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〈性の管理〉の近現代史
―日本・ヨーロッパ・アメリカ―

第1回　近代日本の公娼制度と〈性の管理〉

同志社大学人文科学研究所助教　林　　　葉　子

本日は、同志社大学人文科学研究所・2021 年度連続講座「〈性

の管理〉の近現代史―日本・ヨーロッパ・アメリカ―」へお越し

くださいまして、ありがとうございます。これから 3回にわたり、

講師と総合司会を務めさせていただきます。よろしくお願いしま

す。

1　本連続講座の視点
―なぜ、今、「〈性の管理〉の近現代史」を論じるのか

この連続講座で、なぜ〈性の管理〉ということを取り上げよう

としているのか、そもそも〈性の管理〉とは何なのか、なぜそれ

に歴史研究として取り組んでいるのか、その趣旨から最初にご説

明します。

性の語りづらさと重要性

私たちの日常において、性にかかわる事柄は、常に何らかの形

で取り上げられています。しかし、性ということが、真剣な、学
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術的なテーマとして大学などで取り上げられるようになった歴史

は、さほど長くはありません。まだまだ語りづらい話題です。

この連続講座で主に取り上げる近代公娼制度という政策とそれ

に抗する社会運動の歴史についての研究は、最近になって、とて

も充実してきました。

最近では、研究の世界だけでなく、漫画やアニメ、小説や映画

などでも、公娼制度に関係する事柄が、たびたび取り上げられて

います。たとえば、ごく最近話題になりましたのは、『鬼滅の刃』

という大ヒットしている漫画とそのアニメ化作品の中に「遊郭編」

というパートがあって、その舞台とされているのが日本の代表的

な遊廓である吉原遊廓だということです。特に、それがアニメ化

されて、幼い子どもたちも見るかもしれないということの是非が、

主にネット上で議論になりました。私も、その原作の漫画を、大

学生の女の子たちから教えてもらって、すぐに読みました。もち

ろんその内容はフィクションですので「こんなことは現実には起

こっていない」とツッコミたくなる部分もあります。しかし、近

代日本の遊廓を描いた他のフィクションの作品と比較して、遊廓

という場の本質的な捉え方という点において、ずいぶん共感する

部分がありました。

といいますのも、これまでのサブカルチャーの作品には、傾向

として、単に遊廓や花魁を奇妙なものとして面白がるとか、エロ

ティックなものとして消費するとか、女性たちをアイ・キャッ

チャーとしてのみ利用するという側面がありました。けれども、

『鬼滅の刃』が焦点を当てているのは、遊廓という場で苦しさや
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悲しみを抱えて生きる人々の姿、すなわち社会的に弱者とされた

人たちの生きる姿であったと思います。そうした作品が多くの人

たちに受け入れられ、共感されるということは、それだけ、現代

の日本社会においても、同じような苦しみや悲しみを抱えて生き

ている人が多いということなのかもしれません。そうした作品が

きっかけとなって、性という話題に対して、歴史のことも含め、

真剣に話しあえる場がたくさん生まれるようになって、性を嫌悪

したり隠したりするのではなく、むしろ正面から取り上げること

によって、暴力的ではない性の表現について模索していくことが

できればいいと私は考えています。

誰もがその性を他者から支配されることのない社会の形成をめざ

して

ただ、私は今「暴力的ではない性の表現」と申しましたけれど

も、実際には、性に関わる実態や表現には、暴力的なものが少な

くありません。それは狭い意味での性暴力のことだけを言ってい

るのではありません。私たちの身体は、それ自体は素晴らしい機

能を備えたものなのですけれど、その見せ方、用い方次第では、

性的な暴力になってしまう場合があります。また、過去に撮影さ

れた裸の写真一枚が、その撮影された人の人生を大きく変えるこ

ともあります。つまり性には、劇薬のような側面があります。

そのように、危険な側面もある性というものについては、危険

であるからという理由で、管理を求める動きも存在します。しか

し、そのようにして求められた〈性の管理〉が、人々を支配する
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力となって、その管理という名の支配自体が、暴力性を帯びて

いった歴史があります。

他方で「管理」という言葉に魅力を感じる人は少なくないよう

で、たとえば私たちが「これは、よく管理されている」という場

合、それは、きっちりしているとか、問題が発生しづらいといっ

た意味で捉えられることがあり、管理されていないよりも管理さ

れているほうが良いと私たちは考えがちです。数年前のある朝、

たまたま見ていたテレビのバラエティー番組で、レギュラー出演

者の一人が、ある性的な事件との関連で「昔は日本でも売春を国

がちゃんと管理していたんだ。国が、ちゃんと管理したほうがい

い！」と、突然、公娼制度の再導入を求めるような発言をしたの

を聞いて、私は、驚くと同時に、つくづく恐ろしいと思いました。

「ちゃんとする」とか「きっちりやる」とか、特にその管理の主

体が国家であるということに対して、お上の権威に弱い私たちは、

根拠はなくとも、どこか安心感を持ってしまう傾向があるのかも

しれません。

管理主義に、いかに抗うか

英語の「コントロール（control）」という言葉は、「管理」と訳

されると同時に、「支配」「君臨」「牛耳る」「操縦」「取り締まり」

とも訳すことができます。つまり「管理」と「支配」は、とても

近い関係にあります。

そして、性的関係に絡んだ支配の恐ろしさについては、特にド

メスティック・バイオレンス（DV）についての研究の積み重ね
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があります。DV研究の中ではよく知られた「パワーとコント

ロールの車輪（the Power and Control Wheel）」（the Domestic 

Abuse Intervention Project in Duluth作成）という図があるのです

けれども、そこでいう「コントロール」とは、身体的な暴力だけ

を意味するのではなくて、感情的虐待（emotional abuse）、経済

的嫌がらせ（economic abuse）、そして社会的な隔離（isolation）

を含めた概念です。

そこで、そのような支配の一形態としての管理に、いかに抗う

かということが課題となってきます。ただ、他者に管理されるの

が問題なのであれば全て自分で決めれば解決するのかというと、

それほど単純な問題でもありません。依存症の人や、洗脳されて

いるような場合や、貧困などの背景がある場合など、その人の決

定は、本当に「その人が決めた」と言えるのか、あるいはその人

が置かれた状況に、決めさせられてしまったのか、判断が難しい

場合があります。

そして、そのように難しい問題だからこそ、個々のケースだけ

でなく、制度に着目する必要があるわけです。多くの人が葛藤を

抱えているような問題については、個々の問題だけを単独で解決

することは難しく、なぜそのような問題が起きているのか、長い

タイムスパンと広い視野から、問題の所在を俯瞰して考えていく

必要があります。

そのため、この講座では、〈性の管理〉を捉える上で、歴史と

国際関係に焦点を当てています。「今」「ここ」だけを見て判断し

えないような事柄も、少し視野を広げると、よくわかってくるこ
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とがあります。他の時代や国の状況を調べて、比較したり、両者

の関係について考えたりしていくと、今の状況の見え方が変わっ

てきます。

2　本講座の構成

歴史と国際関係への着目

この連続講座の第 3回目には、私以外に、3名のゲスト講師の

方々をお招きして、それぞれ、帝政ドイツ、ハプスブルク帝国や

新生国家のチェコスロヴァキア、アメリカ合衆国の軍隊による

〈性の管理〉についてご講演いただきます。ドイツも中欧諸国も

アメリカ合衆国も、日本が〈性の管理〉にあたって、特に参考に

した国でした。

私は、これまでの約 25 年間の研究の中で、ようやく見えてき

たことがあります。それは、〈性の管理〉の諸問題は、帝国主義

や植民地主義と深く関係しているということです。日本が帝国と

しての拡大を図っていた頃、当時の日本の知識人たちが憧れてい

たのは大英帝国です。日本は、近代公娼制度の導入にあたっても、

その廃止を求める社会運動（廃娼運動）を始めるにあたっても、

イギリスを最も重要なモデルと見なしました。特に、イギリスと

その植民地との関係性から学ぼうとしました。たとえば、インド

やその一部とみなされていたセイロン島、ニュージーランド、

オーストラリア、英領マラヤなどと日本との関係が意識されるこ

とになりました 1。
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この連続講座のサブタイトルは「日本・ヨーロッパ・アメリカ」

としていますが、〈性の管理〉をする側は「日本・ヨーロッパ・

アメリカ」でも、それらの帝国としての在り方を問う時には、当

然、植民地化された側のアジアやオセアニアやアフリカの諸国に

おける〈性の管理〉の実態が問われることになって、広く世界史

が意識されることになります。

遊廓は、どこまでが “日本文化 ”か

ところで、現代の日本においては、遊廓が日本的なものだとい

うイメージが根強いように思います。たとえば、先ほど言及した

『鬼滅の刃』の遊郭編のアニメのプロモーションビデオは、現在、

YouTubeで公開されていますが、それを見ると、まず、ポロンと

三味線の音がして、遊廓の建物の障子に囲まれた空間を潜り抜け

ていくと、その先に、着物姿の女性たちがいます。その遊廓の建

物は瓦屋根の日本家屋です。そうした和風のイメージは、大正期

の吉原遊廓の実態をそのまま描いたものというよりは、むしろ

ジャポニズム的な捉え方を色濃く反映しているように思われま

す。

【図 1-1】をご覧ください。これはフランスのパリで発行された

絵葉書で、イギリスのニューヘイブンという港町に 1905 年に送

られた大阪の松島遊廓の絵葉書です。建物はいかにも日本家屋的

で、提灯も、当時のヨーロッパでは日本的なものとして捉えられ

ていました。

次の【図 1-2】の絵葉書は、日本で発行されたものですが、
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【図 1-1】パリで発行され 1905 年にニューヘイブン（イギリス）
に送られた松島遊廓の絵葉書 2

【図 1-2】日本で発行され 1910 年にパリで使用された吉原遊
廓の絵葉書



－9－

1910 年にフランスのパリで使用されました。東京の吉原遊廓の写

真を用いて、吉原名物の桜と建物の軒先の提灯に目がいくように

着色されています。この絵柄も、やはり典型的な日本のイメージ

を強調したものです。

他方、この【図 1-3】は、どうでしょうか？これも吉原遊廓の

写真を用いているのですが、日本で発行されて日本で未使用のま

ま保管されていた絵葉書です。

もしも私が、この【図 1-3】の、道の中央にいる和装の女性た

ちの姿の部分だけを隠して「これは外国の街の写真です」と間

違った説明をしたとしたら、「なるほど、そうか」とその説明を

信じる人がいるのではないかと思えるほどに、無国籍風な景色で

す。

遊廓建築は、日本的な要素ばかりではなくて、たとえば、ステ

【図 1-3】日本で発行された未使用の吉原遊廓の絵葉書
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ンドグラスやタイルを使ったりして、もともと通常の日本家屋に

はなかった目新しい要素をたくさん取り込んでいきました。そん

なことができたのは、遊廓という場所が、うまく経営すれば、と

ても儲かる場所だったからです。ただし儲かるのは業者だけで、

そこで働いている女の子たちは、ちっとも儲からないので、娼妓

をやめて女工になりたいと希望する人もいたくらいです。

基本的に娼家というものは、女性たちの体が資本ですから、他

に元手がなくても始められて、当時、娼婦とみなされた女性たち

は今以上に蔑視されていたので、楼主がその女性たちから酷い搾

取をしても、それを当然のように思う人たちが少なくありません

でした。しかも遊廓は当時、国家公認ですから、楼主たちは「お

国のために貧しい女性たちを助けてやっている」というくらいの

感覚で偉そうにしていて、そうやって女性たちから搾り取ったお

金を、客寄せのために、娼家の建物を面白くするのに注ぎ込んだ

わけです。

当時の日本人の多くが憧れていた欧米の建物の意匠も取り入れ

られていたので、遊廓は日本的だというイメージは、思い込みに

過ぎません。そのような〈日本的な遊廓〉というイメージは、海

外に絵葉書などのメディアが遊廓のイメージを広く拡散していく

際に、相当にデフォルメされて伝わっていったものだと考えられ

ます。そして、そのようにして伝わった「売淫国」日本というイ

メージは、次回詳しくお話しますように、日本という国や日本人

全体に対する差別感情にも結びついていきました。この講座で、

公娼制度と廃娼運動の国際性を特に取り上げたいのは、そのよう
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な〈日本特有の問題としての遊廓〉というイメージをいったん引

き剥がすことによって〈性の管理〉の歴史について考え直したい

からです。

3　〈性の管理〉の歴史の諸相

政策としての〈性の管理〉―様々な要素の絡み合い

ここでいう〈性の管理〉の歴史とは、政策やその政策を立てた

人たちの考えのことだけではなくて、その政策のもとで生きた

人々の実態や、〈性の管理〉の政策に対する批判、政策の廃止や

変更を求める社会運動、そして、政策や社会運動が生み出した差

別の問題を含む、幅広い概念です。同志社大学人文科学研究所は、

かつて独自の「キリスト教社会問題研究」という分野を創始しま

したが、それは、日本のキリスト教徒が、日本の近代化にとも

なって生じた社会問題とどのように向き合い、解決しようとした

かを探る学問分野です。公娼廃止を求めた廃娼運動の歴史は、そ

の「キリスト教社会問題研究」の主要テーマの一つです。

〈性の管理〉の政策のうち、買売春問題への政府の対応、すな

わち公娼制度や、その廃止を定めた売春防止法の制定などは、そ

うした政策の主要な一部分なのですが、買売春管理だけが〈性の

管理〉ではありません。性を売ったり買ったりすることへの介入

は、誰と誰との性行為を認めるかという性行為の相手を制限する

政策の一環であり、刑法の姦通罪、すなわち、結婚相手以外の人

との性行為を罰する規定も、同じように〈性の管理〉という性格
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を持つ法であるといえます。また、性感染症の対策も〈性の管理〉

ですし、性行為の結果として生まれる子どもの数や、生まれる子

どもの質をコントロールしようとする法、たとえば、刑法の堕胎

罪や、国民優生法、優生保護法なども〈性の管理〉の一部です。

この講座では、〈性の管理〉という言葉を、そのような性行為に

関する様々な問題が複雑に絡み合って存在している実態に対して

の、多方面からの政治的アプローチの総体を表す言葉として用い

ています。そして実際に、性の売買の歴史は、性感染症対策や人

口政策の歴史と深い関係がありました。

近代公娼制度研究＝遊廓研究＝女性史、ではない

こうして、近代公娼制度の問題を〈性の管理〉の政策として捉

えようとするときに大事なことは、近代公娼制度は遊廓だけの問

題ではなく、また、女性だけの問題でもないということです。も

ちろん、近代公娼制度研究の中で、遊廓研究は最も重要な一部分

ですし、そこに女性史という視角からアプローチすることは、と

ても重要です。しかし、それが近代公娼制度研究の全てではあり

ません。

近代公娼制度とは、「公娼」が誰であるかを定めることによっ

て、同時に「公娼」ではない人が誰であるかを定めるものでもあ

りました。それを明確に示しているのは、1900 年 10 月 2 日に公

布された娼妓取締規則（内務省令第 44 号）です。この規則は公

娼制度の歴史の中で最も重要な法の一つです。その第 1 条には

「18 歳未満の者は娼妓たることを得ず」と書かれてあり、第 2条
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は「娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼を為すことを得ず」と

書かれています。

ここで非常に興味深いことは、それが「娼妓」を「取締」まる

「規則」であるはずなのに、最初の第 1条と第 2条に、娼妓では

なくて、娼妓になってはいけない人（つまりここでは「18 歳未満

の者」と「娼妓名簿に登録」されていない人）を先に決めている

という点です。もちろんこのような記載内容から、私たちは逆に、

18 歳になれば娼妓になれるということや、娼妓名簿に登録されれ

ば娼妓になれるということは理解できます。しかし、条文の書き

方としては、娼妓よりも、むしろ〈娼妓の外部〉、すなわち「私

娼」の方が、強く意識されていると見ることができます。そして

その「私娼」とは、後で説明しますとおり、特定の誰かのことで

はなく、「公娼」として登録されていない全ての女性に対してか

けられた〈疑い〉のことなのです。近代公娼制度を研究するには、

遊廓や娼妓だけを見ているのでは不十分で、それは遊廓の内外で

生きる全ての人々と近代公娼制度との関係についての研究であ

る、といえます。そして、公娼制度というものが、公娼地域の外

部にどのように影響を与えたかを含めての公娼制度という制度の

研究が必要であると、私は考えています。

4　性を売り買いするとは、どのようなことか

性の売買についての言葉の変遷

ところで、ここまでは「性を売る」とか「買売春」という言葉
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を説明なしに使ってきましたが、そもそも「性を売る」とは、ど

のようなことでしょうか。

「そんなことは説明されなくてもわかっている」と思う方もい

らっしゃるかもしれません。しかし、たとえば「現代日本の性風

俗業と戦前の娼妓たちの仕事の違いを説明せよ」と問われた時に、

その違いをはっきり説明できる人は、案外、少ないのではないで

しょうか。

まず、現代の日本において、世代を問わずに最も通じやすい言

葉は「売春」だと思います。売春防止法という名前の法律もあり

ますので、それは、おそらく子どもたちでも知っている言葉です。

しかし、戦前の日本では、「売春」よりも「売淫」や「売笑」と

いう言葉の方が一般的でした。いずれにしても、これらの言葉に

は、娼婦と見なされた人々に対する差別感情が、べったりと貼り

ついています。

「売淫」「売笑」「売春」という言葉は、女性のイメージが強く

て、売春防止法も、女性の売春を防止するという主旨で 1956 年

に制定されました。それに対して、むしろ、買う側の行為、それ

は、主に男性の行為を指して言及される場合が多いのですが、買

う側の行為や意識こそが社会問題であるとの認識に基づいて、「買

春」という言葉が新しく使われるようになりました。特にこの

「買春」という言葉は、戦後しばらくして、日本がだんだん経済

的に豊かになっていくのに伴い、日本人男性がアジアの貧しい女

性たちの性を買うために海外に出かけていく、いわゆる「キーセ

ン観光」が日本の内外で問題化された時に、そのような男性たち
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の行為を批判する運動の中で頻繁に使われるようになっていった

という経緯があります。

女性解放運動の中では、買売春については、特に買う側の男性

を批判して、買売春を女性差別の現れであると捉えて、社会問題

として解決の方法を探るということが長く続けられてきました。

けれども、近年では、そうした女性解放運動の枠組みに対する批

判的な捉え方を反映させた概念として「セックスワーク」という

言葉が用いられることも増えてきました。または、それとは別に

「性売買」という言葉が使われることも増えてきました。「性売買」

というのは、かつての「売春」という言葉の響きが、女性たちば

かりを責め立てて、女性たちの苦しさをまったく考慮しないよう

な差別的な時代性の反映であるととらえて、より公正な表現を求

めて使われるようになった言葉です。

「性売買」とは、何を売買しているのか

この講座の中で、歴史的な事象を表現する際に、どの言葉を使

うかということは、ゲスト講師の方々と何度も話し合ったのです

が、たいへん難しい問題でした。特に歴史的用語に貼り付いた差

別性の問題と、過去と現在との概念的なズレの問題が、大きな課

題でした。

たとえば、「買売春」という言葉の「春」という言葉について

いる差別性を避けるために「性売買」という言葉に完全に置き換

えようとすると、それぞれの言葉の指す意味には、大きなズレが

生じてしまいます。現代社会においては、戦前の日本には存在し
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ていなかったような性に関わる商取引、たとえば、代理母出産や、

サイバーセックスや、使用済み下着等の売買などがその例ですけ

れども、「性売買」という場合、売買しているのはどの範囲の

「性」なのかが、厳密に考えると、わからなくなっていきます。

たとえば、性欲と無関係な子宮を用いたビジネスも「性売買」の

一種なのでしょうか？直接的な身体接触を伴わずにパソコンの画

面越しに行われる性的な取引は「性売買」でしょうか？使用済み

下着や唾液などを売買するのは「性売買」でしょうか？一般の飲

食店に雇われている女性店員に性的な関心を持った客が、その女

性の姿を見るために毎日その店に飲食しに行くような場合、女性

店員側は全くそれを意図していなくても「性が買われた」と言え

るのでしょうか？―「性売買」という言葉は、そうやっていろ

いろと考えていくと、定義が難しく、曖昧な言葉なので使いづら

い側面があります。

近代公娼制度下の娼妓稼と売春防止法下の性風俗業の違い

また、近代公娼制度のもとでの娼妓の性の売買とは、主に腟を

用いた性行為のことを指しますが、現在では、売春防止法によっ

てそれは禁じられていて、そのいわゆる「本番」行為は、建前上

は、現代の性風俗業に従事する人々の「セックスワーク」には含

まれていません。ですから、娼妓稼業と現代の性風俗業は、一見、

同じように「セックス」をやっているように見えながら、実はそ

の「セックス」の内容が、決定的に異なるのです。ですから、そ

れらを同じ言葉で表現してしまうと、混乱が生じるだけでなく、
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近代公娼制度の残酷さが伝わらないことになります。そのように、

現代の言葉をそのまま歴史の説明に用いることには問題がありま

す。そのためこの講座では、娼婦的存在とみなされた女性に対す

る差別の歴史を批判的にとらえながらも、それぞれの言葉は歴史

的用語として用いています。

「売春」を「労働」と捉えると、差別は解消するか

ところで「セックスワーク」という言葉には、「売春」を「労

働」と捉えることによって、性を売る女性たちが実質的な無権利

状態から抜け出せるようにしようという解放戦略という側面があ

ります。つまり、性を売ることを「労働」と位置付けることに

よって、他の「労働者」と同等の権利を得られるようになるので

はないかという期待が、その「セックスワーク」という言葉の背

後にあります。

しかし、性を売ることを「労働」と見なすのは、新しいことで

はなく、まさに近代公娼制度のもとでの娼妓たちの仕事は「稼業」

すなわち「ワーク」でした。しかし、そのように労働者として位

置づけられ、しかも国家が公認し、警察の管理のもとにありなが

らも、人権が剥奪されていたというのが、娼妓たちの実態でした。

労働者として位置づけられ、国家が公認していた娼妓たちが、実

質的には奴隷的存在だったというのが、明治の初期から敗戦後ま

で長期にわたって続いた近代公娼制度の実態です。

そのような歴史を踏まえますと、「労働者」として位置付けら

れれば直ちに状況が改善するという考えは、あまりに楽観的だと
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私は考えます。その「労働者」化戦略が本当に有効でありうるか、

あるいは、今現在、性風俗業に従事している人たちが、どうすれ

ば将来的に楽になれるのか、（ここで私が解放の主体として重視

しているのは、業者ではなく、これまで不当に差別され、特に酷

い状況に置かれ続けてきた女性たちのことですが）そうした人々

の暮らしが、どうすれば本当に、実質的に楽になるのか、その戦

略を考える上でも、近代公娼制度の歴史経験についての検証が、

最も重要な となります。

5　性管理政策としての近代公娼制度への着目

近代公娼制度の始まりと終わり

ここで、近代公娼制度とは何かということを、もう少し詳しく

説明してみます。

公娼制度そのものは江戸時代にもあるのですが、明治期以降の

近代公娼制度は性病検査制度と不可分で、かつ、芸娼妓解放令と

いわれる、建前上は人身売買を禁止した法のもとで、「稼業」と

して娼妓が性を売る行為を位置付けているという特徴がありま

す。その点については、後でもう一度説明します。

近代公娼制度は、1868 年の黴
ばいどく

毒病院の設立とその後の検
けんばい

黴制度

の導入が、一つの重要なスタート地点となっています。黴毒病院

というのは、性感染症に特化した病院で、明治初期には、専門的

な病院としては最も数が多かったと言われており、すでにその頃

の日本社会では、性病の蔓延が深刻な問題になっていたというこ
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とがわかります。日本ではその黴毒病院の設立に、イギリスが強

く関与しました。

近代公娼制度の終わりについては、法的なことを重視して 1946

年とする見解と、実質的な面から 1956 年または 1958 年とする見

解があります。1946 年、GHQが公娼制度廃止の覚書というもの

を発して、それによって、近代公娼制度に関連する法律が廃止さ

れることになりました。ただし、それは買売春そのものの全面禁

止ではなく、遊廓の跡地は赤線と呼ばれる買売春地帯となって、

実質的には、売春の営業が継続されていました。日本が国家とし

て、かつての公娼制度を否定するという意思を明確にしたのが、

1956 年に成立した売春防止法で、それは 1958 年に完全施行され

ました。売春防止法は現在も存続しています。

そのように、日本の近代公娼制度は、始まりと終わりの時期だ

けを見ても、決して日本だけで完結していたのではなく、国際政

治との関連においてその形が定められていったということがわか

ります。

近代公娼制度の特徴① 性病検査制度（「検黴」）

検黴というのは、性感染症の検査のことです。「黴毒検査」を、

略して「検黴」と呼びました。この「黴毒」という文字は「ばい

どく」と読みますが、その意味は、「梅毒」と同じではありませ

ん。「黴毒」は、梅毒だけでなく、性病一般のことを指す言葉で

す。つまりそこには実質的に淋病なども含まれていて、現代医学

の一般的な捉え方と比較すると、かなり大雑把な概念だったとい
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えます。当時、梅毒と淋病の違いについての認識も不正確だった

