはまた、「娼婦狩り」というゲームも
客に提供した。買春客がお金を払って、砂漠に放たれた女性たちをペイント弾ライフルで
「狩る」のである。女性を捕まえた買春客にはセックスの報酬がある。「女の子たちはたっ
ぷりいるよ。あれが獲物だ。ハンターのみなさん、捕まえてごらん！」と、ギルマンはプロ
モーションビデオの中で、自分の元パートナーで一時売春店の店長も務めていたスーザン・
オースティンに話している。このビデオは、別の売春店を舞台にしたリアリティ番組「ムス
タング牧場――愛の労働」で 2012 年に放送された。
パレイラの言う「自由」とはこのようなものだ。ある戸別販売のセールスウーマンが「娼
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婦チックな」衣装を売りにバニー牧場に通っていたが、売上は「とても好調」だったと彼女
は私に語った。好調の理由は、女性たちはたくさんの衣装をそろえていなくてはならず、し
かもどこにも行けないからだ。「いつ行っても、彼女たちはそこにいて、確実に販売するこ
とができました。というのも彼女たちは外出を禁じられていたからです」。女性たちは自分
の「仕事着」は自前で購入しなければならず、それに加えて部屋代、売春店で暮らす間の食
事代も支払わなければならなかった。
昨秋、ニューヨークへの旅の途中で私はアニーと会った。彼女は 2012～15 年にネバダ州
で、それぞれ別の３つの合法売春店で働いていた。アニーは緊張していて、過去の経験がト
ラウマになっていたのだが、合法化について「真実を話さなければいけない」と決心したと
私に語ってくれた。「売春店のオーナーの方がピンプよりもひどかったです。女性たちを虐
待し、監禁し、それでも州によって保護されているんです」。広く知られているように、売
春店から外出するのは難しい。「ちょっとそこまで女友達とケーキを食べに、なんてできま
せん」とアニーは言う。
「許可を取らないといけないんです。そこで働く契約にサインした
ら、（あるネバダの売春店では）自分の車のキーを持つことさえ許されません」。
驚くまでもないことだが、法案の投票で敗れるかもしれない事態に直面して、売春店の経
営者たちは、自分たちの商売が合法であり続けるよう極力奮闘している。デニス・ホフの顧
問弁護士マーク・レイが、今回のことが決定される前にライアン・カウンティ司法当局に宛
てて書いた（そして筆者が実際に見た）手紙には、売春店を閉鎖すれば「地域経済にただち
に財政上の悪影響を与えるだろう」と主張されているが、その具体的な根拠は何も示されて
いない。しかし、地元の反売春店運動家たちは、「地域のさまざまな団体のあいだで強い協
力関係」をつくることで効果が上げることができるとの自信を私に伝えてくれた。「ノー・
リトルガール」や「人身取引と売春を終わらせる会」のような活動家団体が、地元のロータ
リークラブや商工会議所、政治クラブ、そして、女性への暴力に反対するキャンペーンのた
めに設立された NGO 諸団体などとタッグを組んで、「合法化の真実」というキャンペーン
を展開した。
ギルマンは、売春がいったん合法のスタンプさえ手にすればいかに巨大なビジネスにな
るかを熟知している。彼もホフも、11 月の選挙で当選できるかもしれないし、いずれにせ
よ自分たちの合法売春から得られる利益を守るために、引き続き熱心に活動することは間
違いない。私がコンタクトを取っているフェミニスト・アボリショニストの大多数は、ネバ
ダ州の合法化撤廃キャンペーンの対象があまりにも狭く、より広い社会的文脈を踏まえて
いないのではないかと危惧している。合法売春が廃止されるだけでは、女性のみが売春で犯
罪化されることになってしまう恐れがある。フェミニスト・アボリショニストがとくに強く
反対しているのがそのような事態である。女性たちが売春を安全に辞められるよう支援す
るサービスもほとんどない。これもまた、合法化で生まれた問題の一つである（「正当な仕
事」を辞めるのに、なぜ支援やカウンセリングが必要になるのか、というわけだ）。
そして合法売春店が閉鎖されれば、違法な売春店はどうなるのか？
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ライアン・カウンテ

ィの売春店を閉鎖する条例案が採択されたとしても、ネバダ州の売春と人身取引がなくな
ると期待している者は誰もいない。しかし、規制された合法売春店とその偽りの主張が取り
除かれるならば、はるかに大規模で無規制で違法な性売買による虐待は、以前よりもずっと
厳しく問題化されるようになるだろう。
出典：https://www.nybooks.com/daily/2018/07/13/a-ballot-on-the-brothels-of-nevada/

※訳者注 デニス・ホフ（72）は 2018 年 10 月 16 日、就眠中に急逝した。前夜は彼の誕生
日パーティが催され、普段と変わりない様子だった。死因に不審な点はないという。

性売買の全面的非犯罪化をめざすニューヨーク州法案に反対する声明
タイナ・ビエン・アイメ（CATW インターナショナル）
2019 年 6 月 20 日
――女性人身売買反対連合（CATW）は、ニューヨーク州において性売買の拡大にゴーサイ
ンを出す州法案に反対する。提案されている立法は、ニューヨークにおけるピンプ行為、売
春店経営、買春ツァーの非犯罪化と合法化、買春者たちが周辺化された人々を買うことの合
法化を求めるものである。