ので、そのような雑な表現になっているのです。

この検黴は、近代公娼制度を考える上では、決定的に重要です。

その衛生管理としての側面が近代の公娼制度の最も重要な特徴で

あるということは、すでに 1930 年代に書かれた歴史書などでも

指摘されています。

映画でも、たとえば『吉原炎上』（五社英雄監督、1987 年）と

いう遊廓を描いた有名な作品がありますけれども、その最初の

シーンで、まだ幼さの残る男の子たちが、遊廓の敷地内で、女の

子を追いかけ回して、彼女の着物の裾をまくりあげながら「検黴

だ！検黴だ！」と叫んで性的に虐めるという場面があります。そ

れはこの映画の伏線として、子どもたちの〈遊廓ごっこ〉のシー

ンを入れることで、その先に描かれる娼妓たちの悲惨な境遇を暗

示しているのでしょう。つまりこの映画でも、娼妓に対する人権

侵害問題の本質が、彼女たちの性器を定期的かつ強制的に検査す

るその身体管理制度に表れていると捉えられているわけです。（た

だ、この映画もフィクションですから、事実と異なるところもた

くさんあります。）

その検黴の最大の目的は、軍隊を弱めない、ということでした。

兵士は性感染症にかかると行軍ができなくなるので、軍隊を弱め

ないためには、その病の蔓延を防がなければなりませんでした。

しかし、そもそも性感染症が大雑把に「黴毒」と捉えられている

ような時代ですから、ペニシリンが普及した戦後とは異なり、

いったん性感染症にかかると、それを根治するのが難しい状況で
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した。

当時、いかにこの娼妓の検黴が重視されていたかということは、

公的な統計書を見ればわかります。府県ごとにまとめられた府県

統計書と呼ばれるものがありまして、それは、今では、大学図書

館や各地域の文書館に行けば、誰でも簡単に見ることができる基

礎史料です。

今日は、京都の同志社大学で行う講座ですので、スライドの画

像としては、京都府の統計書を用いてみました。これは、ちょう

ど日露戦争の頃の明治 37 年度の統計です。その統計書の第 4編

は「警察」という項目ですが、その第 4編の小項目の一つとして

「衛生」があります。さらにその「衛生」の中に、「黴毒病院」「娼

妓検黴」「黴毒患者」という項目があります。

それぞれの項目の記載内容を見てみますと、たとえば京都では、

「黴毒病院」として「京都娼妓検査所」のほか、伏見、福知山、

舞鶴、宮津に同じような検査所があったことがわかります。そし

て、それぞれの場で検査された人の数や、そのうちの患者数など

も記載されています。娼家のことを当時は「貸座敷」と呼びまし

たが、その「貸座敷」の数や「遊客」（男性客）の数や、「費消金

高」（客が使った金員の総額）も記されています。

このように一応、統計書は存在しているので、府県別で比較し

たり、時期ごとに増減を調べたりすると、かなりのことがわかり

ます。しかし、項目の立て方に府県ごとの相違があったり、時期

ごとに項目そのものが変化していったりするので、これらの統計

のデータを全国的に整理して示すのは、なかなか大変なことです。
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統計書の内容を確認しておくことは、基礎的な調査としては重

要です。しかし、たとえばこの京都府の 1904 年の統計の検黴の

項目で、黴毒患者は「真性黴毒」と「仮性黴毒」と「雑症」の 3

つに分けられており、今から見れば、それはかなり主観の入った

診断だと考えられますから、あまり頼りにならない数字です。ま

た、この年の京都府の統計にはありませんけれども、「私娼」の

数について記載している統計書もあるにはあるのですが、「私娼」

という概念自体、かなり主観的かつ曖昧で、統計書に出ているそ

の「私娼」の人数も、そのまま事実を表したものとして信用する

には根拠が薄いと私は考えています。

近代公娼制度の特徴②　「稼業」としての娼妓という建前

近代公娼制度の特徴としてもう一つ挙げたいことは、くりかえ

しになりますが、当時は「娼妓」が「稼業」だという建前があっ

たということです。さきほど、娼家は「貸座敷」と呼ばれていた

と紹介しましたが、「座敷」を「貸」すと書いて「貸座敷」と呼

ぶ、その言葉づかい自体が、一種のパフォーマンスでした。つま

り、遊廓側はそれを「貸座敷」と呼ばせることによって「自分た

ちは座敷を貸しているだけですよ。娼妓たちが勝手に、そこで稼

いでいるのですよ」というポーズをとっているのです。つまり

「これは人身売買ではありませんよ」と言いたいわけなのです。

けれどもそれはただの建前であって、実質的には奴隷制だと、日

本でも海外でも、当時から指摘されていました。

娼妓稼業が奴隷的であるというのが、具体的にはどのようなこ
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とだったかということは、当時発行されていた新聞などを読めば、

あちこちにその実例が示されていて枚挙にいとまがないのですけ

れども、今日は時間の都合で 2つだけですが、具体的な事例を紹

介したいと思います。

同志社大学人文科学研究所には、娼妓の裁判記録の現物が、複

数件分、残されています。それは、アメリカからメソジスト・プ

ロテスタント教会の宣教師として来日したユリシーズ・グラン

ト・マーフィー（Ulysses Grant Murphy）という人物が関与した、

娼妓解放のための「自由廃業訴訟」と呼ばれる裁判の記録で、そ

の史料は、マーフィー自身が、長年にわたってアメリカで保管し

続けていた貴重なものです。そしてその史料が、小澤三郎という

キリスト教史の学者の手に渡り、現在は人文科学研究所の小澤三

郎旧蔵資料の一部として、大切に保管されています。今日は、そ

の一次史料を用いて、19 世紀末の日本における娼妓が置かれた状

況について説明します。

娼婦と見なされた女性たちの個人情報と研究倫理の問題

ところで、その史料紹介の前に、一点、お断りしておきたいこ

とがあります。それは、娼婦とみなされた人々の個人的な情報を、

どのような場合に研究発表の中で開示しうるかという、研究倫理

上の問題です。法的なことだけで申しますと、すでに亡くなった

人に関しては、名前や顔写真を断りなしに歴史研究の中で使って

も、特別な定めがない限りは、問題にはならないようです。

しかし、たとえば明治期の新聞では、娼婦とみなされた女性た
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ちについて、本人の名前だけでなく、顔写真や住所や親兄弟の名

前までもがさらされていることが少なくなく、その情報開示の仕

方には、明らかに懲罰的な意味がありました。そのような遊廓周

辺の女性たちの見世物的な扱いに対しては、すでに明治期にも、

異議申し立てをしていた人はいました。たとえば当時、張
は り み せ

見世と

いうのがあって、娼家に格子状の柵があるのを昔の写真などで見

たことがある方もいらっしゃると思いますが、その張見世は、す

でに 20 世紀初頭にも、人権上、非常に問題があることとして廃

止する方向で日本社会は動いていました。今でも、娼婦と見なさ

れた女性たちは、常に見世物にされる危険にさらされているので

すが、そのような娼婦差別は、100 年以上前から社会問題になっ

ていたといえます。

そこで私が危惧しますことは、歴史研究においても、女性たち

の写真を用いたり名前を公開したりする際に、意図するとしない

とにかかわらず、見世物的な見せ方を再現してしまうのではない

かということです。

私はそのことを恐れて、ある一時期、自由廃業訴訟に関しても、

その裁判を闘った娼妓らの名前を伏せて、娼妓 A、娼妓 Bといっ

た匿名の記し方をしていました。しかし、裁判関連史料を詳しく

見ていく中で、自由廃業訴訟の最初の一例として知られる裁判の

原告である佐野ふでという女性に関しては、自ら望んでこの裁判

を闘ったということが史料から確認できました。彼女が訴訟を望

んだことは、彼女の手紙に記されています。そのように娼妓自身

の自由廃業訴訟への意思が明確に記録に残されている例は珍し
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く、その意思が確認されたため、ここでは彼女の名前を、重要な

自由廃業訴訟の第一例、すなわち、勇気をもって社会を変革した

人の名前として紹介します。社会運動の中で、本人が覚悟を決め

て前に出て行っている時に、その人が娼妓だからといって、その

人だけを匿名にするというのも、やはり差別的な扱いではないか

と思うからです。

しかし、次回も触れますように、娼婦と見なされた人々の名前

や顔写真の扱いには、かなり慎重であるべきだと私は考えていま

す。次回は、人物の写真を用いた絵葉書の史料も紹介しますが、

本人が望んで撮影されたかどうか怪しい写真に関しては、ぼかし

を入れました。ただ、絵葉書というものは大量の複製が出回って

いますので、このインターネットの時代には、画像検索ですぐに

顔を特定できてしまい、ぼかしなどを入れても、実質的には無駄

な抵抗かもしれません。しかしそれでも、女性たちのプライバ

シーが懲罰的にさらされることの問題を、仕方のないことと最初

から諦めるのではなくて、丁寧に議論を重ねていく必要があると

私は考えています。

佐野ふでの自由廃業訴訟

この佐野ふでという女性についてですが、彼女は、未成年の頃

から遊廓で働いて、1つ目の遊廓では全く稼げなかったので、2

つ目の遊廓に移りました。その時の借金が 180 円でした。次の遊

廓に移る時に 245 円借りる形になって、そこから 1年半近く働い

たところ、彼女の借金は 245 円から 280 円に増えていました。つ
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まり、1年半働いた結果として、1つ目の遊廓を出ていく時の借

金の 1.5 倍もの借金を負わされることになってしまったわけです。

娼家による搾取の結果、働けば働くほど借金が増えていったわけ

です。そのため、佐野ふでは、元娼妓だった知人の強い勧めも

あって、娼妓稼業を廃業しようと考えるようになりました。

そのように、遊廓では、娼妓として毎日働いて、本当はかなり

稼いでいるはずなのに、帳面上は借金がどんどん増えていくとい

うことが、よくありました。

彼女は、2つ目の遊廓に入るにあたって、自分の持ち物をすべ

て抵当として楼主に渡すことになりました。そして、それらは自

分の持ち物であるにもかかわらず、使う時には楼主から「借用」

する形になりました。

彼女には、他の娼家に移る時には借金を全て一括で返すという

決まりも押し付けられました。そんな返済は実際には無理なので、

そのようなルールは、彼女が他の娼家には移れないということを

意味していました。

彼女の稼ぎは、賦金（すなわち税金）を払った残りから、半分

を楼主に渡す決まりになっていました。さらにその残り半分の自

分の取り分から、部屋の使用代を払い、入院した時の雑費なども

全て支払うことになっていました。娼妓は美しく装う必要があり

ますので、化粧や髪結のための費用も支払います。また、多くの

娼家では、あまり良い食事を提供しませんでしたので、自分で食

べ物を買い足すこともありました。そのようにして日常的に使用

するお金の額が、稼いだ金額よりも大きければ、その差額が借金
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に上乗せされて、その借金には利子も付けられますので、借金は、

どんどん膨らんでいくかたちになっていました。

そのような状況では、遊廓にいると、借金は増える一方で、決

して遊廓から出ていけないので、彼女は廃業をしようと決意しま

した。しかし、そこから、さらに酷い目に遭うことになります。

まず、娼妓をやめるために廃業届というものを警察に出したの

ですが、楼主が印を押さなかったので、廃業届に楼主の押印がな

いという理由で、警察はそれを受け付けませんでした。そのため、

佐野ふでは、地方裁判所に、楼主の押印を求める訴訟を起こしま

した。それが自由廃業訴訟の始まりとなりました。

それで、彼女は勝訴したのです。ところが、そこから楼主の抵

抗が始まりました。彼女は裁判で勝ったにもかかわらず、楼主は

裁判所の命令を無視して、彼女を娼家に閉じ込めて、外に出しま

せんでした。そればかりか、彼女に 3日間も食事を与えませんで

した。そのように酷い目に遭わされている佐野ふでを救済しよう

として、複数の弁護士や廃娼運動家が、地方裁判所や愛知県知事

のもとに頻繁に出向いて、いかに不正なことが行われているかを

訴えましたが、楼主は彼女を解放しませんでした。楼主は 1ヶ月

半近くも彼女と彼女の父親に嫌がらせを続けたため、ついに佐野

ふでは心が折れてしまって、勝訴したその裁判を、願い下げるこ

とになりました。そして、彼女の裁判を支援していた 4名のキリ

スト教徒は、彼女がいかに不当に拘束されているかを訴えたチラ

シを配ったことが、検察から出版法違反だと訴えられて、有罪と

され、罰金刑を課されることになりました。
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佐野ふでは、その後、別の遊廓に売られていきました。

こうした裁判の結果は、この時期の娼妓が、遊廓でいかに搾取

され、いかに不当なルールのもとで人権を侵害されていたか、ま

た、どれほど強く拘束されていたかを示しています。

佐野ふでを助けようとした宣教師ユリシーズ・グラント・マー

フィーとその家族も、遊廓関係者や公娼制度を支持する人々から、

酷い嫌がらせをされました。そのため彼は、自分の家の警備のた

めに人を雇う必要がありました。

マーフィーは、日本語をよく勉強して、日本の新聞や法律の条

文を読めるようになって、日本の娼妓たちの置かれた悲惨な状況

を知り、遊廓から逃亡しようとしている娼妓たちを助け出すため

の方法を新しく考案し続けました。そのように娼妓の自由廃業を

支援する活動に取り組むほか、被差別部落での伝道なども行いま

した。彼は生涯にわたって日本人との関係を大切にして、アメリ

カ合衆国に帰国後は、アメリカの西海岸で日系人差別と闘い、「日

系人の父」と呼ばれました。

ある娼妓が宣教師U. G. マーフィーに助けを求めた手紙

佐野ふでとは別の、ある娼妓が、マーフィーの助けを求めて彼

に送った手紙もご紹介します。この手紙（【図 1-4】）を書いた娼

妓の名前は、実は筆跡からわかるのですが、これは本人が公開を

前提としていない内容だったと考えられるため、ここでは書き手

の名前を伏せて匿名で紹介します。まずは、読んでみましょう。
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つとめのみで　でることできず　わたくしも　いまは　から

だ一めんのばいどくにてこまりおりますが　やすめば　かど

へでられず　はたらきおります　やすめば　おやかたのきげ

んもわるし　一日もはやく（あるいは、一日もはやばや）お

たすけ　かみ様のおたすけ　まちおります

この手紙からは、いろいろなことがわかります。

まず、この娼妓は、遊廓の外に出たいと強く願っています。に

もかかわらず、外に出させてもらえない状況で、マーフィーの助

けを求めています。彼女はかなり重い性感染症にかかっていたよ

うで、その症状は体全体に広がっており、自覚症状もあり、とて

も困っています。しかし、そんな状態でも休むことは許されずに、

【図 1-4】宣教師ユリシーズ・グラント・マーフィー宛
の娼妓の手紙（同志社大学人文科学研究所所蔵）
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娼妓として働き続けています。休めない理由の一つは、休むと楼

主（「おやかた」）の機嫌が悪くなるからです。そして、彼女が

待っているのは、マーフィーの助けであると同時に、神の助けで

もありました。

ここに彼女が書いた「かみ様」が、マーフィーの伝えたかった

キリスト教の神であるかどうかは、わかりません。しかし彼女は、

宣教師であるマーフィーの自由廃業運動が彼の信仰に基づくもの

であることを、理解していたと考えられます。そしてマーフィー

の信仰心を踏まえて、「かみ様のおたすけ」を求めているのだと

考えられます。

この手紙を読んで、あらためて驚かされるのは、娼妓である女

性の全身に性感染症の症状が広がっているような状況でも、まだ

娼妓稼業を休めないようなことが実際にあったということです。

近代公娼制度は性感染症の蔓延防止が最大の目的だったはずなの

に、実際には、そんなことが起きていたのだとわかります。遊廓

については、建前と実態とがかなり乖離していて、公文書だけを

読んでいてもわからないことがたくさんあり、むしろ、その建前

と実態の乖離や、欺瞞的側面や、人々の嘘こそが、近代公娼制度

の特徴であったといえるほどです。つまり、建前であるところの

公的な説明を鵜呑みにすると、近代公娼制度の本質が見えない場

合があるということです。そこが近代公娼制度というものの理解

を、非常に難しくしています。
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6　近代公娼制度の下で生きるということ

〈近代公娼制度＝女性の売春に寛容な社会〉という誤解

しかし、近代公娼制度については、はっきりとわかることもあ

ります。当時の大量の史料が、娼妓たちの置かれた苦境を、具体

的に証明しています。それらが示すのは、建前上は商取引であっ

たはずの娼妓稼が、実質的には奴隷制になっていたという事実で

す。そのように、労務管理が、同時に奴隷制的な支配となってい

ました。ここでいう奴隷制的な支配とは、身体拘束や身体への暴

力のことだけではなく、精神的、経済的な暴力や、社会的隔離の

問題を含んでいます。

そのような制度が公的に敷かれていた社会の中で生きるとは、

どのようなことだったのでしょうか。まず、同じ制度のもとで生

きていても、女性と男性とでは、その制度の意味するものは大き

く異なっていました。

もしも皆さんの中に、「公娼制度が性の売買を公認するという

ことならば、近代公娼制度のあった時代は、女性が性を売ること

に対して寛容だったのではないか」と考える人がいるとすれば、

それは全くの誤解です。近代公娼制度というのは、繰り返しにな

りますが、全ての国民の性を管理する制度であって、売春につい

ても、売春が良いことだから認めましょうという話ではなく、む

しろ「公娼」を登録制にして、その対象を限定することによって、

「私娼」を弾圧するのが目的です。

ここで肝心な点は、（「公娼」ではない）「私娼」とは誰かとい
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うことが、実は誰にもわからないということです。もしも、性行

為の対価としてお金をもらうのが娼婦であるというならば、お金

の代わりに高額なプレゼントをもらった人のことは、どう考えた

らいいのでしょうか？あるいは、1回きりの性行為ではなく、専

属的に、ある人と長期間にわたって性行為をして、代わりに生活

費をもらっているような人の場合は、どうでしょうか？さらに言

えば、お金や物はもらっていなくても、権力者と性的な関係を

持った後で、なぜか不自然に出世した人のことなどは、どう考え

たらいいのでしょうか？

そうやって考えてみると、実は、娼婦と娼婦ではない人との間

の線引きは、厳密にいえば、誰にもできないということがわかり

ます。そんな中で、「公娼」というものを定めて「私娼」を弾圧

するということになれば、何が起こるでしょうか？―まず「あ

の人は娼婦か、否か」と互いの娼婦性を監視しあう、非寛容な監

視社会になります。そんな中では、女性たちは分断され、孤立し

ていくことになります。

分断される女性たち

次の【図 1-5】は、公娼制度が招いた女性たちの分断を、よく

表しています。1870 年代の『団団珍聞』という風刺雑誌に掲載さ

れた風刺画です。左側に描かれた狐は、公娼である娼妓です。右

側の猫は、芸妓たちを表しています。芸妓というのは、今では

「芸者」といったほうがわかりやすいですけれども、現在の芸者

とは異なり、この時代の芸妓の多くは性を売る存在だと考えられ
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ていました。つまり、娼妓も芸妓も、両方とも娼婦的な存在と見

なされていたのですが、図の左側の娼妓たちだけが公認されてい

ました。娼妓は芸妓よりも、少し上の位置に描かれています。こ

れは、娼妓たちの方が公認されているので、表向きは、偉いとい

うわけです。しかし芸妓は娼妓よりも少し自由な立場に置かれて

いたので、そちらの方がよくモテました。そこで娼妓たちは、芸

妓は性病検査もしていないのに自分たちの客を奪っていると怒り

心頭で、芸妓たちを責め立てている、という図です。

娼妓たちの孤独―「親孝行」と結婚願望

女性たちの分断は、女性たちの孤立を生みましたが、もともと、

娼妓になる女性たちの多くは、娼妓になる時に親に売られている

【図 1-5】娼妓と芸妓の対立（『團團珍聞』第 102 号、1879
年 4月 5日、同志社大学人文科学研究所所蔵）
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ので、その時点で、心にかなり大きな傷を負い、孤独だったと考

えられます。

時々、「娼婦」や「売春婦」という言葉に、強欲だとか、見栄っ

張りだとか、自分勝手だとか、そういう否定的なイメージを重ね

て語る人がいますが、そのような娼婦のステレオタイプと、実際

の娼妓の姿の間には、かなり大きなギャップがあります。

まず、娼妓になるという行為は、彼女たちが育った共同体にお

いては、しばしば「親孝行」だと考えられていた点が重要です。

当時の遊廓への身売りは、原則的には親権者がお金を得る仕組み

でしたから、本人は、ちっとも儲からなかったのです。にもかか

わらず、娘たちが娼妓になったのは、親や家族を助けるためでし

た。娼妓になった娘たちの多くは、親や家族のために、自らを犠

牲にして娼妓になりました。彼女たちの多くは、偏見に満ちた娼

婦のステレオタイプとは異なり、むしろその対極に位置付けられ

るような「親孝行」娘だったのであり、家という規範への従順さ

という点においては、保守的なメンタリティを持った女の子たち

だったとも言えます。結婚願望も強く、遊廓の年期が明けたら堅

実な結婚をしたいと願っている人も、かなり多かったと考えられ

ます。

堅実さに憧れる遊廓の女性たち

そうした娼妓たちの心情は、どのようなところから探れるかと

いいますと、私が最近注目しているのは、遊廓で流行った唄の歌

詞です。遊廓の流行唄は、作者がはっきりしないものが多く、い



－35－

つのまにか流行って、替え唄に置き換えられて、別の唄になって

しまう、といった感じでしたけれども、そのように匿名性が高い

からこそ、実際に流行ったものは、当時の平均的な娼妓や芸妓の

心情の反映であったと考えられます。

遊廓で歌われた流行唄の中で代表的なものとして知られている

唄に、サノサ節があります。そのサノサ節の替歌の中で、たとえ

ば、「我がすきは表木綿で裏が絹、花がきらいで松が好き」とい

う歌詞から始まるものがあります 3。こういう流行唄の中には、

花よりも（松の木の）松葉が好きだという歌詞が、しばしば出て

きます。

なぜ、松葉なのでしょうか？―松葉の見かけは、とても地味

です。しかし、二本の葉の元の部分が、しっかり繋がっています。

娼妓や芸妓たちは、見かけは松葉のように地味な暮らしでいいか

ら、好きな人といつまでも一緒にいたい、と歌いました。娼妓た

ちは辛い毎日をなんとかやり過ごすために、客の中から「間
ま ぶ

夫」

と呼ばれる好きな人を一人定めて、その恋愛感情によって日々の

辛さを凌ごうとしていました。いつかその間夫と結婚して、質素

な暮らしでもいいから、ずっと好きな人と離れずにいたいと願っ

ていたわけです。ですから、華々しい「花」ではなくて「松」の

方が好きだと彼女たちは歌っているのです。

たとえば、次の唄も「藝者商売」というタイトルの明治期の流

行唄です。

藝者商売サラリと止
や

めて　両
りょうごくへん

国辺に住
すまゐ

居して
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お前はお店
たな

へ通はんせ　妾
わたし

は家で針仕事

二人が中に赤
や ゝ

子産んで

川と云ふ字に寝てみたい 4

この歌詞に描かれているのは、地味な家庭を持つことへの憧れ

です。芸者なんてさっさとやめてしまって、好きな人と結婚して

両国あたりに住んで、夫は「お店へ通う」勤め人になって、自分

は家で針仕事をして、赤ちゃんを産んで、親子 3 人で川の字に

なって寝るような暮らしをしたいと歌っています。

彼女たちの歌の中には、「添い遂げる」という言葉も、たびた

び出てきます。いつか好きな人と新しい世帯をもって世話女房に

なるという夢を、くりかえし歌っていました。たとえば、次のよ

うな唄があります。

添い遂げて、今じや互いに新世帯、何しやんす、馴れぬなが

らも水仕事　詞「これが本望だよ」ほんとに嬉しい取膳でタ

タタ、タタタタト、トトテトタ、テトター、是れが一生の楽

しかー、トテトテトテタ、トテター 5

しかし、こんなふうに地味で堅実な暮らしへの憧れを歌ってい

るにもかかわらず、こうした流行唄は、遊廓でも歌われたために、

わいせつなものとして蔑視されたり危険視されたりして、取り締

まりの対象にもなっていました。また、このような遊廓の女性た

ちの従順なメンタリティは、楼主たちに利用されました。娼家の
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楼主たちは、お金もうけが狙いですので、娼妓たちが反抗しない

ように管理する必要があり、そのために、彼女たちの従順なメン

タリティを利用して、支配を強化していきました。その手段の一

つが、娼家を、擬似的な家族と見せかけることです。たとえば、

雇い主である楼主を「お父さん」と呼ばせたりするのは、その一

つの手法でした。そのあたりのことは、映画の『骨までしゃぶる』

（加藤泰監督、1966 年）という作品などにも、しっかり描かれて

います。

遊廓の好戦的な文化

遊廓の唄は、基本的には恋の歌が多いのですが、そのような中

に、時々、ぎょっとするほどに好戦的な歌詞が混じっていること

があります。たとえば、次のような歌詞です。

泣てくれるなヨー　ねんねんころろ　ねんねんよ、坊やの父

さんは何処へいた、海越へ山越へ満州へ、父さんのお土産は

敵の首サノサ 6

堅い娘も攻
せめ

よでなびく、難攻不落の旅順でさへも、日本兵士

の、アリヤドッコイショ手に落る 7

このように「敵の首」をとってくるというような表現が、いく

つもの唄の中に出てきます。また、恋と占領とを重ねて、「堅い

娘」を攻め落とすということと旅順の陥落を重ねて表現したりし
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ています。こうした好戦的な側面は、やはり遊廓が、いかに軍隊

に近いところにあったかということを示しています。

戦時性暴力の捉え方

ただ、日露戦争の頃の唄を調べていて興味深いのは、当時の唄

には、戦時性暴力を〈野蛮〉なこととして批判する歌詞が見られ

ることです。たとえば次の「征露軍歌」の歌詞は、ある陸軍少将

が作詞したのですが、戦争自体は肯定しながらも、戦時性暴力は

否定しています。

世界に名高き日本國　旭に輝く日の御旗（中略）之に反する

敵國の　其有様は皆知らん虚
うそいつわり

偽を常として　他國の領地を掠

取り　咎なき家を焼き払ひ　罪なき人を撃ち殺し　逃るゝ婦

女子を辱め　乳に泣く小児を刺殺し　兇悪暴戻神人の　共に

赦さぬスラブ人（中略）スラブを舊都モスコーの　森の畔に

追ひ籠めて（中略）世界の平和を楽まん 8

これは、自国への戒めではなく「スラブ人」批判の文脈ではあ

りますが、「逃るゝ婦女子を辱め」というのは、決して行っては

いけない行為だと捉えられています。この時点では、まだ、兵士

の性暴力は仕方ないことだというような開き直りは見られませ

ん。最初から軍隊の性暴力をやむを得ないことだと捉えていたの

ではなかったのだとすれば、どの時点で、なぜ変化したのかを、

丁寧に検証していく必要があります。
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男性の買春を当然視する社会

近代公娼制度は、当時の男性と女性にとって、それぞれ全く異

なる意味を持っていました。女性の場合は、数多くの男性たちと

の性行為を強いられた娼妓たちさえもが、一人の男性のことを一

途に思い続けるのが正しいことだと思い込む傾向にありました

が、男性たちの中には、既婚者であっても、当然のように買春す

る人がいました。それは今でも同じだと思う方もおられるかもし

れませんが、国家の公認とは恐ろしいもので、買春する男性たち

の行動は、今よりもずっと大っぴらなものでした。

たとえば、この絵葉書（【図 1-6】）は、年賀状として、群馬県

の男性から茨城県の男性に宛てて送られたもので、吉原遊廓の絵

葉書に新年の挨拶が書き込まれています。今の若い男性たちだっ

【図 1-6】年賀状として使用された吉原遊廓の絵葉書
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たら、たとえ性風俗店を日常的に利用していたとしても、その風

俗店街の写真を絵葉書にして年賀状として誰かに送ったりするで

しょうか？手紙というものは、受け取る側の感情もありますので、

さすがに現在では、そこまでする人は稀だろうと思います。

【図 1-7】は、吉原遊廓の 1911 年 4 月の火事を報じた絵葉書で

す。遊廓という場所は一般に、火事が多い所で、吉原遊廓では、

この 1911 年までに 30 回もの火事があり、そのうち全焼したのは

10 回でした。そしてこの 1911 年の火事も大きくて、娼妓たちが

たくさん亡くなりました。ところが、その大きな火事の事件のす

ぐ後から、その惨状の写真を用いた大量の絵葉書が出回りました。

その中の一枚がこれです。

この絵葉書に書かれたことを読んでみますと、その内容には、

【図 1-7】「帝都北部の過半を焦土に化せしめたる吉原大火
の惨状」と題された絵葉書
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暗澹たる気持ちにさせられます。この絵葉書は、東北帝国大学の

農科の男子学生に宛てたもので、送付先は大学になっていますが、

その文面は、吉原で大きな火事があったと伝えた後で、その悲惨

さには全く言及せずに、こう書いています。

御覧の通り吉原は、全部焼失致しましたので、貴君が有髭の

好紳士になって再び江戸に来られる時は、遊び場所に大いに

当惑するでしやうよ。

つまり、帝国大学を卒業して、いつか髭をたくわえているよう

な立派な紳士になって東京に来たとしても、吉原遊廓はすでに火

事で焼けてしまったから、あなたは女性を買う場所に困るでしょ

うね、と書いているわけです。そういうことを書いた葉書を、大

学生に大学宛で送ったのです。

この絵葉書には、いろいろな意味で驚きますけれども、まず、

たくさんの娼妓が亡くなった火事の後にその焼け跡の写真を示し

ながら、娼妓たちの死を悼むのではなくて、自分たちが買春でき

ないことを残念がっているという、その冷酷さに対してです。も

う一つは、この書き手は、葉書を受け取った学生が、たとえ出世

してお金持ちになっても遊廓には行きたくないと思っているかも

しれないという可能性を全く考慮にいれていないということで

す。そんな可能性を無視できるほどに、当時の社会では、男性た

ちの遊廓通いが当然視されていたということがわかります。

さらに驚くのは【図 1-8】で、大阪の松島遊廓に娼妓が「三千
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人モ居マツセ」と説明した上で

「一ペン遊ンドイナハレ」と登

楼を誘いかけるこの絵葉書に

は、なんと、修学旅行記念のス

タンプが押されています。

異性愛を前提としていた近代公

娼制度―同性愛の排除

このような、当時の人々の遊

廓に対する感覚について、ジェ

ンダーという観点から見る際に

は、異性愛主義という観点から

も見る必要があります。たとえ

ば、さきほどの東北帝国大学の

学生に宛てた絵葉書で、将来出世して紳士になったら遊廓がない

と女遊びができなくて困るだろうと書いた人は、その学生が同性

愛者である可能性を全く考えていないのでしょう。

娼妓は、女性に限定されていました。つまり、近代公娼制度は、

“ 男性ならば誰でも（男性ではなく）女性との性行為を望んでい

る ” という考えを前提として作られた制度です。しかし、そのよ

うな前提で作られた制度が公的に存在しているということは、

“ 男が性の相手として求めるのは女である ” という考え方が公認

されているということです。遊廓とは、そのような異性愛主義の、

具現化された姿でした。

【図 1-8】「修學旅行紀念（大
阪）」のスタンプが押された松
島遊廓の絵葉書
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娼妓になる女性たちにとって、遊廓という場所が残酷なのは、

本人の希望ではなく、経済的な事情によって売られていく場所で

あったからですが、娼妓に売られる女性たちの中にも、当然、同

性愛者がいたと考えられます。たとえ異性愛者でも、意に沿わな

い性行為をさせられるのは耐え難い苦痛ですが、同性愛者であれ

ば、そこに異性愛主義の強制という側面が加わり、二重の苦しみ

であったと考えられます。

7　近代公娼制度の廃止を求めた人々

廃娼運動の広まり

日本の近代公娼制度を考える上で大事なことは、日本でその制

度が敷かれた当時から、それが問題であると指摘する声も同時に

上がっていたということです。特に、日本の近代公娼制度は、イ

ギリスなどよりもかなり遅れて導入されたので、すでに海外で始

まっていた公娼制度廃止を求める動き、それを廃娼運動と言いま

すが、その廃娼運動についての情報も、早くから伝わっていたわ

けです。

つまり、明治時代においてさえも、近代公娼制度の導入は、他

に選択肢がないような必然の出来事ではなくて、一つの選択肢に

すぎなかったということです。決して、その時代は、そういう時

代だったから仕方なかったという話ではなく、当時の日本の為政

者たちはそれを、あえて選んでいた、といえます。なぜ日本でそ

れを選び、廃止することもしなかったのかという原因を探る必要
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があります。

ここで簡単に、廃娼運動について紹介しておきます。日本では

1880 年代に、群馬から廃娼運動が広まりました。この群馬の廃娼

運動には、同志社の人々が多く関係しています。1886 年には東京

婦人矯風会という団体ができて、廃娼運動や禁酒運動に取り組み

始めました。廃娼運動の背景には、キリスト教信仰との結びつき

があります。ただし、仏教徒の中にも廃娼運動に参加した人はい

ました。

知識人層だけでなく、一般民衆にも近代公娼制度の問題が広く

知られるようになったのは、1899 年の自由廃業運動の開始以降で

す。【図 1-9】は、救世軍というキリスト教の一派の娼妓救済運動

【図 1-9】救世軍による遊廓でのビラまき（『救世軍
とは何か』救世軍日本本営、1903 年、33 頁、同志
社大学人文科学研究所所蔵）
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を描いたイラストですが、その活動は、当時の新聞等のメディア

を通じて、全国津々浦々に知られるようになりました。この救世

軍を率いた山室軍平という人も、同志社出身でした。

1900 年の夏以降は、日本全国で、自由廃業運動と娼妓の実態が

広く報じられたので、新聞を読む識字能力のある人であれば誰で

も、公娼制度のもとで娼妓たちが苦境に陥っているということを

知っていました。つまり、公娼制度下の人権問題は、決して、一

部の人たちだけが論じていたことではなくて、当時の幅広い階層

の人々に知れ渡っていた事実であったと言えます。

さきほども言及した吉原大火の後で、廃娼運動は本格化して、

廃娼運動の全国組織である廓清会という団体が結成されました。

【図 1-10】は、その廓清会の京都支部の写真です。そこには同志

社の社長であった原田助も写っています。ここに名前が挙がって

いるだけでも 3名の外国人がいることに注目してください。この

ように、日本の廃娼運動は、日本人だけでなく、国内外の外国人

と共に進められました。

もう一つ指摘したい特徴は、男性中心の団体だったということ

です。この写真でも、女性たちは端の方にいます。このあたりが、

廃娼運動の時代的な限界だったと私は考えています。廃娼運動は

女性運動だというイメージを持っている方が多いかもしれません

が、男性たちが廃娼運動の中心となり、自分たちを改革しようと

して、買春などはしない男性こそ立派な男性なのだということを

自ら主張していました。
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8　おわりに

ここで、時間が来ましたので、第 1回目の本日の内容をまとめ

ます。今日のテーマについては、以下のようなことを指摘しまし

た。

1． 近代公娼制度の歴史は、日本だけの問題ではなく、世界史的

な課題であること

2． 近代公娼制度は、人々を性的に支配する分割統治のシステム

であり、女性たちの分断を生み出していたこと

【図 1-10】廃娼運動団体・廓清会の京都支部の発会式記念撮
影写真（『廓清』第 2巻第 5 号、1912 年 5 月、同志社大学
人文科学研究所所蔵）
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3． 近代公娼制度の持つ意味は、女性と男性、異性愛者と同性愛

者とでは大きく異なっていたこと

4． 日本では、すでに 1900 年頃には、娼妓たちの苦境が広く認

識されていたこと

5． 日本国内にも、近代公娼制度に反対していた人たちがいたこ

と

次回は、「世界史の中の遊廓」と題して、国際関係上、この遊

廓や日本人の買売春の問題がどのように捉えられ、日本人はどの

ように他国の公娼制度について捉えていたのかを解説します。

注
1  本講座の林の担当箇所は、主に、拙著『性を管理する帝国―公娼
制度下の「衛生」問題と廃娼運動』（大阪大学出版会、2017 年）、
拙稿「自由廃業運動と救世軍の日英関係」（『キリスト教社会問題
研究』第 68 号、2019 年）、同「モーリス・グレゴリーの来日と廃
娼運動の全国組織・廓清会の発足―イギリス・インド・中国・日
本を結ぶ社会改良運動史の一断面」（『キリスト教社会問題研究』
第 69 号、2020 年）、同「小澤三郎編 U. G. マーフィー（モルフィ）
関連自由廃業運動史史料（1）―マーフィーによる最初の自由廃
業訴訟に関する史料と娼妓・佐野ふでの手紙」（前掲『キリスト
教社会問題研究』第 69 号）、同「自由廃業運動と流行唄―ストラ
イキ節・東雲節を中心に」（『社会科学』第 51 巻第 3 号、2021 年
11 月刊行予定）に発表した研究成果に基づくものである。本講座
の内容の詳細と参考文献については、それらを参照されたい。

2  本講座の第 1回と第 2回で紹介した絵葉書（図 1-1 ～ 1-3、1-6 ～
1-8、2-1 ～ 2-6、2-9 ～ 2-18、2-22、2-23）および、図 2-19 ～ 2-21
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の資料は、林が個人として所蔵する現物を使用した。
3  越仲席床松『当世流行歌』石塚猪男蔵、1909 年、7頁。
4  同前、113 頁。
5  同前、73-74 頁。
6  同前、9頁。
7  同前、64 頁。
8  『征露軍歌　寄贈』（発行年不明、神戸愛国婦人会会頭・佐藤みね
発行、同志社大学人文科学研究所所蔵）

＊本研究は、JSPS科研費 JP18K11898 の助成を受けたものです。
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第 2回　世界史のなかの遊廓
―戦前の日本から見た欧米の公娼制度―

同志社大学人文科学研究所助教　林　　　葉　子

1　海外でも広く関心を寄せられた日本の買売春問題

イメージと実態の乖離

前回、〈日本的なものとしての遊廓〉という捉え方は、それ自

体、つくられたイメージではなかったかという問題提起をしまし

た。そして、実態として公文書に記された統計の中にも信頼でき

ないデータはあるということや、遊廓についての建前と実態とが

乖離しており、その乖離や欺瞞的側面や嘘こそが近代公娼制度の

特徴の一つでもあり、そのような性格を持つ制度であることが、

近代公娼制度というものの理解を非常に難しくしているというこ

とをご説明しました。

日本の遊廓に対しては、すでに明治期にも、海外から広く関心

が寄せられていましたが、海外で流布された日本の遊廓について

の情報にも、実態とかなり乖離しているものがあります。

しかし、それがどんなに不正確な情報やイメージであっても、

いったんそれが面白がられて広まってしまうと、あたかもそれが

実態であるかのように影響力を持って、外交関係をも揺るがすよ

うな大問題に発展していきました。ただ単に日本国内に興味深い

文化があるというような部分的な捉え方ではなくて、日本の遊廓

や買売春問題が、日本そのものを代表的に示す事象として捉えら



－50－

れ、国際関係上の日本の位置づけに決定的な影響を与えるような

一大事になっていったのです。

まずはそのことを、当時の史料から確認してみましょう。

前回、イギリスやフランスで用いられた吉原遊廓の絵葉書を紹

介しましたが、明治期には、吉原に限らず、かなり多くの遊廓の

絵葉書がヨーロッパで流通していたと推測されます。

前回ご説明しましたとおり、娼婦であるとみなされた女性たち

の情報は、懲罰的な意味合いで見世物的に扱われることがありま

した。そのため、歴史研究の中でも、彼女たちの名前や住所、顔

写真のデータを出す際には注意が必要で、今回も、本人が本当に

同意して撮影されたか怪しいものにつきましては、すでに広く流

通してしまった絵葉書ではありますが、モザイクやぼかしを入れ

てお示しします。見づらい点はあるかと思いますが、どうか、そ

の意図についてご理解ください。

【図 2-1】は、フランスのパリで発行され、パリで使用された横

浜の遊廓の絵葉書です。

次に、【図 2-2】は、遊廓の張見世の様子です。これは日本で発

行された絵葉書ですが、神戸の消印があり、フランスに送られた

ものです。

この張見世は、すでに明治末期には娼妓の人権に関わる社会問

題として捉えられていましたが、海外の人々からは、張見世とい

う仕掛けが、まるで動物園の檻のように感じられたようです。こ

の張見世が動物園の檻よりも酷いのは、照明の使い方です。遊廓

の営業は夜が中心ですので、張見世の娼妓が座っている内側を明
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【図 2-1】パリで発行され 1909 年にパリで使用された横浜
の遊廓の絵葉書

【図 2-2】日本で発行され 1909 年に神戸からフランスに郵
送された張見世の写真の絵葉書
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るくしますと、娼妓からは外の様子がよく分からず、外の人々か

らは娼妓らの姿がはっきりと見えます。

張見世を用いた視線の政治

そのような張見世の特徴について説明しますと、近代の権力に

関心を持っておられる方々は、即座に、ミシェル・フーコーとい

う思想家が論じたパノプティコンを想起されるかもしれません。

パノプティコンというのは、刑務所の囚人を監視する施設の方式

のことですが、監視する側は、光線の具合によって囚人の姿をよ

く見ることができる一方で、囚人の側は、その見ている視線を意

識しながらも相手を見返すことはできないというものです。つま

りそのように、何かを見るという行為には権力が絡んでいて、誰

が誰を見るのかという構図は、社会的な力関係と紐づいています。

張見世の中の娼妓たちは、常に男性客から見られているという

ことを意識しながらも、その客の姿は、光線の具合で、あまり見

ることができませんでした。それは、動物園の檻の中の動物より

も、さらに一層、視線の権力に囚われた存在であったと言えます。

そして【図 2-2】の張見世の写真の絵葉書は、二重の意味で、

視線の政治の道具となっています。張見世そのものは、ただのイ

メージではなく、娼妓たちの日常に実在しています。しかし彼女

たちは、遊廓の敷地内だけでその姿を見られたのではなく、張見

世の様子を写真に撮られ、それが絵葉書となって世界各地に送ら

れることで、世界中の人々の視線に一方的にさらされるリスクを

も負うことになりました。
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外国人を買い手として意識した遊廓絵葉書の販売

日本に近代公娼制度があった時期に、遊廓に関する絵葉書の発

行数がどれくらいあって、それがどの範囲に流通したかというこ

とを、現時点で把握するのは至難の技です。ただ、はっきりと言

えますことは、日本で遊廓関連の絵葉書を販売していた人々は、

外国人をその購買客として意識していたということです。

遊廓に限らず日本の観光地の写真を用いた絵葉書には英語の

キャプションが付いているものが少なくありませんでした。前回

ご紹介した日本で発行された吉原遊廓の絵葉書（【図 1-3】）にも、

日本語の「東京名所　新吉原遊廓」という説明の隣に、“Yoshiwara 

Prostitute Quarter Tokyo” という英語の説明書きがありました。

さらに、今日お見せするこちらの絵葉書【図 2-3】【図 2-4】も

同じく吉原遊廓をモチーフにしたものですが、これらには英語の

説明書きしかありません。そしてその英文は、あまり英語が得意

でない人が書いたものだったのではないかと考えられます。

【図 2-3】は、花魁道中を描いたものですが、““Yujos” of 

Yoshiwara taking their works.” と書いてあります。おそらく、仕

事中の吉原の遊女、というような意味だと思われますが、英語の

文法的には、間違いが見られます。

【図 2-4】は、遊廓内の娼妓と客の様子を描いたイラストです。

そこには “1. Going home in the morning from Yoshiwara, 2. Guests 

making their toilettes and preparing to leave the house there.” と書

かれてあります。一つ目は「朝、吉原から家に帰る」という意味

だと思いますが、二つ目の文章の “make toilette” という表現は、
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【図 2-3】1907 年に日本で使用された英語の解説文付きの吉
原の花魁道中の絵葉書

【図 2-4】1907 年に日本で使用された英語の解説文付きの吉
原遊廓内を描いた絵葉書
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英語の辞書には載っていませんので、適当につくった造語ではな

いでしょうか。イラストから推測される意味としては、客が洗面

所で身繕いをして娼家から出る準備をしているという意味だと思

います。

このように、おそらくあまり英語が得意でない当時の日本人が、

遊廓に興味を持っている外国人に絵葉書を売るために、イラスト

に英語の解説文をつけて売り出して、それが実際に買われて使わ

れたのだと考えられます。そのような商売を思いつく人がいたと

いうことは、日本の遊廓や娼妓に対して関心を示す外国人が少な

くなかったということを意味しています。

外国人が遊廓を理解する難しさ

しかし、日本で長く暮らしている人々の間でさえ、日本の遊廓

がわかりづらく複雑な仕組みになっていたことは、前回、お話し

たとおりです。娼妓と芸妓は、明らかに違うものなのですが、「芸

娼妓」とまとめて称されることもあったように、当時は、近い存

在だと考えられていました。娼妓と芸妓は、それぞれに異なる

ルールのもとで管理されていましたが、当時の一般民衆のレベル

では、どちらも性を売っている娼婦だと認識されていました。

海外の人々にとって、日本の文化を知ろうとする時の最初の障

壁は、日本語という言語でした。当時はまだ、日本語教育の方法

や施設も確立していなかったため、たとえば日本に、キリスト教

の宣教のために強い意志を持って来日した人々の間でも、日本語

が難しすぎて、その習得は、まるで悪夢のようだと言われたほど
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です。前回ご紹介した宣教師ユリシーズ・グラント・マーフィー

のように日本語を使いこなせた外国人は珍しく、宣教師たちは、

英語が話せる日本人からの情報に頼る傾向にありました。そのた

め、海外から来日して日本の廃娼運動に関わった人々の間でさえ、

遊廓について、やや間違った情報が発信される場合がありました。

ゲイシャへの関心の強さとステレオタイプ

そのような状況でしたから、日本国外の一般の人々の間では、

日本の女性たちの姿は、着物っぽい衣装を来ていれば何でも安直

にゲイシャとしてとらえられてしまうような風潮があり、遊廓の

中の娼妓がいかに苦しい生活を強いられているかといった実態に

ついての知識はほとんど共有されないまま、その見かけの華々し

さだけに注目が集まっていく傾向があったようです。

たとえば、【図 2-5】は、イギリスで発行されたもので、ゲイ

シャに扮した女性たちの写真を用いた絵葉書ですが、それはまる

で、“ ゲイシャのコスプレパーティー ” といった様相で、着物を

来ている日本人女性の真似をして、他国の女性たちが面白がって

いる様子です。このようにゲイシャに扮した外国人の写真を用い

た絵葉書は、かなり多くの種類が発行されていたということを私

は確認しています。

こうした女性たちの衣装を見ると、たとえば【図 2-5】でも、

上の “GEISHA” と書かれたパネルがなければ、ただのワンピース

姿の洋装ではないかと思われるほどに、いいかげんなキモノ姿で

す。この写真に写った女性たちが、日本の芸妓の実態に本当に関
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心があったかどうかは怪しいです。【図 2-6】はフランス語圏で発

行されたものですが、片足を露わにしていて、ゲイシャが性的な

存在であると暗示するかのような姿です。

海外在住の日本人女性の数と買売春問題

しかし、そもそも、諸外国の人々が日本人女性の実態を知ろう

としても、当時は、直接に交流する機会が限られていました。【図

2-7】のグラフは、1907 年の時点の日本の外務省の調査報告に基

【図 2-5】イギリスで発行された
ゲイシャに扮する女性たちの絵
葉書（未使用）

【図 2-6】フランス語圏で発行され
1906 年にフランス国内で使用され
たゲイシャ風の絵葉書
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づき、救世軍がまとめた海外在住の日本人の総数とその男女比に

ついてのデータをグラフ化したものです。特に日本人が多かった

場所を選んで示したデータです。

圧倒的に日本人の数が多かったのは、ハワイでした。しかし、

ハワイにいる日本人女性は結婚して家族で生活している人が多い

と認識されていて、買売春問題との関連での社会問題化の焦点に

はなりませんでした。

【図 2-7】海外の日本人の総数と男女比（1907 年 11 月時
点の外務省の調査報告によるデータ、「海外の日本婦人」
『ときのこゑ』1908 年 7月 1日号より筆者作成）
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買売春問題との関連で特に問題化されたのは、その次の項目の

「満州・北清」の日本人女性たちでした。この地域の日本人女性

の数は、この時点で 10,028 人だと把握されていましたが、この女

性たちのうち、かなりの割合の女性たちが「料理店勤務」と見な

されていました。ここでいう「料理店」というのは、ただ料理を

提供するだけの店ではなく、そこで雇われている女性たちの多く

が性を売っていると考えられていました。

このグラフからわかりますように、海外に渡った日本人女性の

数として多かったのは、ハワイの他では、中国大陸方面と北米で

す。現代の日本においては、映画化された山崎朋子さんの『サン

ダカン八番娼館―底辺女性史序章』（筑摩書房、1972 年）という

作品の影響力もあってか〈東南アジアに渡った日本人娼婦〉とい

う印象が強いようですが、実際には、満州が早くから特に注目さ

れていました。また北米においては、特に西海岸での日本人排斥

の動きと、日本人女性の売春との関係に注目が集まっていました。

海外に売られる日本人女性たち

そうして注目された海外在住の日本人女性たちのうち、人身売

買目的で騙されて連れていかれた女性たちが多かったことやその

具体的な様相も、当時の新聞等から確認できます。

たとえば【図 2-8】は、アメリカ合衆国の西海岸のシアトルへ

日本人女性を売っていた人身売買業者が逮捕され、彼らが人身売

買の取引のために書いた手紙の内容が、そのまま紹介されている

新聞記事の一部です。
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その手紙は次のように書き始められています。「玉は至
しご く