ニューヨーク、2019 年 6 月 20 日。女性人身売買反対連合（CATW）は、州下院議員のリ
チャード・ゴットフリード、ユー・リン・ニオ、ロン・キム、ダン・クァルト、カタリーナ・
クルーズ、および州上院議員のジェシカ・ラモスとジュリア・サラザールによってニューヨ
ーク州議会に上程された法案 A 8230/S6419 に対し強く反対する。CATW の理事長タイナ・
ビエン・アイメは法案の上程に際して以下の声明を発した。
売買春の中の人々が逮捕やその他の形で犯罪化されないようにすることは、ジェンダー
にもとづく暴力・性的暴行・差別・不平等を終わらせるために闘ってきた私たちにとってき
わめて重要な課題である。たしかに、法案 A 8230/S6419 は売買春の中の人々を非犯罪化す
ることを提案しているが、同時に、きわめて憂慮すべきことに、同法案は、買春者、ピンプ
（性的人身取引業者と規定できる人々も含めて）、さらに、その他、売春店オーナーのよう
な第三者の搾取者たちへのあらゆる処罰をニューヨーク州刑法の規定から取り除くもので
ある。同法案はさらに、買春ツァーの代理店の所有と経営を禁止する条項さえも取り除くの
であるが、この条項は、商業的性的搾取と人身取引を抑制するための懸命な努力の中で勝ち
取られたものである。
性売買のサバイバーたちは日々、買春者と商業的な性的搾取者のもとで経験した広範な
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諸被害を証言している。売買春の中にいる人々の大多数が、疎外されたコミュニティに属し
ていることはよく知られている。これらの人々のライフヒストリーに圧倒的に含まれてい
るのは、子ども時代の性暴力であり、近親姦であり、ホームレス状態であり、里親を転々と
する生活、である。これらの人々はしばしば過酷な性差別、ジェンダー差別、人種差別をこ
うむっている。これらの人々の勇気ある証言と、医療現場からのエビデンスはどちらも、こ
れらの人々が精神と身体に深刻な健康被害をこうむり、その影響が生涯にわたることも少
なくないことを示している。
この法案は性売買の包括的な非犯罪化を求めている。そんなことになれば、ピンプや人身
取引業者が免罪されることになるばかりか、ニューヨーク州は商業的性搾取から暴利をむ
さぼる存在になるだろう。というのも、州があらゆる商業的セックス施設――違法なマッサ
ージパーラー〔性的サービスを提供する店〕から売春店に至るまで――を、州の通常の法人格付
与基準と納税申告を通じて合法化することになれば、ニューヨーク州は性売買から財政的
利益を得る受益者と化すからである。
これらの新たに合法化されニューヨーク州によって登録されるビジネスが買春者に売る
のはどういう人々か？

それは、最も周辺化された米国生まれの、および滞在許可書を持た

ない移民の、女性たちとトランス女性たちであり、とりわけ有色人種の人々である。誰がこ
れらの人々を買うのか？

それは、自由に使える十分な収入を持っている男たちであり、人

生において真の選択肢を奪われた人々を人間扱いせず、これらの人々に対して権力と支配
権を行使しようとする男たちである。
法案はまた「売春の助長」（ピンプ行為）に関する条項もなくそうとする。この条項は、
国内における性的人身取引を事件化する上で検察官が最も効果的に用いているものである。
それどころか、この条項は、ニューヨーク州において性的人身取引を起訴するのに成功した
あらゆるケースで決定的な役割を果たすものであった。今回の法案は事実上、ニューヨーク
州の性的人身取引禁止法をすっかり骨抜きにしてしまうだろう。
性売買の中の人々によってなされた売春関連犯罪の記録を消去することは、これらの
人々が自らの生活を立て直す上で決定的に重要な一部をなすものである。しかしながら、今
回の法案は、犯罪歴の抹消を州の旧売買春禁止法のもとで有罪になったあらゆる者に広げ
ようとする。その結果、州レベルおよび地方レベルで売春助長罪のもとで有罪となった国内
の性的人身取引業者も容易に自分たちの犯罪歴を消去することができるようになる。
売買春を含む性売買は性的人身取引がなされている場である。そしてそれは、性的人身取
引業者やピンプが被害者を連れてくる最終目的地である。人身取引業者と商業的な性的搾
取者が稼ぎ出す１ドル１ドルが、性行為を購入する個々人、すなわち買春者たちからやって
来る。買春者からあらゆる処罰を除外するいかなる法も、私たちの州で性売買がいっそう拡
大することにつながるだけだろう。ドイツやオランダ、ニュージーランドなど、売買春を合
法化するか全面的に非犯罪化した国々でそうなったようにである。
CATW は、ニューヨーク州の議員たちに、売買春の全面的な非犯罪化がもたらす破滅的
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な結果について慎重に検討するよう切にお願いする。この全面的非犯罪化には、売買春の助
長、売春店の経営、買春ツァーの合法化なども含まれるのであり、今回の法案はまさにこれ
らのことを推進するものなのである。ニューヨークにおいて性売買を日々生きのびている
人々、生きのびた人々は、この法案が提案している合法化よりもはるかに価値のある存在な
のだ。
出 典 ： http://catwinternational.org/Home/Article/760-catw-ed-issues-statement-opposing-nys-bill-thatwould-fully-decriminalize-the-sex-trade

※訳注

ニューヨーク州のこの非犯罪化法案は結局、アボリショニスト活動家たちの事前

の啓発運動とロビー活動のおかげで、州議会で否決された。しかし、セックスワーク派はあ
きらめておらず、そもそも上程されたこと自体を大きな成果であるとみなしており、民主党
内のセックスワーク派と協力して、来年の州議会での再上程を目指している。アボリショニ
ストの側も今から対抗準備をするよう訴えており、単に非犯罪化を防ぐだけでなく、北欧モ
デル（平等モデル）のニューヨーク州での導入に向けて動きはじめている。

売買春の非犯罪化をめぐるワシントン DC の攻防
全面的非犯罪化はわが国の首都を買春ツァーと人身取引の拠点にするだろう
ヤスミン・ヴァファ
『ワシントニアン』2019 年 7 月 16 日
〔トランプの友人で大富豪の〕ジェフリー・エプスタインが性的人身取引の罪で逮捕され
たというニュース１）にショックを受けたと言いたいところだが、しかし、性的搾取と人身
取引のサバイバーをサポートしている者として言わせてもらうと、彼とその友人である権
力ある男性たちが何十人もの少女たちにわいせつ行為を働いたという世間を騒がしている
ニュースは、私が日々耳にしている話である。
むしろショッキングなのは、ワシントン DC の〔コロンビア特別区〕議会が、この地域に
おける商業的性売買を非犯罪化する法案を現在検討しているというニュースの方である２）。
その法案が成立すれば、ますます多くの若い女性と少女に対する虐待とトラウマとが生み