極達者

な者で、成るべくは田舎物か、人狆
な

れのせぬ、そして貧乏人が

宜
よろ し

敷い」。ここでいう「玉」というのは娼妓や芸妓などを指す言

葉です。

つまり、彼らが売りさばくために仕入れる女の子たちは、体が

丈夫で、できるだけ辺鄙な田舎の出身で、あまり多くの人に接し

た経験を持っていなくて、貧乏な家の子が良い、と書いているの

ですね。

ここで、体が丈夫なのが良いという話はわかるとして、なぜ、

人身売買をする人たちは、辺鄙な田舎の女の子を特に狙おうとし

たのでしょうか？そしてなぜ、貧乏な家の女の子を主なターゲッ

トにしたのでしょうか？皆さんの中には、もしかすると「性を売

るのは客相手だから、都会で洗練された接客能力のある女の子の

【図 2-8】米国・シアトルへの人身売買を仲介した女衒の
手紙の紹介記事（『中京新報』1906 年 9 月 29 日、同志社
大学人文科学研究所所蔵）
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方が良かったんじゃないか」とか「貧乏な家の子よりも、栄養を

しっかりとって育った裕福な家の子の方が本当は良かったんじゃ

ないか」と想像した方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、人身売買業者が求めたのは、そのような〈優れた労働

者〉ではないのです。人身売買業者は、とにかく騙しやすく反抗

しないタイプの女の子をターゲットにしました。つまりは、扱い

やすければ誰でもよかったのです。田舎の貧しい家の子であれば、

教育をほとんど受けさせてもらえないので人身売買業者の騙しの

手口を知らないし、不当な扱いをされても抵抗の方法を学んでい

ないので、ただ単に、扱いやすかったわけです。

そして、そのようにして騙して連れてきた女の子たちのことを、

彼らは手紙の中で「牝牛」と呼んでいます。女の子たちを人間扱

いしていないことが、そのような表現からもわかります。そして

その「牝牛」は、できるだけ男性と関係を持った経験がない娘が

良いと述べています。つまり、一般の〈労働者〉とは異なり、経

験豊富であることは、マイナス評価でした。

この【図 2-8】の記事で紹介された人身売買業者の手紙の中で

は、連れてきた中に反抗的な女の子がいるということに言及し、

その子については「何にしても今少し働らかして見て手放して了
しま

ふ心算です」と書いています。

そして、病気がちな「お静」という女の子については、いま入

院しているが「都合によると思ひ切って荒療治をせねばならぬか

も知れぬ」と書いています。その「荒療治」とは何のことでしょ

うか？おそらくそれは、治療をやめて見殺しにするか、こっそり
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殺してしまうという意味だったと考えられます。

こうした手紙の内容からは、いかに人身売買業者が自分たちの

儲けのことしか考えていなかったかということが、よくわかりま

す。

モーリス・グレゴリーによる海外の日本人娼婦についての報告

このような日本人女性の人身売買問題については、すでに 1906

年に国際会議でも報告されていました。それを報告したモーリ

ス・グレゴリー（Maurice Gregory）という人物はイギリス人で

すが、日本の近代公娼制度の問題を世界史のなかで捉える際に、

彼が最も重要なキーパーソンであったと私は考えています。この

グレゴリーというイギリスのキリスト教徒については、後で少し

詳しく紹介します。

そのグレゴリーのレポートでは、日本人女性の人身売買が顕著

に見られる場所として 8項目が挙げられていました。最初に言及

されているのは、やはり満州です。彼はイギリス人ですので、ロ

ンドンタイムスの特派員から情報をもらったようです。2番目に

挙げられているのは、フランス領インドシナです。彼は、サイゴ

ンの現地の新聞からも情報を得ていて、特に、長崎から上海と香

港を経由してサイゴンへ渡るルートがあると説明しています。そ

の他、イギリス領のシンガポール、ビルマのラングーン、インド

のカルカッタとボンベイ、オランダ領のバタビア、アメリカのカ

リフォルニアについて報告しています。

先ほど【図 2-7】のグラフで見ていただいたとおり、実際に海
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外に渡航していた日本人の数の多さという点では、東南アジアは

目立っていませんでした。しかし、どの地域が問題化されるかと

いうことは、必ずしも実際の人数とは連動していません。グレゴ

リーの場合は、彼自身がインドのボンベイに 3年ちかく滞在して

いて、イギリスの植民地問題に関心が強かったために、インドや

シンガポールやビルマなどのイギリス領とその周辺領域の状況

に、特に強い関心を持っていたと考えられます。

フランス領インドシナで発行された日本人女性の絵葉書

ところで、そのレポートの中で、満州の次に言及されているフ

ランス領インドシナのサイゴンは、現在のベトナムのホーチミン

ですが、当時のサイゴンでは「日本人女性」の絵葉書が、たくさ

ん出回っていたと考えられます。今でも、国内外の古書店やオー

クションで、ヴィンテージ絵葉書として流通しています。【図

2-9】は、そのような絵葉書の中の一枚です。ここでは、顔にモザ

イクを入れてお示ししています。

この絵葉書の下部の説明書きには、そこに写った女の子たちは

日本人であると明記されています。フランス語辞典には、

Horizontaleという名詞には、古語の場合「売春婦」という意味が

あると記されており、この絵葉書の女の子たちは、人身売買で同

地へ売られた日本人である可能性があります。ただ、この絵葉書

だけでは、彼女たちがどこの誰なのか、確かなことはわかりませ

ん。彼女たちの写真が同地で使われた経緯も、まだわかっていま

せん。
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しかし、こうした絵葉書が発行されたという事態は、その「日

本人売春婦」のイメージが、フランス領インドシナを起点として、

フランスを中心に世界中に拡散されていった可能性があることを

意味しています。絵葉書の実在、すなわちそのイメージの実在は、

確かなことです。

当時このような絵葉書を用いた人々の意図は、もちろん、使う

人によって異なっていたと考えられますが、着物姿の女の子の写

真が同地で絵葉書に使われた例は多く、それは、ある種の性的な

消費であったと考えられます。

次のこちらの【図 2-10】も、やはりフランス領インドシナで発

行された「トンキン（現在のハノイ）在住の日本人女性」の絵葉

書です 1。この集合写真の絵葉書は、1910 年にフランスに送られ

【図 2-9】フランス領インドシナのサイゴンで発行され、
コーチシナからフランスのラ・ガレンヌ＝コロンブに郵送
された「日本人売春婦」の絵葉書
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ました。

私は、いったん、このような「日本人女性」たちの写真の使わ

れ方には、特に性的な意味がなかった可能性もあったのではない

かと考えてみました。しかし、たとえば、【図 2-11】なども、着

衣の着物姿の絵葉書ですが「日本人高級娼婦（Demi Mondaine 

Japonaise）」と記されていますし、さらに【図 2-12】のような半

裸の「日本人」女性の絵葉書が発行されたことも確認できました。

【図 2-12】には「サイゴンの日本人」だと記されていて、上側

の写真の女性の名前も記されています。ぼかしを入れたので見づ

らいかもしれませんが、片側の乳房があらわになっていて、長椅

子のようなものに横たわっています。

このように半裸で横たわった姿などと併せて考えますと、明ら

【図 2-10】フランス領インドシナのトンキンで発行され、
1910 年にフランスに郵送された「トンキン在住日本人女
性」の絵葉書
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かに、フランス領インドシナで発

行された「日本人女性」の絵葉書

には、性的な意味があったといえ

ます。後ほど、比較のために別の

絵葉書を見ていただきますので、

【図 2-12】の写真の女性のポーズを、

少し覚えておいてください。

〈性的な日本人女性〉のイメージの

世界的拡散

たとえ、海外在住の「日本人娼

婦」の数が実際にはあまり多くな

くても、こうした〈性的な日本人

【図 2-12】フランス領インドシナで発行された「サイゴン
の日本人」の絵葉書（未使用）

【図 2-11】フランス領イン
ドシナで発行された「キャッ
プ＝サン＝ジャック（Cap-
St-Jacques）の日本人高級
娼婦」の絵葉書（未使用）



－67－

女性〉というイメージが、絵葉書などのメディアを通じて広く世

界に拡散されていきました。海外に人身売買で連れていかれて娼

婦にされた日本人女性は確かに実在したのですが、それだけに止

まらず、「日本人娼婦」というタイトルを付けた写真の絵葉書が

フランス領インドシナや英領マラヤなどで販売され、それらの帝

国の本国に送られるだけでなく、植民地間で郵送したり他の国々

に郵送したりすることができるようになっていました。そのよう

な現象は日本とフランス領インドシナ等との間の人の移動という

問題を超えて、〈性的な日本人女性〉のイメージの世界的拡散と

いう新たな問題を生み出していました。

そして、そのように拡散した〈性的な日本人女性〉というイ

メージに対しては、ただ単に「人身売買という社会問題が日本の

一部に見られる」というような、日本の部分的な問題という理解

ではなくて、やがて、日本という国そのものがゲイシャという表

象に覆われていきます。それは、イメージだけの問題にとどまら

ず、本当の戦争の呼び水になっていきました。

2　日本はゲイシャの国？
―海外における日本人女性の差別的表象と〈文明／
野蛮〉のイメージの戦争

ゲイシャとして描かれる日本国

【図 2-13】は、フランスのパリで発行され、イギリスのウィズ

ビーチという街に送られた軍事郵便の絵葉書です。これは、消印
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から、1918 年に使用されたことがわかっています。下には Japon

（日本）と書いてあって、着物姿の女性が蝶として描かれていま

す。蝶の羽には、日本の国旗の模様が描かれています。

現在でも、蝶というモチーフが性的なニュアンスのある仕事に

ついている女性たちの暗喩として用いられることがあるのを、皆

さんもご存知かと思います。注目していただきたいのは、この蝶

の触覚の部分が簪
かんざし

または笄
こうがい

と呼ばれる娼妓の髪飾りと重ね合わさ

れている点です。

次の【図 2-14】と【図 2-15】は、少し遡って 1904 年から 1905

年にかけての日露戦争を風

刺した絵葉書です。フラン

ス語圏で発行され、日本の

姿はゲイシャとして、ロシ

アは熊として描かれていま

す。

今の日本人から見れば、

このイラストの中の日本を

表現した女性の衣装は、あ

まり本物の着物らしくは見

えません。しかし、そのイ

ラストは、さきほどのゲイ

シャのコスプレ写真（【図

2-5】【図 2-6】）の衣装にも似

ていて、日本の着物がこん

【図 2-13】フランスのパリで発行
され 1918 年にイギリスのウィズ
ビーチに送られた軍事郵便
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なふうにイメージされることがあったのだとわかります。やはり

このゲイシャのイラスト（【図 2-14】【図 2-15】）でも、頭の上に、

まるで触覚のような、ぴょんと飛び出た先の丸い髪飾りが描かれ

【図 2-14】【図 2-15】日本国をゲイシャに擬人化した日露
戦争の風刺絵葉書（フランス語圏で発行、未使用）
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ています。

【図 2-16】は、ロンドンで使用されたものです。このイラスト

の下部に描かれた横たわる男性は当時のロシアの海軍の旗を持っ

ていますので、やはり日露戦争の風刺画であり、日本国が着物姿

のゲイシャとして描かれているのだと考えられます。

日露戦争における日本の勝利は、アジアの小国がロシアという

広大な領土を持つ国を負かしたということで、たいへん注目され

ました。しかし、その勝利が描かれる時に、このようにゲイシャ

姿で描かれるというのは、決して中立的な表現ではなくて、「た

かがゲイシャの国」という

ニュアンスで黄色人種の国

である日本を貶めようとい

う意図がそこにあったと考

えられます。

国を女性の姿にたとえる意

味

そもそも、この時代は女

性差別が根強く、特に娼婦

とみなされた女性たちへの

差別感情は強烈なものでし

た。そのような時代背景も

あって、弱い側とみなした

国を女性として表現するこ

【図 2-16】日本国をゲイシャに擬
人化した日露戦争の風刺絵葉書
（ロンドンで使用）
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とは、貶めの手法として、しばしば使われました。

日本人の中にも、そのようなジェンダー表象の政治に薄々気づ

いていた人は、少なくなかったと考えられます。なぜなら、日本

で発行された絵葉書では、自分たちの国である日本国そのものを

ゲイシャに擬人化したような表現はほとんど用いられず、日本国

を人の姿にたとえる時には、屈強な男性として描くものが多かっ

たからです。

たとえば【図 2-17】をご覧ください。この絵葉書の説明書きに

は「日韓仝盟」（日韓同盟）と書かれていますが、それは 1910 年

の韓国併合のことだと考え

られます。「韓国併合」と表

現すれば、併合したのは日

本ですので、日本の侵略で

あるということが、はっき

りと言葉に表れます。それ

に対して「同盟」と言うな

らば、あたかもそれが韓国

側の同意のもとに行われた

かのような表現になり、侵

略の事実が曖昧にされます。

それでこの日本の絵葉書は

「日韓仝盟」と書いて、自分

たちの侵略の暴力性を誤魔

化そうとしているわけなの

【図 2-17】日本で発行された「日
韓仝盟」（韓国併合）の絵葉書
（未使用）
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ですが、その本音は、イラストの方には明示されています。日本

国は、帽子に「日本」と記された軍人の姿になっていて、韓国は、

衣服にカタカナで「カンコク」と記された女性の姿として表現さ

れています。日本の発行物で国際関係を擬人化して描く時には、

このように、自分たちは男性の姿であり、植民地化の対象とみな

した側を、女性として描いているのです。

ですから、この当時、日本という国がヨーロッパでゲイシャに

擬人化されていることについても、当時の国際事情に通じた日本

人であれば、それが国際政治上、いかに不穏な事態であるかとい

うことは理解されていたはずです。

ゲイシャ＝〈誘惑され、占領される存在〉へ

興味深いことに、そのゲイシャというイメージは、日本国のイ

メージを超えて、〈誘惑され、占領される存在〉を象徴するもの

と受け止められるようになっていました。たとえば【図 2-18】は、

6 枚組の絵葉書の中の 4枚なのですが、6コマ漫画のようになっ

ています。これも、日露戦争の頃の国際関係を風刺したシリーズ

ものの絵葉書なのですが、ここではロシアのことを Russlandと

書いていますので、ドイツかドイツ語圏の国で発行されたものだ

とわかります。日本と中国を表した男性の顔は黄色く塗られてい

て、そのような描き方からも、これが決してアジア人によって発

行されたものではないことがわかります。

おそらくこのイラストを描いた人は、韓国と日本の文化的な違

いについて、ほとんど関心がなかったのだと思います。なぜなら、
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Korea（韓国）を擬人化した女性のイラストは、なぜか日本の着

物をまとう姿として描かれているからです。そしてその女性が、

日本と中国とロシアをそれぞれに擬人化した男性たちに誘惑さ

れ、男性たちがこの女性をとりあって喧嘩するという構図になっ

ています。

この一連の絵葉書においては、ゲイシャのイメージは、もはや

日本という国とは関係なく、単に〈誘惑され占領される存在〉の

比喩となっていたことがわかります。

そのようにゲイシャのイメージは、人々を魅了する側面がある

反面、淫乱な存在、つまりは〈野蛮〉の比喩として、外交上の攻

撃材料として用いられることがありました。そして〈性的な逸脱

【図 2-18】ドイツ語圏で発行された日露戦争前後のアジア情勢を風刺
する絵葉書（未使用）
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者が多く住まう野蛮な国〉というイメージは、たとえそれが実態

と乖離していても、〈文明〉化のための戦争という軍事占領の正

当化の理由になっていきました。つまり、人身売買問題の心理的

温床としての近代公娼制度を維持しているということは、当時、

外交上のリスクでもあると捉えられるようになっていったわけで

す。

日本人に対する差別感情の高まりへの懸念

日本で廃娼運動に加わった人々の中には、国際事情に詳しく、

そのようなリスクに早くから気づいていた人が少なくありません

でした。廃娼運動とキリスト教との結びつきの強さは、もちろん、

キリスト教の教えそのものと関係がありますが、それだけではな

く、当時のキリスト教徒には、国際事情に強い関心を持つ知的エ

リートも多かったという事情が関係しています。宣教師は欧米か

ら来ますし、自分が所属する教会のルーツが欧米にある場合が多

く、キリスト教の信仰を持つことが、欧米諸国の政治や文化への

関心の強さにも結びついていきました。イギリスやアメリカに直

接渡って現地のキリスト教徒と交流を持つ人々も現れました。

そしてそのような人々が、日本国内で、自分たちの廃娼運動に

引きつけて、日本のイメージが海外でいかに悪化しているか、そ

のイメージの悪化が、日本の公娼制度や人身売買といかに深い関

係があるかということを説明し、当時の日本人の愛国心に訴えか

けて、日本とそのイメージを守るためには公娼制度は廃止すべき

だと訴えかけたわけです。
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こうした訴えについては、廃娼運動に参加した人々は国家の体

面ばかり気にしていたという批判があり、そのような側面は確か

にあったと私も考えていますが、同時に、〈ゲイシャの国＝売春

の国＝日本〉というイメージが、日本人に対する差別と苛烈な日

本人排斥へ結びついていったことも、歴史的事実です。すでに 20

世紀初頭には、北米において、黄禍論と結びついた排日の動きが

見られ、それはやがて、太平洋戦争下の日本人の強制収容へと帰

結しました。そのような背景もあって、日本の廃娼運動に参加し

た人々の中には、在米の日本人活動家もいました。

差別や排除の暴力といかに対峙するか

ここでいったん、少し歴史から離れて、差別や排除の暴力に直

面した時に、それが人間関係であれ国際関係であれ、どのような

対応をするのが正解なのかということを考えてみたいと思いま

す。

だいたい被害者側の対応のパターンは、以下の①から③の 3つ

に分類できるのではないでしょうか。そして、20 世紀初頭以降の

日本における廃娼運動の動きは、次の②の方向性だったと考えら

れます。

①差別や排除の暴力そのものを、批判する（または批判的に捉え

る）

②差別されたり排除されたりした自分の側に何らかの原因があっ

たと考え、その原因を自ら除こうとする
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③差別や排除の暴力の矛先を自分よりも弱い他者に向け、時には

自らも暴力をふるう者となり、自分だけが被害を回避しようと

する（抑圧移譲）

この 3つのパターンを今回の歴史の話に当てはめてみた場合、

②のパターンだと、「日本が〈ゲイシャの国〉として低く扱われ

るのは、実際に日本国内には公娼制度があるし、海外でも日本人

の人身売買が行われているからなので、その日本の問題を無くし

さえすれば、欧米諸国に馬鹿にされることもなくなって、きっと

欧米並みの「一等国」として正当に扱われるようになるだろう」

といった発想になります。

しかし現在、差別や排除の暴力に関する研究においては、①が

正解であるとされています。被害者側に「原因」はなく、すべて

加害者の「問題」であるというのが、基本的な考え方です。差別

したり排除したりする人たちは、相手がどんなに優れていても差

別するし、排除するし、暴力をふるいます。そうやって暴力をふ

るう加害者は、何かと自分の暴力に理由を付けて、自分の暴力行

為を被害者のせいにしようとしますが、それは加害者側の言い訳

に過ぎません。

差別されたり排除されたりした時の、被害者側の対応の正解は

①です。被害者側は、決して「差別され、排除されたのは、きっ

と自分に何か原因があるから、それを直さなくてはならない」な

どと考える必要はないし、たとえ実際に「直す」ことができたと

しても、残念ながら何も根本的な問題状況は変わらないでしょう。
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なぜなら、それはすべて加害者側が抱えている問題から生じてい

ることなので、被害者がどんなに努力しようと関係がないからで

す。

戦前の廃娼運動の問題は、①ではなく②の姿勢をとったことに

あります。自分たちが差別される原因となっていると考えた〈娼

婦的な日本人女性たち〉を、結果的に排除しようとしたことにあ

ります。①のスタンスをとるならば、いじめというよりは “ いじ

り ” に近いゲイシャネタの侮辱に対して、「なぜ、日本人女性の

姿に「日本人娼婦」とタイトルを付けて絵葉書にして世界中に晒

したりするのか」「なぜ、日本国を奇妙なゲイシャ姿にたとえて

侮辱するのか」と問い、「それは日本人女性への差別であり娼婦

差別でもある」と、ただ正面から批判すればよかったのです。今

の時点で考えれば、そのように思えます。

ただ、②のスタンスをとった廃娼運動は、実在する近代公娼制

度と深刻な人身売買の問題を解決しようとしたことにより、真っ

当な社会運動としても展開していきました。近代公娼制度の下で

女性たちが実質的に性奴隷化されていたことも、海外での日本人

女性の人身売買問題も、欧米からの視線がどのようであるかとい

うこととは関係なく、必ず解決されるべき日本の社会問題でした。

そして、最も悪い対応は、上記の③であることを、ここではっ

きり確認しておきたいと思います。③とは、すなわち、暴力の矛

先を自分よりも弱いと見なした他者に向けることによって、自分

だけがその苦境から抜け出そうとする動きです。それは、たとえ

ば、元々いじめられっ子だった人が、次のターゲットを見つけて、
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やがて自らいじめの尖兵になっていくような、抑圧移譲の動きで

す。そしてそのような③の動きは、廃娼運動とは対立関係にある

存娼派の人々がとった姿勢でした。

存娼派の日本のメディアによるアジア諸国への抑圧移譲

歴史上の③の具体例として、【図 2-19】をご覧ください。これ

は、『風俗画報』という広く読まれた雑誌の、日露戦争の勝利を

祝った特集号に掲載されたイラストです。タイトルとして「満州

の公娼（奉天）」と記されています。

このイラストで中央に描かれているのは日本の兵士たちです。

彼ら兵士を誘うかのように、現地の男性が、現地の女の子を指さ

して「この娘、どうですか？」といった感じで指差しているとい

う構図です。このように日露戦争関連の冊子に、なぜか唐突に

「奉天の公娼」が紹介されています。

このイラストには「奉天の公娼」を買おうと物色している日本

の兵士を批判するニュアンスは全く無く、むしろ日本の男性たち

に「奉天に行けば、こんなにかわいい女の子たちを買うことがで

きますよ」と誘いかけているかのようです。これは日本のメディ

アに掲載されたイラストであり、日本側にだけ都合の良いイメー

ジを奉天の人々に押し付けているのですが、当時、このようなイ

ラストを見た男性読者の中には、勘違いして、いつか自分が奉天

に行く時にも現地の男女がこぞって自分の買春を歓迎してくれる

のではないかと妄想した人だっていたのではないでしょうか。恐

ろしいことです。
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次に、やはり同じシリーズの冊子に掲載された【図 2-20】です

が、このイラストには、「満州における馬賊の暴虐」というタイ

トルがつけられています。このイラストの中央には、一人の女性

が、現地の「馬賊」の男性たちに略奪されて連れ去られるという

構図です。その後ろでは、やはり「馬賊」が食物を奪い、家を焼

き払っています。このようなイラストを描いた意図は、満州の

人々を淫乱で〈野蛮〉な存在として描き出そうということだった

と考えられます。

【図 2-19】「満州の公娼（奉天）」
（『風俗画報』増刊第 333 号、1906
年 1月 25 日）
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トランスジェンダーの排除

次の【図 2-21】も、同じく〈野蛮な満州〉というイメージを打

ち出すものです。これらの写真にも「奉天の公娼」というタイト

ルが付けられています。特に注目したいのは、右上の「男装の公

娼」というタイトルがついた写真です。ここでは「男装」と書か

れていますが、このような服装が、何を根拠に「男装」と見なさ

れたのか、よくわかりません。しかしその真偽はともかくも、「男

装」とタイトルを付け、トランスジェンダーであると強調したこ

とは、この時代に「変態」という言葉を用いて揶揄されたような

性的逸脱の徴
しるし

を付け、「奉天の公娼」の〈野蛮〉性を表現しよう

【図 2-20】「満州における馬賊の暴虐」（前掲『風俗画報』増
刊第 333 号）
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としたのだろうと考えられます。

これらの満州の性の表象は、日本人が、自分たちのアジア諸国

への侵略行為や自国の公娼制度の問題を棚に上げ、性的な〈野蛮〉

さに対する非難の矛先を、自国から満州へ向けようとする動き

だったと捉えることができます。

「満洲の藝妓」の表象

さきほど、サイゴンの日本人のセミヌード写真（【図 2-12】）に

ついて、この女性のポーズを少し覚えておいてくださいとお願い

していましたけれども、それと同じような姿勢で写る「満洲の藝

妓」の絵葉書が、日本で発行されていました（【図 2-22】【図

2-23】）。

【図 2-21】「男装の公娼」（右上、前掲『風俗画報』増刊第 333 号）
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【図 2-22】では、「満洲の藝妓」