１）

Devlin Barrett and Matt Zapotosky, Jeffrey Epstein taken into custody in New York on new charges
related to sex crimes involving minors, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/jeffreyepstein-taken-into-custody-in-new-york-on-new-charges-relating-to-sex-crimes-involvingminors/2019/07/06/06b86ed0-a058-11e9-9ed4-c9089972ad5a_story.html
２）
Rachel Kurzius, As Prostitution-Related Charges Double In D.C., Lawmakers Are Reintroducing A
Sex Work Decriminalization Bill, https://dcist.com/story/19/06/03/as-prostitution-related-charges-doublein-d-c-lawmakers-are-reintroducing-a-sex-work-decriminalization-bill/
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出されるだろう。私たちの国の首都が、買春ツァーのハブ（拠点）や、エプスタインのよう
な性犯罪者たちの避難所になり果てる前に、DC 議会がこの法案を見直すことがただちに求
められる。
今月の初め、私は地元の 5 人の性的人身取引サバイバーと会った。年齢は 14 歳から 17 歳
までで、その全員が、男たちが彼女たちを売り買いしていた空き家やアパートで発見された。
中には、捜査員に発見されるまで数日ないし数週間も行方不明になっていた子もいた。私は
これらの少女たちにこの法案について尋ねてみた。彼女たちは激しい怒りをあらわにした。
DC が売春店を非犯罪化したら、
「行方不明少女はもっと多くなるし」、発見してもらえると
いう希望はもっと少なくなる、そう彼女たちは口々に言った。「それではすまないんじゃな
い？」とその中の１人は言った、「私たちの殺人も非犯罪化されることになるんじゃない
の？」。
彼女たちは間違っていない。
全面的な非犯罪化が実現すれば、売買春が行なわれていると疑われる場所に警察が踏み
込むしかるべき理由が失われることになるだろう。さらに、売春店オーナーは、内部で「働
いている」個々人の年齢の記録をつけることを求められなくなるだろうし、そのことは、警
察が子どもの搾取を突き止めるのをずっと困難にするだろう。
ワシントン DC では現在、売買春は全面的に犯罪化されているが、その今でさえピンプは
女性を金儲けのために搾取しており、彼女たちを暴力にさらし、彼女たちにタトゥーを入れ
たり、GPS をつけて行動を監視することさえしている３）。子どもの性的人身取引および未成
年とのセックスを禁止する法律が存在するにもかかわらず、買い手は、罰せられる恐れを持
つことなしに少女たちを搾取している。最近、わずか 12 歳の地元の少女がアパートで裸で
いるところを発見された。そのアパートで幾人もの男たちが金を払って彼女をレイプして
いたのだ。国内人身取引のサバイバーを支援する NGO 団体「コートニーズ・ハウス」４）に
よれば、彼女の年齢とその幼い見た目にもかかわらず、買い手の誰も逮捕されなかったとの
ことである。
このような日常の現実からすれば、議会に提案されている法案が、DC 刑法のうちピンプ
行為と売春店経営を禁止している条項を非犯罪化し、事実上これらの行為を合法化しよう
としているのは実に不可解である。これらの規定を撤廃することは、疎外され周縁化された
女性と子どもたちの搾取の「解禁」を宣言することを意味し、ほとんどの性的人身取引事件
の訴追を停止させることになるだろう。
セックスの購入を非犯罪化することは、社会に対して、買春がワシントン DC では社会的

３）

Peter Hermann and Spencer S. Hsu, FBI targets prostitution bosses in D.C.’s Logan, Thomas circles,
a busy zone called ‘the Blade,’ https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/fbi-targetsprostitution-bosses-in-dcs-logan-thomas-circles-a-busy-zone-called-the-blade/2019/05/28/7fcb326a-70f311e9-8be0-ca575670e91c_story.html?utm_term=.538896669a31
４）
http://www.courtneyshouse.org/

- 104 -

に許容される行為であるとのメッセージを発することを意味する。売買春が非合法である
ことで行動を制約されていた他の地域の男たちが全米中から買春ツァー客としてワシント
ン DC へと殺到するだろう。これは DC での性的人身取引を急増させるだろう。なぜなら、
人身取引業者は当然にも、女性や少女との有償セックスに対するこの絶え間なく増大する
需要からできるだけ利潤を稼ぎ出そうとするからである。そうした買われる人々の中には
トランス女性、先住民女性やその他の有色女性が数多く含まれている。
性売買を原因とする諸被害に対処するにはどのような法的アプローチが適切なのかをめ
ぐって、地元の議員や大統領候補者のあいだで対話が発展していること自体は歓迎するべ
きことだが、その解決策として出されている全面的非犯罪化は恐ろしく道を踏み誤ったも
のだ。たとえ新たに「法的保護」が与えられたとしても、どんな場合でも常に、性売買の中
の人々に対して身体的・心理的・感情的トラウマを与えるのは、〔売買春の禁止ではなく〕
搾取者なのである５）。
別のもっとまともな解決策がある。性的搾取の中に捕らわれている、あるいはそこに入る
ことを強要された女性たちを処罰しないという、部分的非犯罪化というアプローチがそれ
だ。
平等モデル〔北欧モデル〕６）は、ピンプ行為、売春店の経営、セックスの購入に対する法的
禁止をそのまま維持しながら、セックスを売ることのみを非犯罪化する。それは、売春に従
事している人々を保護するが、全体としての売買春市場を縮小させる措置である。このよう
な政策転換は決定的である。というのも、セックスを売っているほとんどの人が性売買に入
ったのが子どもの時であり、薬物依存や犯罪扱いのせいでそこにとどまることを余儀なく
されているからである。
部分的非犯罪化は、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、フランス、カナダ、アイ
ルランド、イスラエルといった国々で成功を収めている。それとは対照的に、全面的な非犯
罪化は売買春市場の力を解き放ち、搾取者を単なる企業家にすることで彼らをエンパワー
する。真に進歩的な解決策は、部分的非犯罪化と、住宅や医療や離脱サービスなどの基本資
源の提供とをセットにした総合的なアプローチをとることである。
私はこの虐待のサバイバーたちとともに、ワシントン DC の議会に対して、この法案を修
正し、女性と少女の安全を最優先するよう切に訴えたい。
出典：https://www.washingtonian.com/2019/07/16/dc-council-bill-would-turn-our-nations-capital-into-acapital-for-sex-tourism-and-trafficking/
５）

Jody Raphael, Schiller DuCanto, Katie Feifer, Jayne Bigelsen, Michelle Dempsey, Shea Rhodes,
What We Know About Sex Trafficking, Prostitution, and Sexual Exploitation in the U.S., https://uploadsssl.webflow.com/5b7ed53e01bf9702b9df675b/5b7ed53e01bf97bdfadf68b1_WorldWE%20Research%20r
eport%20What%20we%20Know%202017%20FINAL.pdf
６）
The Equality Model, or partial decriminalization, protects survivors but NOT their exploiters,
http://rights4girls.org/wp-content/uploads/r4g/2019/07/Equality-Model-one-Pager-.pdf
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【ニュージーランド】

⼥性の体内は仕事場ではない
――ニュージーランド移⺠局、売買春を雇用技能リストに――

ジュリー・ビンデル
『ガーディアン』2018 年 4 月 30 日
訳

大原レイカ

売春に関する数々の神話の中で最も説得力があるのが、売春は「世界最古の職業」だとい
うものだ。しかし、性売買の終結を目指しているフェミニスト・アボリショニスト（売買春
廃絶派）は売春を「世界最古の抑圧」と呼び、売春が「他の職業と同じ単なる仕事」である
との観念に抵抗している。
報道によると、ニュージーランドの移民局は、
「セックスワーク」
（売春はしだいにこう呼
ばれるようになっている）を移民希望者に対する「雇用上の特殊技能」リストに追加したと
のことである。ニュージーランド移民局のサイトを見ると、売春は「不足している技能」リ
ストには掲載されていないのに、「特殊技能を要する雇用」リストには掲載されている。私
はこれまで性売買の調査のため世界中の多くの国を訪問してきたが、その中にはニュージ
ーランドも含まれている。ニュージーランドでは 2003 年に性売買が非犯罪化され、それ以
来、売春推進派からは売春管理のお手本と讃えられている。
政府は、非犯罪化によって暴力が減少し、売春店は定期的にきちんと検査され、性売買が
増加することはないと請け合ったが、実際にはそうならなかった。起こったのはそれと反対
のことである。合法・非合法を問わず、ニュージーランド国内の売春店への女性の人身取引
（trafficking）は深刻な問題となっており、非合法に運営されている店の数は、正式に認可さ
れた売春店の４倍もの数にのぼっている。売春店における女性に対する暴力事件も、これま
でと同じく日常的に起こっている。
「男たちは、私たちを買っていいのだと法律が認めてく
れたことで、よけいに自分にそうする資格があると感じている」――非犯罪化の前からニュ
ージーランドの売春店で売春をしていたサブリナ・ヴァリスは言う。合法化のもとでも、ニ
ュージーランドの女たちは依然としてピンプやパンター（買春客）に殺されている。
被買春女性が「被雇用者」となり「労働市場」の一部になると、ピンプは「経営者」や「起
業家」になる。そして買春客は単なる顧客になる。売春業から抜け出すために公的支援を提
供することは不適切なものとなる。なぜなら、普通の仕事から離脱するのに公的支援など誰
も必要としないからだ。こうして政府と自治体は事実上、合法化によって被買春女性たちか
ら手を引いたのである。その理由として繰り返されるお題目は、売春は「マクドナルドで働
くよりまし」というものだ。だが、ある性売買のサバイバーは私にこう語ってくれた――「マ
クドナルドなら、少なくとも自分自身が肉として売られることはない」。
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売春を「雇用上の特殊技能」の一つとして認める決定は、ピンプにとって売春店の人員を
大幅に増やすゴーサインとなった。男性の増大する売春需要を最も弱い立場の女性たちで
満たそうというのである。
人間の身体を市場的に使用する慣行は、新自由主義的な経済システムのもとでしだいに
ノーマルなものとされるようになった。だが売春が「労働（labour）」であるという観念を支
持することは、進歩的でもなければ「女性に優しい（female-friendly）
」観点でもない。私は
カンボジアで母乳の取引を調査したことがあるが、そこでは、裕福なアメリカ人ビジネスマ
ンが妊婦を募集し、雀の涙ほどのお金を払って彼女の母乳を手に入れている。またインドで
は、空腹でどうしようもなくなった男たちが病院の血液バンクの外に列をなして、食料と引
き換えに自分たちの血液を売っているのを目にした。ウクライナでは少女たちが「バージン
の」ブロンドヘアーを売り、その髪は欧米諸国のサロンでエクステとして使われている。南
半球の女性たちによる「子宮の貸与」〔代理母制度〕もますます一般的になりつつあり、彼女
らは特権的な欧米人の代わりに赤ん坊を身ごもる。
2000 年に性売買を合法化したオランダでは、生徒が 18 歳以上であれば、自動車教習所の
教官がセックスと引き換えに運転を教えるのも完璧に合法である。
売春が合法化されているドイツでは、政府の資金援助を受けているある NGO――「セッ
クスワーカーのためのカウンセリングセンター」とそのウェブサイトで銘打っている――
は、売春を辞めると決心した女性たちに対して「性的介助支援者」になるためのトレーニン
グを提供している。このトレーニングが目的としているのは、障碍者による「性欲の探求」
を「セックスワーカー」が手助けすることである。病気や障害のある男性たちに売春サービ
ス（まさにそれ以外の何ものでもない）を提供することは、まるで障碍者向け「食事宅配サ
ービス」に似た何か立派な公共サービスの一つとみなされているのは明らかだ。その他の合
法化された国々、たとえばデンマークとオーストラリアでは、男性は売買春を公的福祉の一
環として利用することができる。おそらくその必然的な帰結として、中度から重度の運動障
害のある身体障碍者カップルを介護する者は、セックスの介助を頼まれるだろう。たとえば、
介護者はペニスをパートナーの開口部に挿入するように頼まれるかもしれない。
売春業者と買春の非犯罪化を認めている各国政府は自国の市民に対して、女性は男性の
性的消費のための入れ物であるというメッセージを発している。売春が「仕事（work）」な
ら、政府は少女たちが買春者に「立派なオーラルセックス」を提供できるような技能実習制
度をつくるべきなのか？

ニュージーランドは、その移民受け入れ政策における「選択肢」

に売春を組み入れるのではなく、売春の中にいる女性たちが被っているさまざまな被害
――性暴力を含む――について調査するべきだ。
もし売春が「セックスワーク」なら、その論理からして、レイプは単なる盗みになるだろ
う。女性の身体の内部はけっして仕事場とみなされるべきではない。
出 典 ： https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/30/new-zealand-sex-work-prostitutionmigrants-julie-bindel
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※訳注 ニュージーランドの 2003 年売春改革法では、人身取引業者の介入を防ぐため売春
目的で入国する者への短期ビザの発給を認めていないが、オーストラリアとニュージーラ
ンドに共通する一般的な職業分類リストではセックスワークは「雇用上の特殊技能」リスト
に入っており、このリストがそのまま移民局のサイトにも掲載されたようである。その後、
各方面から批判を浴びて、移民局はこのリストをサイトから削除した。