という日本語の説明とともに、

英 語 で “Sing ing -g i r l  o f 

Manchuria” と記されているので

すが、このような姿で撮影され

た女性が、ただの「歌手」とし

て見られただけではなかったで

あろうことは、同じ姿勢の女性

の写真を用いた【図 2-23】の絵

葉書の「紅燈の艶姿」という説

明書きから推測できます。「紅

燈」とは、今でも性風俗店街を

【図 2-22】東京・神田で発行された「（支那風俗）満洲の
藝妓」の絵葉書（未使用）

【図 2-23】日本で発行された
「紅燈の艶姿（満洲國・民衆
風俗）」の絵葉書（未使用）
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英語で Red-light District といいますけれども、その言葉には、性

を売る場所というニュアンスがあります。

両方とも未使用の絵葉書なので発行時期は特定しづらいのです

が、【図 2-23】には「満洲國・民衆風俗」と表記されているので、

1932 年以降に発行されたものだと考えられます。つまり、フラン

ス領インドシナで同じ構図の日本人女性の絵葉書が盛んに出回っ

ていた時期よりも、後になります。

これらの写真にも顔にモザイクをかけましたが、かつては自国

の日本の女性たちに対して海外で行われてしまった性的消費を、

このように、今度は日本人が占領した場所で、現地の女性たちに

対して同じようなことを行ったというのは、まさに抑圧移譲の振

る舞いであったと言えるのではないでしょうか。

3　日本の廃娼運動の国際的展開

国際化のきっかけ

ここまでにご紹介しましたような、娼婦のイメージを用いた暴

力の連鎖が、欧米から日本へ、日本から他のアジア諸国へと、

次々に生み出されてしまっている状況のもとで、廃娼運動は、国

際的に展開されていくことになりました。

その方向性と考え方には、差別や排除への対抗という点では、

さきほど申しましたような時代的な限界がありましたが、女性差

別の現れである奴隷制的な近代公娼制度の廃止は、当時の日本社

会において、何をおいても必要なことでした。
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また、さきほど、「見る」という行為が近代の権力と結びつい

ているということをフーコーと絡めて言及しましたが、日本にお

いて、欧米諸国における買売春や公娼制度について調査・研究す

る動きは、それまで一方的に見られて批判されるばかりであった

日本が、自らも相手を見つめ返すという意味があったと考えられ

ます。それは、単に欧米諸国をモデルとして賞賛するばかりでは

なく、欧米との比較において日本の位置を客観視すると同時に、

欧米諸国の問題についても把握して、最終的に自分たちの国を良

くしようとする動きでした。

日本の廃娼運動が国際的な廃娼運動と直接的につながる最初の

きっかけを作り出したのは、婦人矯風会や救世軍であったと考え

られます。ただ、婦人矯風会は、その母体となった、Woman’s 

Christian Temperance Unionという団体が、その名のとおり、

Temperance すなわち「禁酒」運動に最も力を入れていて、最初

の頃の国際的交流は、主に、禁酒に関することだったといえます。

他方、救世軍は、キリスト教のプロテスタントの一派なのです

が、社会的弱者の救済に最も力を入れていました。人身売買問題

の解決を目指して娼妓や芸妓の自由廃業を支援して、性的な問題

を抱えて困っている女性たちを助ける救済所を作り、数多くの女

性たちを助けました。そのような救世軍の活動は現在も続いてお

り、今でも、救世軍によって婦人保護施設が運営されています。

なお、婦人保護施設の運営には、矯風会も早くから取り組み、現

在も慈愛寮などで女性支援の活動が行われています。

救世軍は、娼妓救済の他にも、監獄から出獄した人々の社会復



－85－

帰を助ける出獄人救済事業に取り組み、病院の経営なども行なっ

ています。その他、貧困や災害によって困窮する人を助ける活動

に、広く携わりました。

山室軍平と救世軍

その救世軍は、イギリスから日本へ伝わりましたが、日本で救

世軍のリーダーになったのが、山室軍平という人物です。彼は若

いころに同志社で学び、新島襄からも強い影響を受けました。そ

の山室軍平と妻の山室機恵子が中心となって東京に設立した「婦

人救済所」は、廃娼運動の歴史の中でも、最も重要な成果の一つ

であったといえます。その救済所は、娼妓や芸妓を廃業したり暴

力的な親や職場から逃げたりして、行き場をなくした女性たちに、

仮の住まいを提供し、職業訓練をしました。

山室軍平とその妻の山室機恵子は、そのような女性たちの救済

活動にあまりに熱心に取り組んでいたために、自分の子どもたち

の世話に手が行き届かず、ついに、幼い子どもの一人を病気で亡

くしてしまいました。山室機恵子自身も、かなり若い時に亡く

なってしまいましたが、彼らはまさに命懸けで、娼妓の救済に取

り組んでいたといえます。

山室軍平は、その自分の子どもが亡くなる時に、まだ赤ん坊で

あるその子が、自分の苦しみを一言も訴えることができずに亡く

なっていく姿と、娼妓たちの姿とを重ね合わせ、廃娼運動に自分

の生涯を賭けることを決意します。その時のことを彼は、『公娼

全廃論』という本の中で、次のように書き記しています。
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「世には此瀕
ひん し

死の赤坊と同じ様に、其身に堪へ難き苦痛を受

けつゝ、唯一言も之を訴ふることを得せず、刻々死地に向ふ

て急ぐ同胞が、自分の身の邊に、数多くあるのではあるまひ

か。若し然うであるならば、神よ助け給へ。私は終生此瀕死

の赤坊の脈を握った時の心持を忘れず、世の告ぐる所なき同

胞の為めに力を盡
つく

さねばならぬ」と。而して思ふに今彼公娼

の悪制度の為めに遊廓の中に囚へられ、其身を一生他人の嬲
なぶり

物となして、悲しくもまた浅ましき世渡をして居る彼の娼妓

の如きは、正しく此堪難き苦痛を身に受けながら、告ぐる所

なき同胞の尤もなるものではあるまひか。起
たて

よ、博愛義侠の

人、起って此不憫なる多数の同胞姉妹を、此奇怪至極なる奴

隷の境涯より解放せん為めに力を盡せ。（山軍軍平『公娼全

廢論』警醒社、1911 年、12-13 頁）

このような強い決意をもって、山室軍平らが、自分の生活の全

てをかけ、時には家族の命を失いながらも取り組んだ社会運動は、

イギリスでも高く評価されることになりました。

海外で報じられる日本の廃娼運動

【図 2-24】は、救世軍がイギリスのロンドンで発行していた機

関紙の The War Cryの 1907 年 4 月号の表紙です。これは、The 

Salvation Army International Heritage Centre（救世軍国際遺産セ

ンター、ロンドン）で撮影し、研究上の使用許可を得てここに掲
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載しています。この表紙には、

タイトルとして “Land of the 

Cherry Blossom”（「桜の国」）

と書かれてあります。それは

日本のことを意味していま

す。その表紙の中央の集合写

真には、Girls and Officers of 

the Rescue Home Tokyo と記

さ れ て い ま す。 こ の “the 

Rescue Home Tokyo” という

のが、さきほど申しました

「婦人救済所」のことです。

もともとは、娼妓や芸妓や酌

婦であった女の子たちと、そ

の救済所のスタッフの写真です。

この表紙の画像で重要なことは、かつて娼婦的存在と見なされ

た女性たちの集合写真が、中心に配置されているということです。

画面のどこに何が配置されているかということは、それを配置し

た人々の価値観を表しています。一般に、大切なものは中心に置

きます。この時代には、男性や社会的地位の高い人を中心に置く

ことが多く、娼婦と見なされた女性たちは隅に追いやられる傾向

にありました。しかし、ここでは男性のスタッフの写真よりも上

に、彼女たちの写真が配置されています。このような示し方から

わかるのは、救世軍が、当時としては、かなり男女平等が進んで

【図 2-24】The War Cry の表紙
（1907 年 4 月 20 日 号、The 
Salvation Army International 
Heritage Centre 所蔵）
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いた団体だったということです。そして、このような表紙だけで

なく、その本文においても、日本での活動の様子が詳しく紹介さ

れました。この The War Cryの他に、All the Worldという国際的

な広報誌があって、そこでも日本の廃娼運動は紹介され、それは

イギリスだけでなく、救世軍の世界各国の拠点に配布されていた

と考えられます。

吉原遊廓の大火と世界につながる廃娼運動

すでにそのように日本の廃娼運動の情報は国際的に広まりつつ

ありましたが、日本とヨーロッパ中心の国際的な廃娼運動との連

携を一気に強めたのが、前回も少し紹介しました 1911 年 4 月の

吉原の大火です。

その火事は、日本国内だけでなく、海外にも即座に伝えられま

した。The Japan Timesという英文の新聞では、かなり詳しく報

じられました。その報道に接して、The Japan Timesの読者は、

日本の近代公娼制度が奴隷制であったという認識を新たにしまし

た。そしてその奴隷制の象徴であると見られていたヨシワラが全

焼したというニュースに接して、かねてから日本の公娼制度の問

題に関心を持っていた人々に、今こそそれを無くして娼妓たちを

救済すべきだという思いを抱かせました。

そこで日本に使者を派遣することになったのが、The 

International Federation for the Abolition of the State Regulation of 

Viceという団体です。これは、「万国廃娼同盟会」と当時から訳

されています。1875 年に発足し、スイスのジュネーブに本部を置
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いていました。最初の名誉会頭となったのが、イギリスの廃娼運

動の闘士として知られるジョセフィン・バトラーという女性です。

関連団体が、イギリス、アメリカ合衆国、ベルギー、デンマー

ク、オランダ、フランス、スウェーデン、インド、イタリア、ロ

シアなどにあって、日本がその支部となった頃には、それらの定

期刊行物が 9ヶ国語で刊行されていました。

当時の日本の廃娼運動団体では、フランス語やドイツ語は使え

なくても、英語ならば使えるという人がいましたので、万国廃娼

同盟会から使者を派遣することが打診された時に、派遣するのは

英語の話者にしてほしいと日本側の要望を伝えました。

モーリス・グレゴリーの来日

そこで派遣されたのが、イギリス人のモーリス・グレゴリーで

す。さきほど紹介した、1906 年の国際会議で海外の日本人娼婦に

ついてレポートした人物です。

彼が実際に来日したのは 1911 年のことですが、私は、それよ

り 22 年も前の 1889 年に、グレゴリーが日本政府に公娼廃止を訴

えた記事を、インドのボンベイで彼らが刊行していた The Banner 

of Asia（『アジアの旗』）という雑誌の中で見つけました。

この The Banner of Asiaという雑誌は、現在では、イギリスの

LSE（London School of Economics）の The Women’s Library（女

性図書館）というところに所蔵されていて、今のところ、世界中

でその一点だけ、所蔵が確認されています。そして私も、その史

料を、The Women’s Libraryで閲覧しました。



－90－

私は、モーリス・グレゴリーが日本の廃娼運動と世界とを繋い

だキーパーソンであるということに気づいて、6、7年前からロン

ドンとアムステルダムで少しずつ彼に関連する史料を集めていた

のですけれども、この The Banner of Asiaの記事を見つけた時に

は、驚くと同時に、たいへん感銘を受けました。なぜかといいま

すと、グレゴリーが日本に来た理由は、イギリス人である彼が、

日本に近代公娼制度を導入したのが他ならぬイギリス人であった

と知って責任を感じて、それを「イギリスの罪」であると捉えて、

その「罪」をあがなうために、日本の廃娼のために尽くすことに

なったのだと知ったからです。

グレゴリー自身は、直接的には、イギリスによる日本への公娼

制度導入には全く関与していません。にもかかわらず、帝国とし

てのイギリスが、その植民地や日本で引き起こした問題について、

イギリス出身の自分自身の責任でもあると重く捉えて、彼は自分

の人生をかけて、それらの問題を解決するための社会運動に取り

組んだのでした。翻って自分自身のことを考えてみますと、現在

でも日本は、戦前にアジア諸国で引き起こした日本軍「慰安婦」

問題などを含む様々な問題の責任を問われているわけですけれど

も、それらを「日本の罪」ととらえて、どれくらいそれを我が事

として受けとめて自分の行動を変えていけるのだろうかと考えて

みますと、その課題がいかに重く難しいかということに、あらた

めて気づかされます。しかし、グレゴリーは実際に、そうした重

い課題に果敢に取り組んだ人でした。

彼は、熱心なキリスト教徒で、教派としては、クエーカーでし
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た。クエーカーは、日本でも平和運動に関わった人が多いのです

が、グレゴリーは、帝国としてのイギリスが世界各地で様々に引

き起こしている社会問題に、キリスト教国であるイギリスのキリ

スト教徒として責任を感じて、人身売買問題だけでなく、アヘン

商取引の廃絶を求める運動などにも取り組んでいました。彼は生

涯にわたって、そのような社会運動に取り組みました。

彼は、1911 年から 1912 年にかけて日本に来たのですが、日本

だけでなくその前後に、モスクワ、上海、香港、フィリピン、ビ

スマルク諸島、ニューギニア、オーストラリア、セイロン島に立

ち寄っています。日本での滞在は約 5ヶ月で、その次に長いのが

オーストラリアでの滞在で、約 3ヶ月半でした。なぜそんなに長

い間、彼がオーストラリアにいたのか、最初はよくわからなかっ

たのですけれども、調べてみますと、当時のオーストラリアでは、

日本がオーストラリアに戦争を仕掛けてくるのではないかと恐れ

ている人々がいて、そのようなオーストラリアの人々に対して、

グレゴリーは、日本はそのような危険な国ではないと説得をして

いたということがわかってきました。当時の新聞では、グレゴ

リーが、オーストラリアにおける黄禍論（“yellow peril”）の言説

に抗っているのだと報じられています。つまり、そのことからわ

かるのは、グレゴリーの来日は、ただ単に日本の公娼制度を廃止

させようという意図からだけではなくて、根拠があったりなかっ

たりする日本の悪いイメージを払拭して、日本を救い出そうとい

う意図があったのだと考えられます。
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油谷治郎七による海外事情の紹介

グレゴリーが来日するにあたって、彼が最初に対面して相談し

た日本人は、油
あぶらだに

谷治
じろうひち

郎七（次郎七）という人でした【図 2-25】。

イギリスを出発する前のグレゴリーが、ロンドンで、日本でどの

ように廃娼運動を進めたらいいかと考えている頃、ちょうど油谷

はロンドンに滞在していました。

この時からグレゴリーが亡くなる 1932 年 10 月まで、彼らの交

流は 20 年以上にわたって続きました。日本人の中では、油谷治

郎七と山室軍平の二人が、グレゴリーと最も親しくなった人だっ

たと考えられます。

油谷治郎七は、著名な山

室軍平とは異なり、現在で

は、ほとんど知られていな

い人物です。しかし、欧米

の公娼制度についての情報

の、かなりの部分が、彼に

よって日本にもたらされま

した。油谷治郎七は、同志

社神学校で学んだ後、日本

組合基督教会の京都四条教

会で牧師として活動しまし

た。彼は早くに母親を亡く

し、かなり苦学した人のよ

うです。1902 年 9 月からは、

【図 2-25】油谷治郎七（友愛会教
育部長の頃、坂本正雄編『友愛
会創立五 週

〔ママ〕

年史』（友愛会、
1917 年）、友愛労働歴史館所蔵）
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ニューヨークのユニオン神学校やコロンビア大学で学び、その 10

年以上にわたる海外生活の経験から、海外での情報収集の力をつ

け、後には外務省の嘱託として海外の情報を集める仕事をしてい

ました。

油谷治郎七は 1913 年に帰国するとまもなく、設立 2年目だっ

た廓清会で活動を始めて、日本で海外の情報を発信し続けました。

その情報源は、グレゴリーから得たものも少なくなかったと考え

られます。

彼の関心領域がいかに広かったかということは、彼が書いた記

事の中で、どれくらいの国や都市に言及しているかということか

らもわかります。1913 年から 1914 年にかけての時期だけでも、

中国、インド、シンガポール、ベルギー、ロシア、アメリカ（シ

アトル、サンフランシスコ、シカゴ、ワシントン DC、ボルチモ

ア、ニューヨーク）、カナダ（バンクーバー）、日本、オーストリ

ア（ウィーン）、ドイツ（ブレーメン、ハンブルク、マンハイム、

フランクフルト、ベルリン）、ベルギー（ブリュッセル）、フラン

ス、イギリス、ノルウェー、デンマークについて言及して情報発

信をしています。その内容は主に、これらの国や都市における公

娼制度に関連する法とその廃止の状況、廃娼運動に関わる団体や

個人の情報、公娼制度や廃娼運動に関する本の紹介、また、廃娼

や性病対策に関する国際会議の開催状況、そして婦人救済所につ

いてでした。
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廓清会婦人矯風会廃娼聯盟

油谷治郎七の個人的な言論活動以外では、団体として、廓清会

婦人矯風会廃娼聯盟がその教育活動の一環として、主にヨーロッ

パの公娼制度とその廃止の実態について伝える出版活動を行いま

した。

この団体が活動を始めたのは昭和に入ってからですが、その頃

になりますと、女性たちの活躍も目立ってきます。この聯盟の委

員は、松宮彌平（委員長、総務部長）、林歌子（副委員長）、伊藤

秀吉（事業部長）、久布白落実（財務部長）、川崎正子、高島米峰、

益富政助、小崎千代子、渡瀬香芽子、千本木道子の 10 名でした

が、男性よりも女性の委員の方が、数が多くなっています。廃娼

運動を国際化する動きの中では、女性リーダーが活躍したのです。

廓清会婦人矯風会廃娼聯盟は『廃娼資料』と題する小冊子のシ

リーズを刊行して、公娼制度の廃止に関する海外事情を紹介しま

した。デンマーク（1929 年）、イギリス（1929 年）、ドイツ（1929

年）、フランス（1929 年）、オーストリア（1929 年）、ハンガリー

（1929 年）、チェコスロヴァキア（1929 年）、日本（1929 年）、

フィンランド（1930 年）、エストニア（1930 年）、オランダ（1931

年）、英領カナダ（1931 年）、ノルウェー （1932 年）、スウェーデ

ン（1931 年）の順に『廃娼資料』を出して、主に公娼制度やその

廃止に関する法律を紹介しています。

「海外」事情紹介とは言っても、その情報は、ヨーロッパの国

に集中しています。英領カナダについての情報もありますけれど

も、それは、日本では、イギリスが特に廃娼のモデルとして重視
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されていましたので、その関連で掲載されたものだと考えられま

す。デンマークも 1906 年に廃娼になって、特にコペンハーゲン

の状況が注目されていました。油谷治郎七も、やはりデンマーク

を重視しています。このデンマークの他、北欧の 4カ国は全て調

査対象になっています。

この『廃娼資料』について調べている中で、調査対象とされた

14 の国の中に、ハンガリー、チェコスロヴァキア、エストニアな

どが入っているのを、私は最初、少し意外に思いました。単に私

の勉強不足かもしれませんが、現代の日本では一般に、中欧やバ

ルト三国には馴染みが薄いように思えて、「なぜ、『廃娼資料』が

発行された当時、世界中の様々な国の中から、たとえばチェコス

ロヴァキアが調査対象に選ばれたのだろう？」と疑問を持ちまし

た。そこで、私の大学院時代の先輩で、チェコスロヴァキアがご

専門の橋本信子さんに、当時の同国の状況などについてお尋ねし

てみましたところ、いろいろと興味深いお話を伺うことができま

した。この連続講座で、次回のゲスト講師の一人として橋本さん

に来ていただくことになったのは、そのような経緯です。ドイツ

やアメリカが重視されていたのを疑問視されることはないかと思

いますが、現時点で比較参照されることが少ない中欧にも、当時、

注目されていた国や地域がありました。

〈性の管理〉の比較の着眼点

それらの国は、かなり大雑把ではありますが、廓清会婦人矯風

会廃娼聯盟によって【図 2-26】のように把握されていました。た
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だし、同じ国の中でも、時期によって状況が変わりますし、都市

によって異なる法が制定されていることがあり、まさに日本も、

前回、府県ごとの統計があるとご紹介しましたとおり、府県ごと

に規則が定められていたわけですので、実際には、この図に当て

はまらない点も、多々あります。あくまでこの図は、当時の日本

の代表的な廃娼運動団体である廓清会婦人矯風会廃娼聯盟の、あ

る一時点における認識を表したもので、当時の実態の検証は、別

に行う必要があります。

重要なことは、こうした分類が、公娼制度の維持（存娼）か廃

【図 2-26】廓清会婦人矯風会廃娼連盟による他国の公娼制度に関する
状況把握
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娼かという単純な 2分割ではなかったという点です。取締主義で

あるか否かというチェックポイントとは別に、性感染症の治療に

どれくらいの強制性を持たせているかということが、重要な関心

事となっていました。

〈性の管理〉という点から言いますと、管理主義が最も強いの

は、買売春の取締主義制度が維持され、かつ、性病治療が強制さ

れている左上のグループです。日本は、ここに入ります。それに

対し、日本の廃娼運動団体がモデルにしようと考えたイギリスは、

右下の、買売春の取締主義制度を廃止し、性病が任意診療になっ

ているグループです。この右下のグループが、最も〈性の管理〉

が弱く、自由度が高いといえます。その他に、取締主義制度は廃

止されていても性病治療は強制するというグループもあって、北

欧の国はだいたいそのあたりに入ると考えられていました。

〈性の管理〉に関し、当時の日本の廃娼運動団体で、買売春管

理の法を比較する上での着眼点とされていた項目を私なりに整理

してみますと、存娼か廃娼かといった大雑把な 2択ではなく、か

なり細かく、30 項目以上に分類されていたことがわかりました。

それを大まかに示したのが【図 2-27】です。買売春の取り締まり

と性感染症の管理の問題が分けられただけでなく、買売春の取り

締まりを行う際に、売春する女性に対する対応と業者への対応を

はっきり分けていて、さらに、業者についても、娼家と女衒を分

けています。

売春をする女性についての項目では、客が誰であるかによって

処罰の仕方が違う場合があり、客引きを認めている場合にも、そ
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の許可する場所にどんな制限を設けるかといった点に、国ごとの

特徴が出ました。たとえば、チェコスロヴァキアでは、隣人や少

年を相手にした場合には禁錮刑にするといった決まりがあったよ

うです。また、取締主義制度を廃止しているグループに分類され

ているオランダでも、アムステルダムでは、カフェや酒を出す店

での客引きを禁止するルールが定められていたことが紹介されて

います。

業者に関しては、特に、女衒に関するルールがヨーロッパでは

詳細に定められており、それが日本で紹介されました。たとえば、

自由度の高いイギリスでも、13 歳以下の少女を勧誘した場合には

重罪となって終身刑の可能性もある、といった情報が伝えられま

した。また、外国に女性たちを連れ出すことに制限を設けている

ケースが紹介されました。娼婦の稼ぎで暮らす、いわゆるヒモに

なることを禁止するイギリスやノルウェーの法律も紹介されてい

ます。

性感染症については、日本の花柳病予防法との比較において、

【図 2-27】1930 年前後の日本における買売春管理の法に
ついての廃娼団体の認識
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詳細にヨーロッパの法が紹介されています。日本との比較におい

て興味深いのは、たとえば、デンマークにおいては夫婦間の感染

の場合も処罰されることがあったり、イギリスで虚偽の告発の刑

が定められていたり、乳児への授乳の際に感染させた場合はどう

なるかといった規定が、ドイツ、オーストリア、チェコスロヴァ

キアで定められていることなどです。ドイツでは、患者を里子に

出した場合の刑も定められていることが紹介されました。

性感染症関連で、医師について定めたルールとして、日本では

めったに論じられることのなかった患者の権利についての規定

が、いろいろと紹介されています。たとえば検診の際に、イギリ

スでは女医を希望することが可能であったり、フィンランドでは、

検診の方法に制限が設けられたりしていることが紹介されまし

た。検診や治療についても、義務という観点からではなく、たと

えばスウェーデンのストックホルムでは、無料の診療を受けるこ

とが患者の権利として認められていることが紹介されており、そ

のような情報は、日本における性感染症の捉え方そのものを変え

る力を持っていたのではないかと推測されます。

これらの項目についてのヨーロッパの法のあり方が、必ずしも、

すべて良いものとして日本で紹介されたわけではなく、まずは

様々な管理のあり方について研究し、それらを参考に、日本でど

のようなルールを制定すればいいのか、議論を進めようとしてい

ました。
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〈性の管理〉から逃れようとする人々の動き

ところで、このように日本の知的エリートたちが海外の情報を

集めて、社会の改良について議論していたのとほぼ同じ時期に、

日本の一般民衆の間でも、大きな変化が生じていました。それは、

〈性の管理〉から逃れようとする人々の動きであったと言えます。

当時から遊廓は奴隷制的であると言われ、借金を背負った女の

子たちが、苦しく悲しい思いをして、暗い表情をして働かされて

いたわけなのですが、日本の男性たちの中には、必ずしも倫理観

からだけではなくて、自分の好みの問題としても、そのような暗

い顔をした女性を金の力で無理強いして買うというような行為を

好まない人が増えていったようです。娼妓を買うのではなくて、

もっと自由に生き生きとしている女の子たちと関係を持ちたいと

思う人が増えていったと考えられます 2。

1920 年代にもすでにそのような動きは見られたのですが、1930

年代に入りますと、「さびれゆく花柳界」ということが新聞で報

じられるようになり、欧米の文化の本格的な流入によって、遊廓

に対する捉え方に大きな変化が生じていました。その頃までに、

モダンガールといわれるおしゃれな洋装の女の子たちが街を闊歩

するようになっていて、ダンスホールがブームになりました。そ

れまで、男性が買春の相手を探す場は、公娼のいる遊廓の他では

酌婦のいる料理店や女給のいるカフェーなどだったわけですけれ

ども、それらをすべて古臭いものだと捉える人が増えていって、

新しい流行としてダンサーが花形になっていきました。

ダンスホールは建物の作りも洋風ですし、流れている音楽も西
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洋音楽なので、いくら遊廓がステンドグラスなどを使って西洋風