北欧モデルに向けたニュージーランド⼥性活動家の挑戦
ジョー・バートッシュ
『モーニングスター』2019 年 4 月 29 日
ニュージーランドでは、ピンプ行為と売春店の経営は通常のビジネスとみなされている。
レニーとチェルシーはそれを変えようとしている女性たちである。
2003 年に売春改革法（PRA）が成立して、ニュージーランドは売買春を完全に非犯罪化
した数少ない国の一つになった。レニーは性産業の外部から、そしてチェルシーはその内部
で生きてきた女性として、それに反対するキャンペーンを行なっている。
レニーが最初に売買春の包括的非犯罪化に抗議しはじめたのは 2015 年のことである。そ
のとき彼女は、ロサリー・バチェラーという名前の女性の支援をしていた。バチェラーは、
売買春のサバイバーであり、性産業から抜け出すことを望む他の女性たちのための避難所
を設置しようとしていた。
チェルシーは、「幸せな娼婦（happy hooker）」像を振りまくメディアに対する怒りに駆ら
れて、
「一売春者として性産業の現実についてオンライン上で怒りを爆発させた」
。彼女は言
う、「売春店の内部の状況は〔売春者による〕自己表現などとうてい不可能なものでした。
『ゲームをする』こと、男性に彼らが聞きたいことを語ることが必要であり、リアルな人間
として振舞うのではなく、彼らが望むファンタジーにうまくつき合わなければならないの
です」。
レニーとチェルシーは稀有な存在である。ニュージーランドではこういうことを公然と
語る人々はほとんどいない。主流のメディアも、そして大学を中心とするフェミニスト運動
の大多数も、ニュージーランド売春者連合（NZPC）によって吹聴されている「セックスワ
ークは労働（sex work is work）」路線を支持している。
レニーとチェルシーも、自らセックスを売る人々が訴追されるべきではないということ
に同意するが、それを超えて、北欧モデルを採用することが必要だと訴えている。
チェルシーは、北欧モデルこそが自分のような女性にとっても、社会全体にとっても最適
な選択肢であると考えるようになった経緯について説明する。
「私はオンラインで売買春の
実態について調べはじめ、ラディカル・フェミニズムについて学び、やがて北欧モデルに基
づく改革が解決策であることがわかって、女性の支持者たちを募り、はじめ声を大にして語
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るようになったのです」
。
北欧モデルは、セックスを買う人々に対する刑事罰を維持しつつ、買春されている側の
人々を非犯罪化する法システムだ。このモデルはスウェーデン、ノルウェー、アイスランド、
北アイルランド、そしていちばん最近ではイスラエルで導入されている。
このアプローチの一環として、売買春から抜け出したい人々にはサポートが提供される。
北欧モデルの目標は、買春されている人々を支援し、売買春への需要を減らし、人身取引を
防止することである。
チェルシーは、「セックスワーカー」というラベルを、現実を糊塗する婉曲表現だとして
激しく拒絶する。この用語は、自身が売春者である人々と、彼女らを虐待することから利益
を得ている連中とを区別することを困難にすると主張する。
チェルシーは言う、「自ら売春者である私たちが『セックスワーカー』という用語を拒否
する場合でさえ、ただちに忌避され、嫌がらせされ、〔ソーシャルメディアで〕抹消されま
す。そういう嫌がらせをする人々は、私たち売春者を支援するためにそうしているのだと主
張するのです。ひどい皮肉です」。
レニーも同意する。売買春を「セックスワーク」として再定義することは、事実上、「イ
ギリス最大のエスコート型売春企業のオーナーであるダグラス・フォックス〔アムネスティ・
インターナショナルの包括的非犯罪化方針を最初に提案した人物〕が自分のことを『セックスワーカ

ー』と自称することを許す」ことになると指摘する。
売春改革法（PRA）が成立してからというもの、ニュージーランドは性的人身取引業者に
とっての安息所となり、子どもの商業的性搾取のような犯罪行為とますます結びつくよう
になっている。
ニュージーランド売春者連合（NZPC）などの団体は、成人売春と児童買春とが結びつい
ていることを否定する。しかし、サバイバーの証言はそれが嘘であることを示しており、ま
た国際的なさまざまな調査および非営利団体からの報告も、路上売春者の大多数が性産業
に入ったのは子どもの時であることを示している。
売買春というのは真空の中で行なわれる選択ではない。たとえば、平均より貧しいマオリ
族の女性たちおよび太平洋諸島出身の女性たちは平均より高い割合で性産業の中にいる。
国際的な反人身売買組織である ECPAT はニュージーランドについて次のように述べている。
「貧困と子どもの性的搾取とのあいだには不可分の関係がある。貧困は、一部の貧しい若者
たちを、自分自身や家族の生活のために売買春へと追いやっている」
。
性産業はニュージーランド社会の中に根づくようになり、ドメスティック・バイオレンス
のうちとくにひどい行為が顕著に増大してきている。
これが非犯罪化の直接的結果であると言えば軽率のそしりを免れないだろうが、両者の
相関関係については調査する価値がある。しかし、そうする代わりにニュージーランド政府
は、セックスを売ることに対するスティグマを減らすプログラムに何百万ドルも費やして
きた。あたかも、性産業にいる人々を殺しトラウマを植えつけ傷つけるのが、虐待的な男性
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ではなく、「スティグマ」であるかのようである。
チェルシーは、ニュージーランド売春者連合（NZPC）の内部調査が必要だと強く感じて
いる。彼女は言う、「彼らはニュージーランドで売春者のグループであると自任し、いわば
私たちのための組合のようなものだと振舞っています。しかし彼らは、包括的非犯罪化の立
場に疑問を持っていたり反対している女性たちの言うことにはいっさい耳を貸さないし、
そういう女性たちをサポートしようとはしません。彼らは、組合が普通やっているような活
動、たとえば、被買春女性への支払いを増やすとか、経営者や売春店オーナーからの抑圧を
減らすといったことはまったくしていません」。
レニーは、政府から資金援助を受けている NZPC のような団体が行使している権力と戦
術は、
「セックスワークは労働」路線への異論、そして売買春における「エンパワーメント」
や「自由な選択（フリーチョイス）」という新自由主義的言説への異論を封殺していると指
摘する。
「脅すこと、サバイバーに対してもそうなのですが、それが、この種の言説が用いてきた
手段の一つです。つまり、売買春を批判することは『スティグマ』をつくり出すことであり、
スティグマは暴力を引き起こすのだ、こういうことを女性たち――被買春女性であれ、そう
でないのであれ――に信じさせようとするのです。これが脅しの中身です」。
「2016 年に出版された『売買春体験記（Prostitution Narratives）』に証言を寄せたサバイ
バーたちもこの種の攻撃を経験しました。この事実は、どうして非犯罪化路線や売買春その
ものに批判的である多くのサバイバーたちが自らの安全のために沈黙を守っているかを説
明するものです。スカーレット・アライアンス（グローバルネットワーク・オブ・セックス
ワーク・プロジェクトのオーストラリア支部）の活動家たちは、『売買春体験記』の出版記
念会に乗り込んできて、その場を混乱させ、寄稿者たちを罵倒しました」。
ニュージーランドは反面教師であり、世界中でますます多くの政府は、包括的非犯罪化の
路線は失敗した経験であり、立場の弱い女性と少女たちの生命を代償としたものであるこ
とを認識するようになっている。
レニーとチェルシーは敵対的な環境の中で、自国の政府と主流の反体制運動の両方から
の抑圧に抗して活動している。前方にある課題の巨大さにもひるむことなく、レニーは私た
ち全員に対してこう指摘する。「NZPC は『できるだけ大騒ぎして注意を集めることで』暴
力的男性を回避するのが売買春の中にいる個々の女性の義務であると言いますが〔同組織が
発行しているリーフレットに書いてある自衛策〕、だとすれば、同じことをすることで売買春

という制度的暴力に対処することがジャーナリストと学者たちの義務です」。
チェルシーは最後に世界中の女性に向けて次のようなメッセージを発した。
「けっして黙
らないでください。私たちの声は強力です。このことは、いかに家父長制が私たちを沈黙さ
せようと必死に努力しているかにはっきりと示されています」。
出

典

：

https://morningstaronline.co.uk/article/new-zealand-women-challenging-neoliberal-

narrative-%E2%80%98empowerment%E2%80%99-prostitution
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【オランダ】

オランダの赤線地域をめぐる攻防
ダニエル・ボフィー
『ガーディアン』2019 年 7 月 4 日
アムステルダム初の女性市長は、同市の有名な赤線地域（red-light district）の閉鎖の可能
性を示唆したことで、セックスワーカーとの対立に直面している。オランダ緑の党の元指導
者で昨年アムステルダムの市長となったフェンケ・ハルセマは、市は「売買春のない赤線地
域についても考えてみなければならない」と発言したことで非難の砲火を浴びている。
「赤線統一連合」という名称の新たに結成されたロビー団体は、自分たちが調査した 170
人の女性セックスワーカーの 90％が、シンゲル運河やワレン地区の狭い路地や運河沿いの
街頭の飾り窓で働くことを望んでいると主張する。
このロビー団体のメンバーの１人（ペンネームはフォクシー）は、日刊紙の『ヘト・パロ
ール』に語る。「セックスワーカーは人間であり、どこで働くかに関する権利を持っていま
す。この働き場所を移転させることは選択肢にはなりません。なぜなら、そんなことになれ
ば、客はどこに行けばセックスワーカーを見つけることができるのかわからなくなるから
です。ハルセマ市長は、彼らのためにウェステライク・ハーヴェンゲビート〔アムステルダム
の一角で移転予定候補地の一つ〕へのバスツァーでも組織してくれるのでしょうか？」
。

有名な赤線地域でのセックスワークを禁止することは、人身取引問題に取り組み観光客
の数を減らすことを目標としたオプションの一つであり、市長はひと夏かけて、いずれのオ
プションがよいかを協議して決めることになるだろうと述べた。
「これらの目標は交渉対象ではありません」とハルセマ市長は最初の協議の場で述べた。
「昔から、赤線地域の周囲の船乗りたちには、何ヵ月もの航海を終えて帰ってきたら、『た
くましい』オランダ人女性のところに行くという習慣がありました。現在の状況はどうかと
いうと、圧倒的に外国人の女性たち――私たちは、どのようにして彼女たちがここに来るに
至ったのかを知りません――が笑いものにされ写真を撮られているのです」。
「人身取引が、私たちの市の最も美しく最も古い場所で行なわれています」と市長はつけ
加えた。
「長い長い年月を経て、状況は受け入れがたい水準にまで至ったのです」。ハルセマ
市長は、赤線地域の 330 の飾り窓の向こう側にいる女性たちがアムステルダムを訪れる人々
の単なる一観光アトラクションになったと言う。
「彼女たちは笑いものにされ、しばしば侮辱され、意思に反して写真を撮られています。
それに加えて、人身取引、詐欺、マネーロンダリングを減らさなければならないし、そして
第３に、地元の住民と企業の不便さを軽減したいと思っています。今よりも静かで、クリー
ンで、より生活しやすい場にしなければなりません」。
赤線地域を全面的に閉鎖すること以外のオプションとしては、セックスワークの継続を
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認めつつも売春店の飾り窓を禁止すること、飾り窓の一部を別の場所に移すこと、最後に、
より多くの飾り窓の開業を認めるが、需要を減らすため、いくつかの街路にゲートのような
ものをとりつけることがある。「そうすれば、そういう場所に行く必要のない通行人にとっ
て公共の空間の一部を遮断することができます」。
赤線地帯のビジネス界を代表しているアウデザイツ・アフテルバーフワル実業家連合の
議長コル・ファン・ディーク（Cor van Dijk）は、この提案に対して、問題の原因は、前市政
による 100 近くの飾り窓の強制閉鎖にあると主張する。
「前市政の赤線地域政策であるプロ
ジェクト 1012 のために、多くの飾り窓が撤去されました。これらの飾り窓はまさに、客が
まだある種の匿名性を持ちえた路地にあった窓なのです」
。
「飾り窓がもっと増えれば、赤線地域の一部地域に加えられている圧力を和らげることも
できるでしょう。最近観光客が増えてきているとは思いませんが、同じ数の人々をより狭い
地域に押し込めてしまっているのです」。
この問題をめぐる討論会は市の中心地にあるカンパニー劇場で来週開かれる。今年の夏
の終わりに、
「利害関係者たち」にその見解について聞き取りがなされ、４つのオプション
を２つにまで絞ったうえで、議会での討議にかけられる。
緑の党は市議会の 45 議席のうち 10 議席しか持っていないが、セックスワークをアムス
テルダムの中心街から別の地域に移す案については、リベラル D66 グループと社会党の支
持を確保している。
ハルセマ市長は、自分の支持する政策がなんであるのかについて語るのを拒否した。
「現代のリーダーシップは話し合いを促すのであって、命じるのではありません」と彼女
は言う。「売買春をめぐる議論は現在、極度に二極化していて、ひどく道徳的なものになっ
ています。売買春は市の中心街における歴史的現象です。それについて何かを変えるには時
間とお金がかかります。そのために必要なのはコンセンサスですが、最終的な決定は、評議
会〔アムステルダム自治政府の日常の運営を行なう機関で市議会から選ばれる〕と市議会にかかってい
ます。私は行なうのは議論をリードすることです」。
自分は「プラグマティック」であり、アムステルダムで女性がセックスワークに従事する
権利に異議を唱えるつもりはないとハルセマ市長は言う。赤線地域が閉鎖されるとしたら、
市議会は、市の他の場所に「売春ホテル」を設置することを検討する予定である。「そのホ
テルで、セックスワーカーは部屋を借り、そこにやって来る訪問者だけが彼女らのサービス
を利用することになるでしょう」と言う。
「たしかにその場合、おそらくその地域の人々から多くの抗議が寄せられるでしょう」と
市長はつけ加えた。
「しかし、忘れないでほしいのは、現在それが存在している地域でも人々
は比較的安全にかつ楽しんで生活をしていることです。誰であれ、できれば自分の裏庭には
ない方がいいというものがあります。しかし、総じてアムステルダムの住人は寛容です」。
出 典 ： https://www.theguardian.com/world/2019/jul/04/amsterdam-mayor-considers-closing-red-lightdistrict
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【イギリス】