の意匠を取り込んでいっても、ダンスホールと比較すれば、かな

り中途半端でした。1932 年頃には、満州国建国にともなう「満州

景気」と「ダンス熱」といわれるダンスの流行が重なって、ダン

スホールだけではなく、家庭の中にもダンスの文化が入りこんで

いきました。

そのような動きは、古くからの花柳界にとっては脅威でした。

客をダンスホールに奪われてしまうからです。それで、花柳界で

は、芸妓に三味線ではなくダンスを仕込む「花柳界のダンス化計

画」というものが行われたり、新しく台頭したダンスホールを押

さえつけるために、ダンス排撃運動を行ったりしました。一般に

娼妓や芸妓は着物を着ていますが、ダンサーは西洋風のドレスを

着て、アメリカのジャズやフランスのシャンソンなどを聴いてい

るわけですので、古い花柳界は、そのようなダンスホールの文化

を、西洋かぶれで「国粋」主義に反すると攻撃しました。

1932 年頃といいますと、国家が〈性の管理〉を強めて、それま

であまり厳格に適用されなかった堕胎罪の規定が、実際的な力を

持つようになって、本格的に産めよ増やせよの時代へと入って

いった時期ですけれども、それでも、いったん管理主義に嫌気が

さした人々が、遊廓を古臭いものだと捉えるようになったら、そ

こから先は、遊廓の内側からの弱体化が進んでいったと考えられ

ます。



－102－

流行歌の歌詞にみる女性たちの心情

特に、若い女性たちがどのような感覚を持つかということは、

決定的な重要性を持っています。前回は、「藝者商売」という明

治期の歌をご紹介しました。芸者商売をやめたら、両国あたりに

住んで、夫は勤め人で、自分は家で針仕事をして、生まれた赤

ちゃんと一緒に家族 3人で川の字になって寝るような暮らしがし

たい、というのが、当時の芸妓たちの憧れの未来予想図だったわ

けです。当時の娼妓や芸妓は、いつか年期があけたら好きな人と

結婚して、一生添い遂げたいのだと、繰り返し歌っていました。

それに対して、二十数年後の次の歌詞は、同じ歌の替え歌であり

ながら、まったく違った雰囲気の歌詞に変化したものです。

レビュウガールをさらりとやめて

安いサラリで堅気な勤め

遠く聴えるあのジャズバンド

知らず知らずに腰をふる 3

ここでは、レビューガールをやめても、結婚するのではなくて、

自分自身が堅気な勤め人になることを夢見ています。そして、職

業的な踊り子として誰かのために踊るのではなくて、自分の楽し

みのためにジャズにあわせて踊れる暮らしを夢見ています。この

歌詞の中では、給料と言わずに「サラリ」と英語で言ったりして

いますけれども、このように、〈性の管理〉からの自由を求める

女性たちの動きと大衆文化の国際化は、不可分であったとわかり
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ます。

つまり遊廓が、いつどのようにして終わったのか、その遊廓の

終焉については、たしかにとどめを刺したのは 1946 年の GHQの

公娼制度廃止の覚書だったと言えるのですが、そこに至るまでに、

遊廓的な管理主義の制度は、国際化の流れの中で、知識人たちだ

けでなく一般の人々の間でも、もはや許容されえないものへと認

識が変化しつつあったことがわかるのです。

4　おわりに

ここで時間が来ましたので、第 2回目の本日の内容をまとめま

す。本日は、次のことを説明しました。

1． 海外でも、日本の買売春問題（公娼制度、海外における人身

売買）には強い関心が寄せられていたこと

2． 日本人女性の写真が日本国内だけでなくヨーロッパ諸国とそ

の植民地で絵葉書として発行され、国境を越えた郵送によっ

て拡散され、性的に消費されていたこと。そして後に、日本

人自身が、植民地化したアジアの地域の女性たちの写真を用

いて、同様の行為を行ったこと

3． ゲイシャ（芸者）のイメージが、日本を代表するものと捉え

られ、日本国そのものをゲイシャに擬人化して貶める動きが、

主にヨーロッパで見られたこと

4． 日本の廃娼運動の中で、海外における日本の買売春問題の論
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じられ方が問題視され、日本の公娼制度を欧米のそれと比較

する研究が進められるようになったこと

5． 近代公娼制度の在り方が日本の廃娼運動団体によって国際比

較された時、〈存娼 /廃娼〉の二択ではなく、〈性の管理〉の

在り方について、数多くの側面から検証されたこと

6． 日本の大衆文化の国際化も遊廓の衰退の要因となったこと

次回は、本日ご紹介しましたような日本の状況と関連して、他

国ではどのような問題が見られたのか、ゲスト講師の 3名の方々

をお招きして講演していただきます。

注
1  こうした絵葉書の説明書きの信憑性については慎重な検証が必要
だと考えられる。この「トンキンの住民」とされる「日本人女性」
とメンバーのうちの数名が写った別の写真の絵葉書が、トンキン
だけでなくサイゴンとハイフォンでも発行されていたことを、筆
者は実物で確認した。また、日本で発行された絵葉書の写真を転
用したと考えられる絵葉書がサイゴンで発行された例もある。

2  そうした変化の具体的事例の紹介として、拙稿「『満洲日報』に
みる〈踊る女〉―満洲国建国とモダンガール―」生田美智子編
『女たちの満洲―多民族空間を生きて』（大阪大学出版会、2015 年）
参照。

3  歌のタイトルは「藝者商売」から「さらりとやめて」に変化して
いる。寺敷憲編『最新流行歌』（寺敷憲、1932 年）112 頁。

＊本研究は、JSPS科研費 JP18K11898 の助成を受けたものです。
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第 3回

司会　同志社大学人文科学研究所助教　林　　　葉　子

林（司会）　本日の司会を務めます同志社大学人文科学研究所助

教の林葉子です。この研究会は一般の方々へも公開し、人文科

学研究所での研究成果を社会に還元する目的で実施していま

す。

 　本日はゲスト講師として 3名の方にお越しいただきました。

これまでの2回の講座の内容を踏まえてお話していただきます。

3名の方のご講演の後、私を含む 4名での討論を行います。

 　では最初に、内藤葉子さんに「性と権力―帝政期ドイツにお

ける性の〈世俗化〉を背景に―」と題してご講演いただきます。

内藤さんは、大阪府立大学人間社会システム科学研究科で教

をとっておられ、大阪府立大学女性学研究センター主任も務め

ておられます。大阪府立大学女性学研究センターには本連続講

座にご協力いただきました。この場を借りてお礼を申し上げま

す。内藤葉子さんは一昨年、『ウェーバーの心情倫理―国家の

暴力と抵抗の主体』と題するご著書を刊行されています。では

内藤さん、よろしくお願いします。
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性と権力
―帝政期ドイツにおける性の〈世俗化〉を背景に―

大阪府立大学人間社会システム科学研究科准教授

　内　藤　葉　子

1　帝政期ドイツの社会的背景

みなさま、こんにちは。大阪府立大学の内藤葉子と申します。

私は「性と権力―帝政期ドイツにおける性の〈世俗化〉を背景に

―」というタイトルでお話をさせていただきます。「帝政期ドイ

ツ」とは 1871 年から 1918 年までのドイツのことを指します。こ

の後、ワイマール期、ナチス期と続きます。現在のドイツと比べ

ますと、東に向けて大きく領土が広がっていた時代です。東はロ

シア帝国、オーストリア・ハンガリー帝国と隣接していました。

「世俗化」

副題の「世俗化（Sekularisierung, secularization）」という言葉

についても少し説明をしておきます。「世俗」というのはもとも

と神学的な意味をもつ言葉です。「世俗の（secular）」「この世の

（worldly）」「かりそめの（temporal）」という言葉に対して、「永

遠の（eternal）」「精神の（spiritual）」という言葉が対比されます。

これは、神の世界と人の世界とを区別する、初期近代までの神学

的な二元論的世界観にかかわる言葉です。そのうえで、「世俗化」

とは人間の生活態度や社会秩序の形成に作用する力が宗教から別
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のものへと移行するプロセスのことを指します。「移行」という

ことは、宗教的なものと世俗的なものの境界が揺らぎ混在するこ

とによって、社会のなかに緊張状態が現れてくることでもありま

す。それゆえ「世俗化」とは、宗教的でもあり非宗教的でもある

状態を指すハイブリッドな概念だといえるでしょう 1。帝政期ド

イツは諸方面でこのせめぎ合いが現れていた時期であり、それは

「性の領域」においても同様でした。

帝政期よりも少し前の時代、19 世紀のヨーロッパ社会は「再宗

教化」が進んだ時期でもあります。18 世紀末に起きたフランス革

命が「宗教に対する革命」でもあったことから、19 世紀は宗教サ

イドからの巻き返しが起きてくる時期です。とくに市民層の家庭

という親密圏において「再宗教化」が進みました。たとえば、ク

リスマスツリーを飾って家庭でイエス・キリストの生誕を祝うと

いう、クリスマスの風習が定着してくるのがこの時期です。王侯

貴族の風習から普及したクリスマスツリー、父親像の理想を反映

させたサンタクロース、子どもたちに与えられるおもちゃの贈り

物というのは、宗教性、情緒と愛情と親密さ、そして経済的豊か

さによって特徴づけられる市民家族の生活世界をもっともよく表

現するものでした 2。この親密な世界を脅かすものに、一つは労

働者階級とそれに結びついた社会主義や共産主義、もう一つは自

然科学の劇的な展開がありました。たとえばダーウィンの進化論

における、「人間と類人猿は地続きである」という説は大きな衝

撃を与えるものでした。長い間、キリスト教的世界観においては、

人間は神によってその「似姿」に創られた存在であり、動物とは
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一線を画された、存在者の位階秩序の頂点に立つものとされてき

たからです。市民層の親密で閉鎖的な生活世界はそれらに対する

防波堤でもありました。

内部に向かっての再宗教化とともに、19 世紀は外部に向かって

の再宗教化も進められました。世界中に植民地を増やしていく

ヨーロッパ覇権の時代です。植民地という外部にキリスト教を広

めるための大規模な宣教活動が組織化されていきます。カトリッ

クのパリ外国宣教会（パリ・ミッション）の他、プロテンタント

も外国伝道も進めていき、この流れのなか、諸外国にミッション

スクールが建設されていきます。日本にもこの波が到来します。

主にイギリスが宣教活動の推進国でしたが、ドイツでも外部への

布教活動の他、19 世紀半ば頃から内国伝道が始まっています。こ

の動きは 1870 年代頃に頂点に達したといいます 3。

市民層

その動きの活動主体となるのが、先ほども述べた「市民層

（Bürgertum）」でした。とくにドイツの市民層は「教養市民

（Bildungsbürger）」とも呼ばれますが、19 世紀には実質的な支配

階級になった層です。大学教授、ギムナジウムの講師、プロテス

タント系の聖職者、高級官僚、裁判官、弁護士、医師など、ドイ

ツの政治・社会・文化の諸領域で、貴族とは別に、圧倒的に優位

に立った少数のエリート層です。ただし、19 世紀後半頃からは流

動的な状況が現れてきます。これには労働者階級やカトリック勢

力の台頭がかかわっています 4。ビスマルクの「文化闘争」など
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を思い出す方もおられるでしょう。とはいえ第一次世界大戦の前

夜までは、こうした階層社会が続きました。

今回の講演で取り上げるのは、1870 年代の「再宗教化」の波が

最高潮に達した後にキリスト教道徳や市民道徳・市民的価値観に

対する批判が現れてくる、混沌とした状況に入る時期です。この

状況は「性の領域」にもかかわってきます。とくに市民層を母体

とする集団のなかで、「売春」と「性病」の問題をめぐって、ど

のような議論がなされたのかをたどりたいと思います。

2　売春管理制度の概要

ドイツでも売春は法的に規制されていました。ドイツ語では

R
レ グ ル メ ン テ ィ ー ル ン グ

egulmentierungと表記します。英語でいう regulationですね。

公娼制と同じことですが、言葉のニュアンスとしては「規制」や

「管理」を意味します。ですからこの言葉を「売春管理制度」あ

るいは「管理制度」と訳しておきます。

前回の林さんのご報告に登場した油谷次郎七は、1927 年にドイ

ツ性病予防法が成立し、公娼制度が廃止されたと、1930 年に報告

をしています。さらに、ドイツ政府委員ゲルトルート・ボイマー

（Gertrud Bäumer）の報告を引用して、この新しい法律のもとで

性病相談所が成立し、みずから医療を求める者が増加したこと、

娼婦たちも正業に戻り、新制度による治療法に従っている、と伝

えています 5。ちなみにボイマーは市民女性運動を率いた指導的

な人物です。これは 1930 年に一人の日本人が本国に伝えた光景



－110－

ですが、ここに至るまでの状況を見ていきたいと思います。

帝国刑法典（RStGB）第 361 条第 6項

国家が売春を管理することは古くからありますが、19 世紀を通

してヨーロッパでは、軍事主義と衛生目的から売春に対するもっ

とも厳格なコントロールのシステムが導入されました。ドイツで

は 1871 年に成立した帝国刑法典（RStGB）の第 361 条第 6 項が

それにかかわります。そこでは処罰の対象として、警察の命令に

反して営利目的でわいせつ行為を行った女性があげられていまし

た。この条文は 1876 年に改正されます。そこには、「営利目的の

わいせつ行為のため警察の監視下におかれている女性が、健康と

公序良俗の保全の観点から定められた警察の規則に違反した場

合、またはそのような監視を受けることなしに営利目的のわいせ

つ行為を行った場合」、処罰の対象となることが明記されていま

した。処罰の対象となるのは女性のみでした。また管理娼婦と非

管理娼婦（密娼・もぐりの娼婦）が区別されました。

この刑法の条文が管理制度の法的な根拠となります。この任務

は「風紀警察（S
ジッテンポリツァイ

ittenpolizei）」が担いました。各州で警察法規は

異なるので地域差はあるのですが、おおむね次のようなことが定

められていました。娼婦の登録制、定期的な警察医の検査、感染

が判明した場合の強制入院、学校や教会に近接して居住すること

の禁止、（ある街路や地区、官公庁、劇場や博物館や公園や動物

園といった公共の場など）特定の場所に出入りすることの禁止、

契約相手の年齢制限、営業の時間や場所の指定、服装規定、密娼
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が出入りする場所の監視、警官が住居に立ち入ることを承諾する

義務などです 6。さまざまな細かい規則がありましたが、厳格な

警察の規則に従うかぎり、女性の売春は合法とされたということ

になります。

【図 1】「実り多き手入れの後」（zi t . ,  B i lde r -Lex i kon  Ⅲ　
Sexualwissenschaft, Hrsg., Institut für Sexualforschung in 
Wien, Wien/Leipzig: Verlag für Kulturforschung, 1930, 
S.760.）〔柏書房、1992 年、復刻版〕

ここで当時の状況をイラストで紹介したいと思います。図 1は

「実り多き手入れの後」という見出しのもと、風紀警察が娼婦た

ちを連行していこうとする様子が描かれています。図 2は警察医

の待合室で娼婦たちが診察を待っている様子、図 3は警察医によ

る内診です。警察医の横で娼婦たちが服を脱いで順番を待ってい

る様子が描かれています。当時、娼婦たちの日常がこのように警

察の管理下におかれていたことが分かります。
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売春の行われる場所

売春はどこで行われていたのでしょうか。管理娼婦については、

一つは娼家です。娼家はボルデル（Bordell）といいました。娼婦

たちは娼家の主人の被雇用者・従業員として働いていました。も

う一つ、管理娼婦の営業場所としてブローテル（Brothel）という

制度がありました。娼婦たちは警察によって区域指定された街路

で客を見つけ、娼家ではなく個別の住居で営業しました 7。

【図 2】「警察医の待合室にて」
（z i t . ,  B i l d e r - L e x i k o n  Ⅰ 
Kulturgeschichte, Hrsg., Institut 
für Sexualforschung in Wien, 
W i e n / L e i p z i g :  V e r l a g  f ü r 
Kulturforschung, 1928, S.785.）
〔柏書房、1992 年、復刻版〕

【図 3】「警察医のもとで」（zit., 
Bilder-Lexikon Ⅲ, S.759.）〔柏書
房、1992 年、復刻版〕
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図 4は、当時のハンブルグにおける売春地区の通りです。一部

の街路が警察に指定されて、客引きをしてもよい場所と決められ

ていました。こうしたところで娼婦たちは、一定の時刻になると

街路に出てきて客を待っていたのでしょう。

【図 4】「ハンブルクの売春地区の街
路」（zit., Bilder-Lexikon Ⅰ, S.159.）
〔柏書房、1992 年、復刻版〕

非管理娼婦、密娼たちはどこにいたのでしょうか。彼女たちは

もっと広範囲にわたる場所で秘密売春を行いました。アニミー

ル・クナイペと呼ばれた酒場、ダンスホール、ダンスサロン、演

芸場、キャバレー、見世物広場、下宿屋、マッサージの施療所、
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客との仲介機能を果たした喫茶店などです 8。

誰が娼婦となるのか？

それでは誰が娼婦となるのでしょうか。ワイマール期のもので

すが、ウィーン警察のデータからウィーン性科学研究所が作成し

た図表を参考にすると、管理娼婦たちが以前に就いていた職業は、

およそ 3割近くが臨時工・未熟練工という女工です。家事手伝い

（女中）も 3 割近くを占めています。さらに、洋裁師、会計係、

女給、店員、無職と出てきます。他にも事務員、歌手、踊り子、

給仕係、洗濯係、料理人、花売り娘、看護人、美容師などがあ

がっています 9。

ただ帝政期では、娼婦の総数のうち管理娼婦の割合は低かった

ようです。当時の医師であり性科学者のアルベルト・モル（Albert 

Moll）の文献から引用しますと、ベルリンの風紀警察があげてい

る管理娼婦の数は 1880 年から 1911 年までの間、およそ 3000 人

から 4800 人の間を推移しています。非管理娼婦の数は不確かで

すが、ある団体の調べた数字では、1910 年のベルリンで 2 万

4000 人から 2 万 5000 人の非管理娼婦がいたそうです。モルは

「蓋然的で科学的な根拠がない数字である」と断っていますが、

その数字を目安にすると、1910 年のベルリンでは管理娼婦約

3700 人に対して、非管理娼婦はおよそ 6倍から 7倍いたことにな

りそうです 10。つまり、管理娼婦になることは避けられる傾向が

あったということです。いったん管理娼婦として登録されたら、

その後抹消されて、別の職業に就くことができるのかという懸念
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などもあったでしょうから、職業として売春をするよりは副業

的・短期的な仕事として売春をする女性のほうが多かったと考え

られます。警察に検挙されて管理娼婦として登録させられてしま

うということはあったにしても、自発的な登録者がどれほどいた

かは疑問です。

娼婦になる理由を当時の資料から見ておきましょう。社会的な

理由としては、下層階級の出身であることからくる家庭環境の悪

さ、貧困、満足な教育を受けられなかったことなどがあげられま

す。婚外子であることも多く、実母や養母に娼婦として働かされ

たという事情もありました。経済的な理由としては、女性の労働

が低く評価され、低賃金であることがあげられています。心理的

な理由としては、女中が娼婦の割合を多く占めていましたので、

生活に必要な収入の問題だけでなく、装身具や衣服などを買いた

いという豊かさへの刺激があったと指摘されています。ほかには、

待遇の悪さから奉公先を離脱すること、地方出身ゆえの人的なつ

ながりの希薄さと孤独、さらに婚外子の出産などがあります。モ

ルがベルリンの風紀警察の記録を元に記述するところによると、

1900 年から 1910 年までに管理娼婦として登録されている女性の

うち、およそ 3～ 4割が分娩したばかりの女性たちだというので

す 11。妊娠した女性たち、あるいは未婚の母となった女性たちが

奉公先や仕事先から追い出され、行き場をなくして娼家に、また

警察に登録して合法的に売春を職業にした可能性が考えられま

す。未婚の母と婚外子の問題は当時の社会問題となりつつありま

した。
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3　売春管理制度への批判の声

この売春管理制度に対して、帝政期には批判の声が高まってい

きます。以下ではとくに 3つの集団を見ていきたいと思います。

プロテスタント系男性団体

一つ目は、プロテスタント系男性団体による道徳運動です。ド

イツにおける道徳運動形成の第一波は 1880 年代に訪れます。道

徳に関する公的な議論を担ったのは、プロテスタントの男性たち

でした。道徳に関する議論とは売買春問題のことですが、これは

当時、市民層の女性たちが堂々と話せる話題ではありませんでし

た。だから男性側の運動として、まずは現れてきます。これは市

民層の「再宗教化」の延長上に現れてくるものと考えられます。

組織としては、「ドイツ道徳協会一般協議会（Allgemeine 

Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine）」が 1889 年に地方

協会などを統括して成立しています。規模がそれほど大きかった

わけではないのですが、メンバーがドイツ社会の支配者層と重な

ります。教会、政府、議会、軍の高位を占め、貴族階級もここに

加わります。帝国議会議員、プロイセンやバイエルンの州議会に

も人脈をもち、強力な政治的ネットワークを形成していました。

この組織が管理制度を廃止する理由としてあげたのは、公衆衛

生の方法として管理は有効ではないこと、性病検査を娼婦にだけ

することは無意味であること、男性が性衝動をコントロールでき

ない、禁欲は有害という説は虚偽であること、管理制度の存在自
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体が売買春を必要で合法的なものだという印象を与えるので、道

徳意識にとって有害であること、といったものでした。性産業が

世紀転換期頃に急速に成長したことからも、彼らは売買春を道徳

的危機の産物と捉え、宗教的・道徳的改革が必要だと考えました
12。

女性団体、女性運動

二つ目は女性団体です。ドイツの道徳運動形成の第二波が 1890

年代以降に起き、女性、カトリック、ユダヤ人などが組織化を進

めていきます。とくに世紀転換期頃は女性たちの組織形成が進む

時期です。これに関して重要なのが、イギリスから始まった売春

管理制度に反対する国際運動です。「国際管理制度廃止連盟

（International Abolitionist Federation）」（以下 IAFと表記）と訳し

ておきますが、前回の林さんのご報告によると、日本では「万国

廃娼同盟会」と呼ばれていたものですね。この組織は「売春の完

全な脱犯罪化と管理制度の廃止」を主張していました。

ドイツ各地に女性たちを中心に IAFの支部が形成されていきま

す。アニタ・アウクスプルク（Anita Augspurg）とリダ・グスタ

ファ＝ハイマン（Lida Gustava Heymann）はハンブルグで、アン

ナ・パプリッツ（Anna Pappritz）はベルリンで、カタリーナ・

シェーフェン（Katharina Scheven）はドレスデンで支部をつくり

ました。IAFはとくにドイツにおける市民女性運動と密接なつな

がりをもったことが特徴的かと思います 13。

世紀転換期頃は女性組織や女性協会の設立ラッシュが続きま
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す。1889 年に「青少年保護協会」を設立したハンナ・ビーバー＝

ベーム（Hanna Bieber-Böhm）は、娼婦への処罰には賛成する立

場をとりました。1894 年には市民女性運動の総括的組織となる

「ドイツ女性団体連合」が成立します。ミナ・カウアー（Minna 

Cauer）は 1899 年に「進歩的女性協会連合」を設立し、管理制度

の廃止をめぐって議論をしています。シェーフェンは 1902 年に

雑誌『廃止主義者（Abolitionist）』を創刊しています。また 1904

年には IAFのドイツ支部（DZIAF）が設立されました。

こうした世俗的な女性運動の台頭は、宗派男性の道徳運動側に

かなり危機感をもたらしたようです。その結果、保守的な宗派女

性たちの動員が進められ、プロテスタントやカトリックの女性団

体の結成が続きました。1899 年に「ドイツ福音女性連合」と「少

女・女性・子どものためのカトリック福祉協会」が、設立されて

います。これに対して、ベルタ・パッペンハイム（Bertha 

Pappenheim）が中心となって 1904 年に組織した「ユダヤ女性連

合」は、ユダヤ女性の権利と尊厳を掲げて活動した宗派女性団体

であり、とくに少女や女性の人身売買（Mädchenhandel）の問題

に積極的に取り組んだ団体でもありました 14。

娼婦を刑法における処罰対象とすることと売春管理制度の問題

については、パプリッツとシェーフェンが反対の声をあげる活動

の中心でした。彼女たちは、女性のモノ化すなわち奴隷化は女性

の尊厳を損なうことであると述べ、刑法が女性のみを処罰の対象

にしたことを批判しました。さらに男性にとって買春は必要悪で

あるが、女性には禁欲を要請するという男女で異なる性の二重基



－119－

準を批判し、男女同等の道徳的責任を要請しました 15。こうした

性の二重基準に対しては、ドイツ市民女性運動に関わったマリア

ンネ・ヴェーバー（Marianne Weber）も次のように批判していま

す。

社会的領域では今日とりわけ、二重道徳がもっとも野蛮な形

で実体化されたところの売春の国家的管理制度に対する闘い

に、わたしたち女性は呼び寄せられている。それに抵抗しな

い者は、自己抑制もせずに女性の同胞の一部を犠牲にしても

よいという権利を、暗黙のうちに男性に対して認めることに

なるのだ 16。

ヴェーバーは続けて、未婚の母と婚外子問題における女性の劣

位も問題視し、婚外子が社会的下層に没落することや母親が一層

多くの負担を負うことを当然とする考えを批判しました。また養

育の権利と相続権において、婚内子との婚外子の法的地位を同等

にするという主張を擁護しました。

男性医師団体

三つ目に、医師による動きを紹介したいと思います。1902 年、

「ドイツ性病撲滅協会（Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der 

Geschlechtskrankheiten: DGBG）」が、アルフレート・ブラシュ

コ（Alfred Blaschko）、アルベルト・ナイサー（Albert Neisser）

ら皮膚科医や性感染症の専門家たちによって設立されます。性病
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に関する基本的な知識を広めるための国民運動を目指していたた

めに、宗派的道徳団体の男性組織や女性運動の側からの参加も求

めています。ただし 7割が男性医師・医療関係者が占める組織で

した。この組織の多数派意見はナイサーの主張を中心とする「新

管理論」と呼ばれるものです。娼婦への管理の強化、それを警察

ではなく医師中心の衛生委員会に主導させること、医療・衛生シ

ステムの構築による性病の撲滅、検診法の改良などが唱えられま

した。また若い男性をいかに性病から守るかということに関心が

寄せられました 17。

先ほど登場したモルもこの立場を支持しています。検診を受け

ているのは一部の娼婦なので管理制度は効果がないという「反管

理論」の意見に対して、彼は、管理下に置かれる者ほど仕事量も

多く、感染者も多いと反論しています。管理制度は風紀を乱すと

いう男性道徳運動側の意見に対しては、管理は国民の健康を防衛

するものであり、衛生目的の方が重要であると答えています。管

理制度は女性に対してのみの専横であるという女性運動の側から

の批判に対しては、現行法は確かに女性に対してのみだが、現在

立案されているものは男性も対象に入る、また立法の趣旨は衛生

法にすぎず、女性の地位には関わりがないと反論しています。「自

由意志を信頼するのはよいが、衛生的な利害関心のほうがそれよ

りはるかに大切だ」というのが、新管理論支持のモルの意見でし

た 18。「性の管理」を「権力」という観点から見た場合、管理制

度には、国家権力によって維持される側面とともに、科学者集団

による科学的知と技術による権力が関与するという側面も見落と
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してはならないでしょう。

パプリッツやシェーフェンら女性運動家たちは、性病撲滅協会

が管理論者だらけなのでかなり警戒していたようですが、それで

も IAF側の立場を理解してもらおうと協会の内部で努力をしてい

たようです 19。

ここで、当時のフェミニストや女性運動に対する眼差しを少し

紹介したいと思います。1904 年にベルリンで国際女性会議が開催

されました。注目度も高かったのか、『ベルリン日報』に参加し

た女性たちの顔写真が掲載されました。ここにはパプリッツも

写っています。モルはこの写真を自著に引用して、女性運動など

にかかわっている者はこのように男性化する、これはその証拠で

ある、と主張しました。それだけではなく、美しく女装した男性

俳優のブロマイドを対比させて、どちらがより女らしいかと挑発

しています 20。当時の新聞に掲載された白黒の写真ですから、そ

れほど写りがよくないのも不思議ではありません。彼は売春問題

や婚外子の問題についてはとくに懲罰的ではなく、むしろ同情的

であり、社会問題として捉えています。しかし権利要求をするよ

うな声高なフェミニズムとみなしたものに対しては、冷笑的でし

た。それにしても先入観が度を過ぎていて、現代の観点からはと

ても科学者の態度とはいえないのですが、女性運動をめぐる当時

の雰囲気の一端をうかがい知ることはできます。

管理論から性の倫理へ：議論の推移

性病撲滅協会の内部では、性病と売春管理に関するもともとの
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関心から、セクシュアリティと性的健康に関する広範な議論へと、

徐々に論点が拡大していきます。新管理論者も男性の道徳運動も

女性運動も、有効な予防法として禁欲や早期結婚を唱えていまし

た。しかし、こうした禁欲を唱える宗教的要素、道徳主義、市民

的価値観への拒否として性的ラディカリズムが台頭し、性解放や

性倫理を主張するようになります。また自然科学的な知を積極的

に受容するなかで、道徳問題を健康問題へと還元する立場も現れ

てきます 21。

こうした動きは、IAFドイツ支部の分裂と、女性運動内部の勢

力図の変化を引き起こしています。とくにパプリッツとシェー

フェンに対して、急進派のヘレーネ・シュテッカー（Helene 

Stöcker）が 1905 年に「母性保護連盟」を設立し、IAFと袂を分

かちました。彼女は「新しい倫理」として、結婚制度の批判と自

由恋愛によるセクシュアリティの解放を唱えています。他にも、

母性保護連盟に加入した性科学者のイヴァン・ブロッホ（Iwan 

Bloch）は、「自由恋愛の導入と、それに結びついた新しい性道徳

の採用こそ、〔……〕売春と性病という惨めな状態から救い出す

ことのできる唯一の方法である」と唱えています。彼は、偽善と

虚偽に満ちた法律婚という「強制結婚」こそが、売買春と性的乱

婚と性病の真の原因であると考えていました 22。こうした急進派

の問題提起によって、女性運動の主流であった穏健派は性道徳の

過度な個人主義化を拒絶し、結婚と家族制度の擁護にまわること

になります。ともあれ、売買春と管理制度をめぐる問題から女性

のセクシュアリティや結婚制度をめぐる問題へと、議論の地平が
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拡大していくことになりました。

4　管理制度の終焉

ドイツにおける管理制度は、1927 年 2 月 18 日に「性病撲滅法

（Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten）」が公布さ

れ、10 月 1 日より施行されることによって終焉を迎えます。法案

の議会への提出は 1918 年頃から始まりました。背景には第一次

世界大戦があり、兵士の帰還によって性病が全社会へと広がるこ

とが危惧されたという事情があります。娼婦の管理だけでは対応

しきれない現実が現れていました 23。

1927 年には刑法第 361 条第 6項も改正されます。その条文から

「女性」という言葉は消え、「営利目的」という言葉も消えていま

す。こうした状況のなかで 1928 年の出版物には、「ドイツとオー

ストリアでは、少し前から「風紀警察」はもう存在していない。

性病撲滅はドイツでは純粋に衛生的な問題になった」と記されま

した 24。風紀警察は廃止され、性病は衛生問題として捉えられる

ようになっています。ドイツは「法規制も管理もする類型」から

「法規制はあるが、管理はしない類型」へと移行したといえるで

しょう。油谷次郎七の報告書は 1930 年ですから、ちょうどこの

時期のドイツを見ていたことになります。つまり警察的観点から

よりも、保健衛生的・医療的観点から疾病対策がとられる体制が

確立した頃です。性病対策は医療相談所への自発的な相談と治療、

予防具によってなされることになりました。（またこの新法の条
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文については、廓清会婦人矯風会廃娼連盟によって 1929 年には

日本に伝えられていました 25。）

以上の話をまとめますと、帝政期ドイツでは、宗派的な男性組

織の道徳運動、女性運動、男性医師中心の組織から、それぞれの

立場や主張を背景に売春管理制度への批判が展開されました。そ

の経緯のなかで、管理制度と性病問題の枠を超えて、セクシュア

リティや性解放・性倫理に関する議論が拡大していきます。本講

演では十分に論じることはできませんでしたが、帝政期は大衆

的・商業的な性風俗の可視化など、性に関する膨大な情報があふ

れかえる時期でもありました。同時に、生物学、生理学、解剖学、

精神医学、優生学（人種衛生学）、人類学などにおいて、性に対

する科学的知も増大していきました。こうした状況が複合的に作

用しあって、「性の世俗化」の様相を出現させていたといえるで

しょう。

時間が来ましたのでもう多くは述べられませんが、最後に若干

の考察をして終わりたいと思います。売春管理制度には、軍隊の

存在が色濃くつきまとっています。「売春」と「女性」が強固に

結びつけられたことは、軍事主義が男女二元論を強化する傾向と

無関係ではないと考えられます。管理制度の廃止は性病問題と売

春を切り離すことを意味しますが、だからといって売春に対する

見方まで変わったかというと、それは疑問です。この問題につい

ては売春産業という資本主義的な市場の力の拡大も関係します。

帝政期からワイマール期は、「国家による性の管理」「科学的知に

よる性の管理」そして「資本による性の管理」のせめぎあいの時
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期であったと捉え返せるように思います。

以上で私の講演を終わります。ご静聴ありがとうございました。

林（司会）　内藤さん、ありがとうございました。

注
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世紀転換期の中欧
―ウィーンとプラハに見る〈性の管理〉―

同志社大学法学部嘱託講師　橋　本　信　子

林（司会）　次に橋本信子さんにご講演をお願いします。「世紀転

換期の中欧―ウィーンとプラハに見る〈性の管理〉―」です。

橋本さんは同志社大学法学部で嘱託講師として教 をとられて

います。ご専門は東欧地域研究、東欧現代政治です。最近の論

文に「リトアニアにおけるホロコーストの記憶」「「負の遺産」

をどう伝えるか―旧東ドイツのシュタージ関連施設の事例―」

があります。では橋本さん、よろしくお願いします。

橋本　みなさま、こんにちは。橋本です。私からは、19 世紀末か

ら 20 世紀初頭のオーストリア＝ハンガリー帝国における〈性

の管理〉の状況と、帝国の崩壊後に生まれた継承国家のひとつ

であるチェコスロヴァキアに見られた〈性の管理〉の変化につ

いて、お話いたします 1。先ほどの内藤さんのお話と、時期は

同じで、地理的にはお隣になります。

1　はじめに　なぜオーストリア＝ハンガリー帝国と
チェコスロヴァキアを取り上げるのか

連続講座の 2回目に、林さんから、油谷治郎七のお話がありま
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した。彼は、昭和初期、日本の廃娼運動を推進していた廓清会が

出していた雑誌『廓清』で、ヨーロッパの状況をレポートしてい

ます。そのシリーズの中で、彼はチェコスロヴァキアについても

採り上げています。【図 1】がそのうちの一つが掲載された号の表

紙です。それによりますと、チェコスロヴァキアが公娼制を廃止

したのはドイツよりも 5年早く、多くの点においてドイツの同法

の模範となったとあります。チェコスロヴァキアの建国時代の

【図 1】『廓清』18 巻 9 号　昭和 3（1928）年
発行（同志社大学人文科学研究所蔵）
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〈性の管理〉という視点からの研究は、あまり見たことがなかっ

たものですから、日本において、リアルタイムで、政策動向が紹

介されていたこと、しかも肯定的に紹介されていたことに、新鮮

な驚きを覚えました。

それでは、私の話の舞台を確認しておきましょう。オーストリ

ア＝ハンガリー帝国は、ハプスブルグ帝国とも呼ばれていました。

現在のオーストリア、チェコ、スロヴァキア、ボスニア＝ヘル

ツェゴビナ、クロアチアと、ポーランドの一部、ウクライナの一

部、ルーマニアの一部、セルビアの一部、そしてイタリア北部の

一部を含む、非常に大きな帝国でした。なお、現在のチョコ共和

国は、帝国時代にはオーストリアに支配されていた一地方で、ス

ロヴァキアはハンガリーに支配されていた一地方でした。チェコ

とスロヴァキアは、1918 ～ 1992 年まで一つの国を形成していま

したが、1993 年からは、再び別の共和国となっています。

2　モラル、公衆衛生、「人身売買」に揺れた世紀転換期

19 世紀後半のヨーロッパは性に関するさまざまな問題に揺れて

いました。モラルの低下、公衆衛生、性感染症の蔓延、性を目的

とする人身売買等の問題です。

世紀転換期オーストリア＝ハンガリー帝国における＜性の管理＞

世紀転換期のオーストリア＝ハンガリー帝国においては、買売

春は「必要悪」であると考えられていました。男性の性的欲求は
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克服することはできない、男性が健康でいるためには性欲を発散

することが必要だというわけです。特に軍が駐屯しているところ

には必要だと見なされていました。

といっても、おおっぴらにすることが望ましいとされていたわ

けではありません。買売春行為は、決まった場所で、警察の監視

下に置くべきであると考えられていました。そのため、娼館は、

大通りや宗教施設からは離すよう指導されました。また、娼婦は、

警察に登録すること、定期的に専門医による性病検査を受けるこ

とが義務づけられていました。検査は、週 1回から 3回と、地域

によって違いました。

売春を行うには、警察でいくつかの公的な書類を提示し、登録

することが必要とされました。日本でいう戸籍のようなもの、雇

用契約を結んでいることを記す手帳などは一般的な書類ですが、

〈性の管理〉に特化していたのが、「健康手帳」です。これは、専

門医による性病検査を受けたことを記録するためのものです。こ

の手帳には、写真を貼るようになっていました。

世紀転換期のプラハの状況

さて、オーストリア＝ハンガリー帝国の帝都はウィーンですが、

実はこの当時、地方都市であったプラハの方が買売春は盛んで

あったといわれています。プラハは、のちのチェコスロヴァキア、

現在のチェコ共和国の首都となる都市です。中世から栄えた都市

で、1900 年ごろには、人口が 20 万人に達していました。世紀転

換期のプラハを生きた作家に、『変身』で有名なフランツ・カフ
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カ（Franz Kafka, 1883-1924）がいます。

フランツ・ヴェルフェル（Franz Werfel, 1890-1945）の小説「悲

しみの家」（1927 年）には、まさに世紀転換期のプラハにあった

という設定で、比較的高級な娼館の様子が描かれています 2。ヴェ

ルフェルの小説に描かれたような、警察に登録をして営業してい

た娼館は、公式な記録では、19 世紀後半から第一次世界大戦まで

の期間で急激に減少しています。1866 年には 86 施設あったのが、

20 世紀初頭の 1900-05 年には、31 施設にまで減ったようです。閉

館を促したのは、市民の反対や、娼館が多く建ち並んでいたヨゼ

フォフ地区の改良事業でした。ヨゼフォフ地区は、貧困地帯で、

衛生や公序良俗の面から全面的に再開発されました。改良事業後

は、瀟洒なアールヌーヴォー様式の建物が並ぶ一画になりました。

第一次大戦前には、プラハの娼館は 21 施設にまで減りました。

しかし、買売春そのものが減ったわけではなかったようです。登

録された娼館に住み込んで働く女性たち（公娼）の数は減ってい

るのですが、独立営業している娼婦や、警察に登録していない娼

婦（私娼）が増えたといわれています。

私娼の増加

プラハに限らず、警察に登録していない娼婦たち（私娼）は、

登録している娼婦（公娼）よりも、はるかに多かったといわれて

います。私娼は、公的な記録がないので、正確に何人いたのかは

確定できませんが、おそらく、低く見積もって公娼の 5倍、多く

見積もれば 10 倍ほどいたのではないかと推定されています。
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私娼の中には、副業として売春をする人がたくさんいたようで

す。というのも、貧しい地方から都会に出てきて、お針子などを

しているのだけれど、本業の給料が低くて、それだけでは食べて

いけないという人たちがたくさんいたのです。

あるいは、表向きは安宿のメイドや飲食店のウェイトレスをし

ながら、奥の小部屋で客の相手をするということも頻繁にあった

そうです。また、街頭に立って客を引く人もたくさんいたそうで

す。ウィーンのプラーター公園にはそのような街娼がたくさんい

たといわれています。

そうした様子は、当時の風刺画や小説などに、よく出てきます。

当時の大人気作家シュテファン・ツヴァイク（Stefan Zweig, 1881-

1942）の短編小説「異常な一夜」3 には、まさにプラーター公園

で街娼と遭遇する場面が出てきます。同じツヴァイクの別の小説

「未知の女の手紙」4 を原作とする映画「忘れじの面影」（1948 年）

には、服飾店に勤める女性たちが、終業後、男性客の相手をして

いることを示唆するシーンがあります。

このような私娼は、性病を拡散させる源であると見なされてい

ました。そのため、警察は公園や通りを巡視したり、店に手入れ

をしたりして、売春をしていると思われる女性を見つけたら逮捕

して連行し、強制的に性病検査を受けさせたりしています。そこ

で病気が判明すれば治療を受けさせて、治った頃に娼婦として登

録させるということが行われていました。

公娼、私娼を問わず、娼婦たちは、しばしば客から暴力を振る

われたり、経営者に虐待を受けたり、搾取にあったりすることも
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ありました。ただし、彼女たちがまったく放置され、省みられな

かったというわけではありません。他の職業の斡旋をしたり、

シェルターに匿って保護したりする団体もありました。

人身売買パニック

さて、世紀転換期には、欧米の社会を揺るがす大きな問題が起

こります。女性や子どもが、かどわかされたり、遠い異国へ売り

飛ばされたりして、売春に従事させられる事態が起こっていると

いう大パニックが起こったのです。“White Slavery” というショッ

キングな言葉が広まりました。

この言葉は直訳すると、「白人奴隷」ですが、実態は白人だけ

に限りません。また、この時代の女性の移動や失踪のすべてが、

誘拐であったとか、騙されて売り飛ばされたというわけではあり

ません。研究者が、公文書などから個別の事例を調査したところ、

よい職を見つけようと移住した例や、恋人と駆け落ちをしようと

した例もあったそうです。しかし、当時は、女性や子どもが、性

的な目的でアジア、アフリカ、アメリカ大陸に売り飛ばされてい

るという言説が恐怖を伴って蔓延したのです。

社会・経済的背景

このような状況の背景には、社会や経済の大きな変化がありま

した。19 世紀後半、貧困にあえぐ地域の人々が、よりよい生活を

求めて都会に移ったり、あるいは新大陸へ移住したりすることが

盛んに行われるようになります。この頃になると、鉄道網が整備



－135－

され、船による移動も盛んになり、お金持ちでなくても、大陸内、

大陸間の移動が可能になりました。この時期、人の移動は、非常

に広い範囲で、大規模に起こっていました。

さらに、世紀転換期には、安く手に入る新聞や雑誌などのメ

ディアが発達します。そうした安価なメディアには、働き手募集、

結婚相手募集の広告が盛んに出ました。また、大衆向けの新聞や

雑誌には、人身売買について報じるスキャンダラスな記事がしば

しば掲載されました。そうしたメディアが、「アジアや新大陸に

売られてしまう、かわいそうな犠牲者」イメージや、娼婦を斡旋

する業者の悪いイメージを固定化させ、流布し、恐怖を煽ったと

いえるかと思います。

1914 年に始まった第一次世界大戦は、事態をさらに変化させま

す。戦時中、軍は、市民生活をさまざまな面で統制していきます。

服装や食べること、働くことなど、あらゆる行動に統制が及んで

いきます。その一方で、兵士の性感染症が急速に広がっていきま

す。夫や父親が出征した家では生活が困難になり、妻や娘が私娼

として売春する例が増えます。

彼女たち私娼は、性感染症の源であるとみなされました。さら

には、スパイ容疑をかけられることもありました。もともと、娼

婦は、社会のよそ者、除け者的な扱いをされてきましたが、それ

にナショナリスティックな憎悪、嫌悪が向けられていったのです。

時には、彼女たちは「国家の敵」のような扱いを受けることすら

ありました。
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3　新生国家チェコスロヴァキアにおける〈性の管理〉

チェコスロヴァキアにおける〈性の管理〉に関する法の制定

第一次世界大戦は 1918 年に終結します。オーストリア＝ハン

ガリー帝国は敗戦国となり、帝国は崩壊しました。その後、たく

さんの小規模な継承国家が生まれます。これら継承国家は、しば

らくは、帝国時代の〈性の管理〉の制度を踏襲しました。

しかし、新国家の一つであるチェコスロヴァキアは、建国直後

の早い段階から公娼制度の見直しに着手します。建国の翌年、

1919 年には、公娼制度の見直しの提案が議会委員会に提出されて

います。そして、1922 年には公娼制度を廃止する法律が成立しま

す（1922 年法律 241 号）。

この新しい法律では、売春行為自体は罰せられないことになり

ました。娼婦の登録義務もなくなりました。ただし、娼館を設け

ることは禁止されました。性病検査の強制もなくなりましたが、

性病をうつすことは犯罪と見なされ、性病に感染していた場合は、

治療や入院が義務付けられました。その点においては、先行する

イギリスなどよりも、個人の自由を制限する法律になっています。

ただ先述の油谷は、チェコスロヴァキアの性病予防政策について、

以下の 2点に注目しています。

一つ目は「性病の取締を特殊の職業にあるもの、又は婦人にの

み限らずして、凡て何人にも同様に法律を適用することにした」

という点です。もう一つは、「関係ある各省が協力して性生活を

順当に導き、同時に性病の撲滅を図る教化運動をなすやうに法律
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で規定してある」ことです。これは、「他国の法則に見ること稀

なる規定」で、「最も重要なる政策」であり「注目に値ひする」

と評価しています。「徹底的に性病を駆逐せんが為には、法制や

刑罰で出来ない。個々の自覚と自制に依らねばならぬ。性生活に

関する教化の手段を探ることは最も大切である」と、油谷は考え

たのです 5。

大統領マサリクの功績と思想

油谷は、チェコスロヴァキアの＜性の管理＞の変化を次のよう

に分析しています。「由来ボヘミア地方は清教徒風の性的生活の

訓練少きところであり、スロヴァキヤ地方は欧州の娼妓産出地の

一と見られたところである。生活程度も低く、教育も普及されて

ゐない。今新たなる国家を建つると間もなく、娼妓解放を断行せ

るは実に大統領マサリックの英断である 6」。ボヘミア地方という

のは、いまのチェコ共和国の一部です。

その大統領トマーシュ・ガリグ・マサリク（Tomáš Garrigue 

Masaryk, 1850-1937）について、彼はさらに次のように言ってい

ます。「大戦中東西に奔走して独立国家を建造せる英明の士にし

て、又類少き社会学者であり、哲学者である。プラトンの所謂

「理想的君主」に近き世界屈指の大政治家である。建国以来忽ち

に国際的に有力なる地歩を占め、財政を整へ、産業を興し、文教

を進め、進歩せる社会立法を設くるなど、実に目ざましきもので

ある」。手放しの大絶賛ですね。

「マサリック大統領が憲法を制定するや婦人にも男子と同じき
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参政権を附輿し、就学、就官

の便を開き婦人の法律上、社

会上地位を高めた」と油谷が

書いているように、マサリク

大統領は、女性と男性の平等

性を打ち出しました。作家で

ジャーナリストのカレル・チャ

ペ ッ ク（Karel apek, 1890-

1938）が、マサリクとの対談

をまとめた伝記本があります

【図 2】。そちらからマサリク自

身の言葉を見ていきましょう。

マサリクは次のように断言

しています。「どうして人々は、女性が男性と対等かどうかを問

題にしうるのでしょうか！　あたかも、子供を産んだ母親が、父

親と対等でないかのように！　どうして自分より低い者を本当に

愛することができるでしょうか！　私は、男性と女性の才能に、

いかなる相違も認めません 7」。

そして、マサリクは、売春に象徴されるような一夫多妻的な生

活というのは女性を過小評価しているのだと断じています。また、

男女で、性における二重の道徳基準を適用することを批判してい

ます。少し長いですが、引用します 8。

【図 2】カレル・チャペック（石
川達夫訳）『マサリクとの対話』
（成文社　1993 年）
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女性の過小評価は、社会の一夫多妻的生活を証すものです。