イギリス初の「合法」赤線地域の実態
ジュリー・ビンデル
『ガーディアン』2019 年 6 月 29 日
訳

大原レイカ

日中のホルベック工業地域はごく平凡な様相である。リーズ市の中心街の南端に位置し、
住宅街の裏側にあって、馬券売り場、新聞の販売店、テイクアウトの店などが点在している。
しかし、夜になるとこの工業地域は一変する。午後 8 時から午前 6 時の間は、イギリスで最
初の指定赤線地域へと姿を変えるのである。路上売春が公然と行なわれ、女性も性買者も処
罰されることはない。
イギリスでは売買春そのものは違法ではないが、公共の場所での勧誘やピンプ行為、売春
婦を求めて通りを車で流すなどの、売春に関連する行為は違法である。これらの法を執行停
止して完全に非犯罪化された売春市場を作るというこの大胆な策――「管理地域」政策と呼
ばれる――は、工業用のビルや低木が生えるだけの平凡な一平方マイルの土地をイデオロ
ギー上の戦場に変え、イギリスにおける売買春対策をめぐる激しい意見対立があることを
露わにした。
それから 5 年、リーズの市議会は反対の嵐に直面し、「管理地域」政策の将来についてそ
の是非が問われることになった。管理地域が、ホルベック周辺で暮らし働いている人々の生
活にどのように影響を与えたのかを確かめるために私はリーズに戻った。
夜間に管理地域で働く女性たちにとって、最も大きな変化は逮捕される心配がなくなっ
たことだ。サラ（個人情報保護のため仮名）は昨年 12 月まで、彼女自身とボーイフレンド
のヘロイン代とコカイン代のために「週に 3 回か 4 回」ホルベックの路上で仕事をしてい
た。

（ホルベック地区内を通る指定された安
全路。両側を高い塀に囲まれた、街灯が一
定間隔にあるだけの長い道路。車一台がや
っと通れるほどの狭さで、途中脇道はない。
人気はなく、塀には男性器の絵と WANK
MORE（もっとシコろう）などの落書きが
ある）
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「管理地域」政策が導入される前はひどかったと彼女は言う。今はもう、警官の心配をし
なくてもいい。
「いつも後ろを振り返って、警察に捕まるのではないかとびくびくしていました。ここで
売春してきた 5 年間で 20 回は逮捕されています。でも罰金を払えたことがないので、警官
はしょっちゅう私を探しにやってきて、それでまた逮捕されるという感じでした」。
管理地域が 2014 年にリーズ市議会によって導入されたのは、
［従来の］売春を減らす方策
には効果がないということが調査によって判明したからであった。管理地域を支持する
人々は、ホルベックのやり方がそこで働く女性たちの生活をより安全にするものだと熱烈
に信じている。同じく断固たる反対論者は、私もその 1 人であるが、管理地域は、英国の大
都市の一つで、性買者に公然たる路上売春の市場を提供し、人身売買と搾取を推進している
と信じている。
私はサラに、管理地域の中で働くのは、外で働くより安全だと感じるかと尋ねた。
「安全かどうかわからないけれど、逮捕されるのは嫌です。自分が汚いものになった気持
ちになります」と彼女は言う。
「買春客はまったく変わってません。ひどい奴らばかりです。
でも、そのやり方〔管理地域の設定〕以外に何か別の方法があるのかわかりません。逮捕され
たくはないのはたしかだし、それに他の女の子たちも言ってますけど、警官は女の子たちに
いつも嫌がらせをしていました。彼女たちのことを屑だと思ってたんです。正直言って、管
理地域にできるのは売春を一時的にそこに封じ込めておくことぐらいだと思います」。
「ベイシス・セックスワーク（Basis Sex Work）
」というセックスワーク派の NGO 団体は、
管理地域の女性たちにサービスを提供するために、市議会から資金を受けている。この団体
は「管理地域」政策が、女性たちが暴力的な買春客を通報するのに役立っていると信じてい
る。あるレポートでは、管理地域制度が始まってから、女性たちによる暴力事件を通報する
傾向は、2013 年と比較して 6 倍に増えたと報告されている。
ベイシスの代表であるジェマ・シーレは、管理地域ができたおかげで、必要なサービスと
サポートを切望する女性たちに手を差し伸べることができるようになり、それはこれまで
と決定的に違うと話す。
「私たちは警報装置〔暴力的な客がいた場合にボタンを押して大きな音を鳴らす携帯用アラーム〕を
配り、犯罪情報を共有し、寒い日や暑い日には食べ物、飲み物、暖かい服などの必需品が彼
女たちの手に入るようにします。また私たちは、彼女たちが法システムを利用する手伝いし
ています」。
シーレと私は、管理地域で起こっていることについて根本的に考えを異にしている。彼女
は女性たちがしている仕事を搾取とは考えず、彼女たちの経験から、管理地域で働く人々は
自由意志でそうしており、強制などはないと主張している。しかし、管理地域は思ったとお
りの効果を上げているかと尋ねると、彼女は答えをにごした。「はいともいいえともお答え
できません。いくつかの点では効果がありましたが、改善の余地はあります」。
管理地域の設計と導入に関わった他の人々は、それほど控えめではない。マーク・ドブソ
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ンはリーズ市議会の議員として、管理地域が導入された時、その中心的な計画立案者で推進
者の一人であった。しかし彼の考えは変わった。管理地域が導入されてわずか数ヵ月後、管
理地域内で仕事をしていたポーランド人女性が買春客に殴り殺された事件、ダリア・ピオン
コ殺害事件１）に強い衝撃を受けたのだ。それ以降、性的暴行事件やレイプ事件２）が増加し
ているとのニュースをはじめ、ホルベックの街路で繰り広げられている事態を見て、暗澹
（あんたん）たる気持ちになったと言う。
「私たちは女性たちを支援しているのだと言われていました。女性たちが警察に処罰され
るような残酷な法システムと決別するのだ、と。しかし実際に起こったことは、明らかに男
性が罪を逃れたことでした。その反面、女性たちを売春から抜け出させるようなことは何も
行なわれていません」。
リーズ市議会はまた、管理地域に対する地元住民の怒りが高まっている事態にも対処で
きていない。イアン・ステインズは 1993 年、後に管理地域となった地区の真ん中でフロー
リングの事業を始めた。彼の職場を訪ねると、管理地域に指定されたことは、自分やその他
の地元住民にとってトラウマになっていると語った。2018 年、地元の女性が仕事からの帰
宅途中に男の一団からレイプされる事件が起きた。彼女は売春の勧誘を行なっているとみ
なされたのだ。この事件以降、住民の多くはこのコミュニティが安全に生活できる場だとは
考えられなくなったと言う。「殺人、深刻な暴行、レイプはみんなこの地域に集中して起こ
っています。コンドームと注射針がどこにでも転がっており、人糞まで落ちています」。
管理地域がオープンしてから、性的人身取引やピンプ行為に関してただの１件の逮捕も
捜査も行なわれていない。それでもステインズも他の多くの地元住民も、夜にこの地域で働
いている女性たちの身に何か起こっているのではないかと心配していると言う。管理地域
で働いていたある女性は、バス何台分ものルーマニア人女性が夜に管理地域に連れてこら
れ、朝には送り返されていくのを目撃したと私に語ってくれた。ホルベックの別の住民ナイ
ジェル・ペリーは、管理地域から 4 分の 1 マイル〔約 400 メートル〕の所にある小さな家に 50
年住んでいる。彼もまた日常的に目にする光景に不安を抱いていた。
「自宅の隣に 2～3 人の若いルーマニア人女性が住んでいます。何ヵ月もの間、家から外
出するのを見たのはその中の 1 人だけで、男が付き添っていました。人身売買されて来たの
ではないかと心配です。男たちが昼も夜も一日中出入りしています。あの女性たちは英語を
話せないのではないかと思います」
。
管理地域の支持者たちは、ピンプや人身取引業者の逮捕がないことが、管理地域内で犯罪
行為が行なわれていないことの証拠だと指摘する。しかし、ケビン・ハイランドの意見は違
う。政府の奴隷制対策委員会の元責任者で、警視庁の反人身売買特別捜査チームを率いてい

１）

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/04/man-guilty-murder-sex-worker-leeds-dariapionko-lewis-pierre
２）
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/latest/rapist-jailed-jailed-for-brutal-attack-on-leedssex-worker-1-7567724
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たハイランドは、それは犯罪が行なわれていないことの証拠にはならないと言う。2018 年、
売春と国際的性売買問題に取り組む超党派の議員グループによれば、性的人身取引はイギ
リス全土で「大規模に」発生しているが３）、警察官は無関心で、買春者も見て見ぬふりをし
ているという。
「不干渉政策を取ること、そして事実上、警察官が手を引くことが人身売買を大幅に増加
させている証拠はたっぷりありますし、私自身も直接目にしてきました」と彼は言う、「需
要を何とかしないかぎり、性的搾取はそのまま続くし、増え続けるのです」。
私はジェマ・シーレに人身売買の噂について尋ねた。彼女はそれを「とても複雑な問題」
だと言い、経験上、管理地域の女性たちの大多数は自由意志で働いていると述べた。シーレ
は、管理地域にはルーマニアやポーランドなどの国から来た「移民セックスワーカー」がた
しかにいるが、彼女らとはあまり接触がないと言う。その理由は、「明らかに、彼女らの出
身国での過去の経験から、当局と関わるのを怖れているため」だと。
ベイシスにとっての管理地域の利点とは、女性たちがもう逮捕されず、スティグマも捺さ
れず、各種サービスが利用しやすくなり、売春以外の道を探すサポートを受けられるという
ことである。では、買春者についてはどうだろう？
管理地域のすぐ外の通りで、男が１人、ハザードランプが点いたままの車中に座っていた。
この管理地域に来てお金を払ってセックスすることについて話してくれないかと声をかけ
た。自分はジャーナリストだと伝えると、男性は話すことに同意した。
「寂しい気持ちにはなります」とヘンリーは言う。「でも僕は自己中だから、1 日中、他
人と付き合うなんて無理です。でも女の子の相手をするのは好きです。だから、ここの仕組
みは役立ってます。彼女らはドラッグやら何やらを買うお金が手に入って、僕はストレスを
解消できる。言っておくけど、全然努力しないで金を稼ぎたいっていう子はいるんですよ」。
女性たちにピンプはいるのかとヘンリーに尋ねると、
「ほとんどはピンプか彼氏がいます
ね。彼らはドラッグ代を稼ぐために彼女らを路上に出すんです」と話した。彼はこれまで、
管理地域の中で沢山の「怒った酔っぱらい」による暴力沙汰を目撃したという。この地域で
警察官の姿はよく見かけるか尋ねると、
「いや、めったに」と答える。
「たまにパトロールし
てるみたいですね。時々姿を見かけるから。その時以外は好きにやれます。そうあるべきで
す。ここは自由の国ですから」。
管理地域はうまくいっているかヘンリーに訊ねると、「うまくいっています。僕にとって
はね」と答えた。
出典：https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/worry-trafficked-uk-first-legal-redlight-zone-leeds-holbeck

３）

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/21/sexual-exploitation-uk-women-pop-up-brothelsreport
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