我々は事実上、まだ一夫多妻制の中に生きているのです。古

代人は子供の面倒を見ず、女性に対しては奴隷か役畜に対す

るような態度をとっていました。しかし、それは野蛮な狩猟

民や戦士であり、その代わり自分の命によって家族の生活を

守っていたのです。今日の我々は文明化していますが、にも

かかわらず、野蛮な一夫多妻制が保たれています。その証拠

は、売春という事実にあります。そして考えてみてください、

いかなる二重の性道徳が男と女にそれぞれ適用されている

か、それがいかに結婚生活の価値を低めているかを。

マサリクは、売春をなくすべきであるとの立場をとっていまし

た。そのためには人を貶めるような貧困をなくさなければならな

いといっています。彼は、買売春は必要悪であるという見解は明

確に否定していました。

私は、ただ一つの道しかないと思います。それは、一夫一婦

制に向けた教育です。それは全文化的な課題であり、ある程

度、経済的・社会的な課題でもあります。売春をなくすべき

であるとすれば、人をおとしめるような貧困を、paupertas 

meretrix （貧困の娼婦）を、なくさなければなりません。

マサリクに影響を与えた思想家ジョン・スチュアート・ミル

このマサリクの思想とスタンスに大きな影響を与えた先人の思



－140－

想家がいました。イギリスのジョン・スチュアート・ミル（John 

Stuart Mill, 1806-1873）です。ミルは 1869 年、『女性の隷従』（The 

Subjection of Women）を出版します。ミルはこの本で、女性と男

性の平等性を主張しています。『女性の隷従』は、発表されるや

否や、世界各地で翻訳されました。日本においても多くの思想家

や活動家に影響を与えています 9。現在も、岩波文庫から、『女性

の解放』というタイトルで出版されています。

マサリクは、若い頃、後に妻となるアメリカ人女性、シャー

ロット・ガリグ（Charlotte Garrigue, 1850–1923）といっしょに

『女性の隷従』を読み、チェコの人々にミルの思想を説きました。

シャーロットは、のちに同書をチェコ語に翻訳しています。

では、ミルは公娼制度に対してどのような見解をとっていたで

しょうか。イギリスでは、1864 年に、「陸海軍駐屯地における感

染症を予防するための法（Act for the Prevention of Contagious 

Diseases at certain Naval and Military Stations）」が施行されまし

た。これは、「感染症予防法（Contagious Disease Act: CDA）」と

略されることの多い法律です。この法律は、軍の駐屯地となって

いる都市において、公共の場所で売春しているとおぼしき女性を

逮捕する権限を警察に与えました。逮捕された女性たちは登録さ

れ、病院で性感染症検査を受けて、感染が確認された場合には、

指定の病院に 3ヶ月以上の入院が義務づけられました。こうした

強制的な性病検査は女性にのみ課されました。

ミルは、1871 年、王立委員会でこの法律について意見を求めら

れ、証言しています。ミルは、この法律が個人の自由を侵害する
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ものであること、とりわけそれが女性のみに課されているところ

に問題があると述べています。性感染症を防ぎたいのであれば

「買う」側こそ対象にすべきであり、兵士に感染を広めたくない

のであれば兵士の行いを正すことを考えるべきであること、政府

がすべきは病気になってしまった人にきちんと治療を受ける機会

を確保することだともいっています 10。今日的にも、たいへん興

味深い指摘ではないかと思います。

マサリクとチェコスロヴァキアの女性運動家たち

さて、ミルの思想を学んだマサリク夫妻は、チェコの地で、レ

クチャーをしたり、勉強会を開いたりします。そこで研鑽を積ん

だ女性たちは、女性のための雑誌をつくり、教育の機会を拡大し

ていくなど活躍の場を広げていきます。チェコでは、19 世紀末に

は、政党活動に参加する女性たちも現れます。20 世紀初頭には、

女性参政権を求める声も高まっていきます。多くの女性団体がつ

くられ、それらが結集して大会も開催されました。

1912 年には、地方議会に女性議員が誕生しています。1920 年、

建国後初の普通選挙では、国会に女性議員が誕生しました。女性

運動の先進国といえばイギリスというイメージがありますが、実

は、チェコの女性運動は、イギリスに猛スピードで追いつき、追

い越すほどになっていたのです。この時期のチェコの女性運動は、

あまり知られていませんが、とても面白いと思います。

公娼制の廃止にも女性たちが活躍しています。1919 年に、公娼

廃止を提案したグループの筆頭は、二人の女性議員、フランチ
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シュカ・ゼミノヴァー（Františka Zeminová, 1882-1962）と、ルイ

ザ・ランドヴァー＝シュティホヴァー（Luisa Landová-Štychová, 

1885-1969）です。建国したてのチェコスロヴァキアが、従来の制

度を短期間で変えられたのには、大統領のリーダーシップによる

ところも大きいですが、女性たちの活躍も見逃すわけにはいきま

せん。今後、詳細に紹介していきたいと思っています。

民主主義の伝統というナショナル・アイデンティティ

チェコスロヴァキア議会では、公娼制廃止法案は、大きな反対

なく採択されました。そのことを可能にした、チェコスロヴァキ

ア独特の要因について、最後にお話しておきます。

新しい国家、新しい体制をつくっていく時には、古い体制のも

とでの決まりごとや、因習、習慣を否定することが、新体制の正

統性を強固にし、パワーの源になることが往々にしてあります。

新生国家チェコスロヴァキアにおいて、公娼制は、帝国という旧

体制の悪弊の一つとみなされました。まず、それが廃止を促した

要因の一つに挙げられます。

建国前から、女性が政治に関わっていたことも要因の一つです。

それは、チェコスロヴァキアが、民主主義の実現を自らのナショ

ナル・アイデンティティと重ね合わせていたことが影響していま

す。

チェコスロヴァキアにおいて相対的にマジョリティとなった

チェコ民族は、帝国時代は支配される側の民族でした。彼らは、

19 世紀以降、消滅しそうになっていたチェコ民族の歴史や伝統、
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文化を再発見し、再興していきます。そして、政治的主体となる

ことを求めていきます。その過程で、指導者らは、チェコ民族は

民主主義の伝統を受け継ぐ民族であるというアイデンティティを

打ち出していきました。15 世紀に、現在のチェコの地で、ヤン・

フス（Jan Hus, 1369 頃 -1415）を中心とした民族運動、宗教改革

運動が起こり、カトリック教会から弾圧されるのですが、そのフ

スとフス派が体現した、支配と抑圧への抵抗の精神、普遍的な人

間性の追求という精神をチェコ民族は受け継いでいるというので

す。ですから、理念としては、「人はみな平等である」というと

ころに重きを置くことになります。そうした流れのなかで盛り上

がっていく女性運動も、あくまで、男女平等、男女同権を目指す

ものとなりました。そのため、チェコスロヴァキアでは、母性保

護、女性性の保護の主張は主流になりませんでした。これもチェ

コスロヴァキアに独特で、注目すべき点であると思います。

まとめ

ここまでのお話をまとめます。世紀転換期のオーストリア＝ハ

ンガリー帝国においては、「買売春は必要悪である」という考え

方が主流でした。この時期、産業の変化や移動手段の発達によっ

て大規模な人の移動が起こっていました。同時期に急速に広がっ

た性病は、兵士やブルジョワ市民に危害を及ぼすものとして恐れ

られました。その発生源と見られた娼婦たちは、管理すべき対象

として扱われます。第一次世界大戦後に新しい国を立ち上げた
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チェコスロヴァキアは、そのような思想や政策を、旧体制下の因

習、悪弊、旧弊として否定しました。それは、民主主義を強力に

押し進めるマサリクという指導者のリーダーシップと、彼と共に

学び、彼が育てた女性たちの活躍によって、短期間で可能になり

ました。その背景には、民族の伝統や自律性を求めるナショナリ

ズムを民主主義の理念に結びつけたチェコスロヴァキア独特の思

想と実践がありました。

私からのお話は以上となります。ありがとうございました。

林（司会）　橋本さん、ありがとうございました。

注
1 橋本の担当箇所は、主に、以下の文献を参考にした。Nancy M. 

Wingfield（2017）The World of Prostitution in Late Imperial Austria

（Oxford University Press）; Nancy M. Wingfield（2014）“Regulating 

Prostitution and Controlling Venereal Disease in the Bohemian 

Lands at the End of the ‘Long’ Nineteenth Century” Prager 

wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic and 

Social History Papers, 20, 2; Melissa Feinberg（2006） Elusive 

Equality: Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in 

Czechoslovakia, 1918-1950 （University of Pittsburgh Press）; 
Markian Prokopovych（2017） “Prostitution in Prague in the 

Nineteenth and the Early Twentieth Century” Trafficking in Women

（1924-1926）（United Nations）.
2 サマセット・モーム編『世界 100 物語〈7〉アメリカの視線』（河
出書房新社、1997 年）所収。

3 『ツヴァイク全集 2』（みすず書房、1973 年）所収。
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4 注 3に同じ。
5 油谷治郎七（1928）「チエッコ・スロヴァキア国の性病予防政策」
『廓清』18（11）。

6 油谷治郎七（1928）「チェッコ・スロヴァキアの風紀政策」『廓清』
18（9）。

7 カレル・チャペック（石川達夫訳）『マサリクとの対話』（成文社、
1993 年）78-79 ページ。

8 同書、79-80 ページ。
9 金子幸子（1984）「明治期における西欧女性解放論の受容過程　

ジョン・スチュアート・ミル　The Subjection of Women （女性の隷
従）を中心に」『社会科学ジャーナル』23（1）。

10 ミルの感染症予防に対する見解は、以下を参照。西迫大祐（2017）
「ジョン・スチュアート・ミルと感染症予防法 : 自由と衛生につい
て」『法律論叢』（明治大学法律研究所）89（4・5）、McGlynn, 

Clare（2012） “John Stuart Mill on prostitution : radical sentiments, 

liberal proscriptions.”, Nineteenth-century Gender Studies, 8（2）.
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米軍駐留と〈性の管理〉
―在韓米軍「基地村」女性の経験―

同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授

　秋　林　こずえ

林（司会）　それでは次に秋林こずえさんから「米軍駐留と＜性

の管理＞－在韓米軍「基地村」女性の経験」についてお話をい

ただきます。秋林さんは同志社大学グローバル・スタディーズ

研究科で教 をとっておられます。最近刊行された共著として

『沖縄にみる性暴力と軍事主義』があります。それでは秋林さ

ん、お願いします。

秋林　ご紹介いただきました秋林です。橋本さん、内藤さんとは

地域も時代区分も違い、私の話の対象は韓国に駐留する米軍に

よる〈性の管理〉です。在韓米軍基地近くの「基地村」と呼ば

れるところでの女性たちの経験について、基地村で働いていた

女性たちが言ってきたこと、今、何しているかを中心にお話し

します。

1　軍事主義を許さない国際女性ネットワーク

私は特に米軍の駐留に関する研究をしています。沖縄の女性平

和運動を研究してきて、さらに沖縄の女性たちが中心になって
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作ってきたフェミニスト平和運動のネットワークで活動しなが

ら、研究してきました。ですので、自分が関わる運動の中で見て

きたこと、一緒に考えてきたことを紹介していきたいと思います。

このネットワークは、「軍事主義を許さない国際女性ネットワー

ク」（International Women’s Network Against Militarism）といい

ます。米国本土と米軍の駐留地域である沖縄や韓国、またアメリ

カの州ではありますが、植民地支配されてアメリカの一部になっ

たハワイ州（「駐留地域」と考えています）、米領あるいは未編入

領土であるグアムとプエルト・リコなどの地域の女性たちのネッ

トワークです。米領のグアムとプエルト・リコは、州よりも権利

が制限されていて、大統領選挙でも投票できないというような地

域です。なので、アメリカの周りの植民地の女性たちがつながっ

た平和運動のネットワークです。1997 年から活動しています。

このグループの始まりは実は、1980 年代半ばに沖縄と韓国と

フィリピンの女性たちがつながったことに遡ります。これらの地

域での「基地買売春と駐留米軍の性暴力」の問題に取り組んだ連

帯がすでに 1980 年代半ば以降にできています。沖縄の女性たち

は、日本国内よりも他の米軍駐留地域の人たちとつながった方が

共通の問題が見えてくるのではないかと構造的な分析を始めてい

て、そのことをより深く理解したのが韓国とフィリピンの女性た

ちでした。

連帯の活動の中で、1997 年にはより明確に「アメリカの植民地

支配、軍事支配を問うことをやっていこう」と考えました。私た

ちのネットワークは、安全保障とは何か、安全保障の名のもとに
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どういう性の管理が行われてきたか、＜性の管理＞は今も安全保

障体制で必要とされているのではないか、そういうことを考えな

がら活動しています。【図 1】は、2017 年、軍事主義を許さない

国際女性ネットワークが沖縄で集まった時の写真です。

この活動では「性売買」と「性暴力」という点を線でつなぎま

した。これらの地域においては軍隊の構成員による性暴力と性売

買はつながっています。それは女性たちだけの経験ではなく、軍

の方も、そう思っているでしょう。1995 年に広く報道された性暴

力の事件が沖縄でありました。そのとき米軍の司令官は性犯罪を

起こした兵士に対して「あいつらバカだな。買えばよかったんだ、

女を」と言いました。そういう言説に見られるように、「性売買」

と「性暴力」が米軍駐留地域では明らかにつながっているという

【図 1】軍事主義を許さない国際女性ネットワーク
2017 年沖縄会議（那覇市）
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理解のもとに、私たちは「基地買売春と駐留米軍の性暴力」を一

つの固まりとしてとらえています。

2　在韓米軍「基地村」

その中で「軍隊と性病管理」について注目してみます。性病管

理は軍の重要な政策の一つです。兵士の士気や機能を下げさせな

いようにするために、兵士が性病にかからないようにするために、

性病をしっかり管理しないといけない。第二次世界大戦後、アジ

アに駐留する米軍による性の管理と、性の管理の対象となった女

性たちについて、今日は特に韓国について見ていきたいと思いま

す。

【図 2】は在韓米軍に関する現在の地図です。

韓国が国になるのは 1948 年からですが、米軍はずっと駐留し

ています。最近の在韓米軍が主にどこにいるかを示した地図です。

今、在韓米軍は再編成され、基地の数はあまり多くありません。

平澤（ピョンテック）にまとまっていて、ここはかなり広い大き

な基地ができています。DMZ（軍事境界線地帯）、朝鮮半島の北

側、朝鮮民主主義人民共和国との境界の近くには米軍が展開して

多くの基地がありました。このあたりの基地が縮小されて平澤

（ピョンテック）に移っていきました。「基地村」というのは基地

の周辺の繁華街です。

現在の主な「基地村」は平澤（ピョンテック）市と東豆川（ト

ンドュチョン）市、議政府（ウィジョンプ）市にあります。ソウ
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ル市の中にも龍山（ヨンサン）基地があります。この近くには韓

国ドラマ「梨泰院クラス」に出てくる、米兵がよく遊びにくると

ころがあります。在韓米軍基地周辺の繁華街で、必ずしもすべて

の店が性売買にかかわっているわけではありません。特定の地域

で性売買が行われている。2014 年、東豆川（トンドゥチョン）に

学生と一緒に行った時の写真です。夜の 8時か 9時で、まだそれ

ほど人も出ていない時間でした。【図 3】

【図 2】ソウル周辺の米軍基地
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「基地村」はどのように出

来たか。日本ではあまり意

識されていないと思います

が、朝鮮戦争はまだ終わっ

ていません。休戦協定が結

ばれているだけの状態です。

朝鮮戦争の時代から、「基地

村」は自然発生的にできた

ところと、より目的をもっ

て整備したところなど、い

ろいろな形で出来ました。

朝鮮戦争の時、米軍はまず

国連軍として駐留します。

1950 年 7 月 24 日、国連安保

理決議を経て国連軍がやっ

てきます。国連が指揮した

わけでなく、実質は米軍が中心になっていました。国連軍という

よりは多国籍軍です。この時、国連軍と米軍のための慰安所を、

すでに韓国政府が設けています。これは日本軍の「慰安婦」制度

の経験があってこその政策です。 山のような港町に慰安所をつ

くっています。

朝鮮戦争の戦闘に参加した国連軍は 1955 年に終了しています

が、休戦監視のための駐留がまだ続いています。米軍が中心です

が、オーストラリア、カナダ、コロンビア、デンマーク、フラン

【図 3】基地村のバー（2014 年）
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ス、ニュージーランド、イギリスもいます。日本にも国連軍の後

方司令部が横田基地の中にあります。国連軍のオーストラリアや

カナダなどが駐留していることもあり、国連軍との地位協定を日

本も結んでいます。

朝鮮戦争で使われるようになった基地は旧日本軍基地だったと

ころも少なくありません。群山（クンサン）の空軍基地は、日本

軍の基地が米軍基地になっています。群山（クンサン）の「基地

村」はアメリカタウンと呼ばれています。

DMZがある京畿道（キョンギド）に「基地村」がたくさんあ

り、今も残っています。朝鮮戦争中、米軍が駐留するようになり、

「基地村」になりました。それまでは農村だったところといわれ

ています。

3　「基地村」の性売買と性病管理

「基地村」で性売買に携わる女性たちは「基地村」女性と呼ば

れています。1950 年代には「米軍「慰安婦」」と呼ばれていまし

た。日本軍「慰安婦」問題が大きくなってくると、この言葉は

「基地村」女性に対して使われなくなったようです。しかし、最

近、「基地村」女性たちの人権回復のための連帯が生まれ、そこ

で「慰安婦制度」が普遍的な軍隊による性奴隷制度だと国際的に

認識されるようになって以降、「米軍の「慰安婦」」という言葉が

使われるようになったようです。

「基地村」には様々なシステムがあります。「基地村」女性は登
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録されていました。今日は、1960 年代、1970 年代に「基地村」

で働いていた女性たちについて主にお話しします。

今、「基地村」で働いていた女性たちが国家損害賠償請求訴訟

を起こしています。原告は 1960 年代、1970 年代、「基地村」で働

いていた韓国人の女性たちです。彼女たちがどういう状況にあっ

たかを中心に紹介していきます。

〈性の管理〉のために、彼女たちは登録されます。警察に名前、

住所、所属するクラブ名を届け出ます。性病（VD）クリニック

で検査を受けて VDカードを受け取る。性病に罹っていないこと

を証明する。毎週、検査を受けて「健康」というマークをもらう。

そうでないと店に出られない。厳しい検査が行われていました。

これは米軍の強い要請によるもので、1960 年代以降は韓国の保健

所の管轄になりましたが、それ以前は米軍が直接、管理していた

ということです。いろんなシステムがありますが、エンターテイ

ナーという場合、クラブでドリンクを売る。男性はアルコールの

ドリンクを買って女性たちは自分で飲むドリンクを買う。その売

り上げの一部が収入になる。けれど、これでは足りないので性売

買をする。直接、交渉して性売買をする形態が主です。1977 年の

段階の記録では 36925 人が登録されていました 1。

性病管理は米軍が強く要請し、米軍と韓国政府が一緒に行って

いました。「基地村」女性は登録して定期的な性病検査を受ける。

そして性病に感染した女性たちを隔離することを行っていまし

た。例えば、東豆川市にもその隔離施設、「落検者収容所」があ

りました。今も建物が残っています。ペニシリンの投与をして治
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していたそうです 2。

では、女性たちはどのように扱われていたか。その一つに「コ

ンタクト」と女性たちが呼んでいたものがあります。性病に罹患

した米兵が、どこの店の女性が自分に性病をうつしたか名指しす

ると、その女性を捕まえて隔離していたそうです。それを「コン

タクト」と呼んでいました。でも米兵は必ずしもアジア系の女性

たちの顔が正確にわかるわけではない。どういう女性とセックス

したかといっても、店に張ってある写真を見てもアジア系の女性

の顔は同じように見える。米兵が「これ」と適当なことをいう。

名指しされた女性は捕まえられて「落検者収容所」に隔離されま

した。

国家損害賠償請求訴訟の裁判で、「「コンタクト」された時にあ

なたは性病に罹ったと検査されましたか？」と聞かれています。

これに対して女性たちは、検査されたこともないし、「この人に

うつされた」といわれたら、そのまま落検収容所に連れていかれ、

性病に罹っているかも確認せずにペニシリンで治療をされた、と

証言しています。「他の病院に行きましたか？」とも聞かれてい

ますが、「そういう選択肢はなかった」という証言を女性たちは

しています 3。最近、「基地村」の歴史を学ぼうと「基地村」歴史

スタディツアーで、この落検者収容所の見学も行われています。

「基地村」についてもっと学ぶべきではないかという動きが出て

きてきました。
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4　「基地村」浄化政策

性病管理は主要な「基地村」浄化政策の一つでした。「基地村」

浄化政策は、1971 年～ 75 年の韓国政府の政策です。アメリカの

外交政策の変更に韓国政府が対応するために作られました。1969

年にニクソン大統領がグアムで発表した、アメリカ外交政策の今

後の方針を示した「ニクソン・ドクトリン」があります。ここで

在韓米軍の撤退が示唆されました。アメリカ政府は、ベトナム戦

争が泥沼になってしまった経験から、アジア地域での同盟国がか

かわる戦争には自分たちで対応してもらう、米軍はなるべく出な

いようにしようというわけです。それに対して当時の朴正煕大統

領が「それは困る」と考えました。「性の管理」を軍事同盟維持

の外交カードとして使いました。二国間の外交文書もあります。

韓国側は「基地村をきれいにして環境整備をするので、在韓米軍

が駐留を継続することを考慮してください」という政策を行いま

した。例えば、「基地村」女性たちに性病に関する教育をする。

また、女性たちは「愛国教育」を受けさせられ、「みなさんがやっ

ていることは国のためにやっていることです。みなさんは民間大

使です」と言われました。「基地村」で英会話をやってみたりし

ました。また 1970 年代には米軍の中での人種問題もあり、白人

と黒人の兵士の間の諍いもあります。「基地村」の女性たちも白

人の客をとる人と黒人の客をとる人がいます。なるべく黒人の客

をとりたくないという「基地村」の女性たちの中にある人種差別

に対して、「基地村浄化政策」では黒人の客もちゃんととらない
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といけないということを教えたりする。そういう様々なことを

「基地村」女性たちは外交政策の一部として、米軍の管理ととも

に同盟国の政府である韓国政府からも役割を負わされたのです 4。

5　韓国の女性運動と「基地村」女性

「基地村」女性たちは韓国社会の中では蔑視や偏見の対象でし

た。基地村で性売買が行われていることは、みんな知っているわ

けですが、見て見ぬふりをしてきました。取り組まなければいけ

ない問題としては認識されてこなかった。これが社会問題されて

くるのは 1980 年代半ば以降です。

韓国の女性運動の流れを見ると、1980 年代に「ハンソリ会」と

いう団体が性売買反対運動をするのですが、そこで「基地村」女

性のことも取り上げました。

大きな動きとして、1992 年、東豆川で「基地村」女性が惨殺さ

れた事件があります。被害者のお名前から「ユン・グミ事件」と

いわれています。ユン・グミさんが唯一の殺人事件の被害者では

なく、他にもたくさんいるわけですが、この事件は明るみになり

ました。ただ、殺した米兵「地位協定」によって捕まえられない

のではないかともいわれました。これは、地位協定によって裁判

権が米軍にあるという状況が、今もあるからです。日本でも同じ

ようにあります。殺した米兵に逃げられそうになることに対して

市民が立ち上がり、抗議集会を開催します。この頃から駐留米軍

の犯罪に対して、きちんと韓国社会で取り組んでいこうという運
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動が始まります。

それから 10 年以上たって、「基地村」女性と一緒に活動してい

こうという女性連帯が 2008 年からでてきます。ここでは、「真実

和解委員会」を設置してきちんと調査をしよう、国連人権委員会

の特別報告者を招いて現状について見てもらおうということなど

が提言されます。

そこからさらに進み、「基地村」女性人権連帯が、2012 年から

始まります。

「基地村」女性の人権の尊重、名誉の回復にきちんと取り組ん

でいる団体、トゥレバンとヘッサル社会福祉会を紹介します。

トゥレバンとヘッサル社会福祉会の人々は「基地村」女性ととも

に活動し、韓国政府と、ゆくゆくは米国政府を相手に訴訟を起こ

していくことを考えています。また「基地村」女性の被害の真相

調査と支援のために国会と地方自治体で立法活動していこうとい

う運動をしていきます。

支援活動を中心的に行っているのは、トゥレバンもヘッサル社

会福祉会も「軍事主義を許さない国際連帯ネットワーク」で私が

一緒に活動している方たちです。トゥレバンの前院長、ユ・ヨン

ニムさんをトレバンに 2014 年に訪ねました【図 4】。トゥレバン

は、ウィジョンブ市にあり、キリスト教長老派の団体で、様々な

活動を展開しています。

もう一つのヘッサル社会福祉会は、2002 年から活動を始めてい

て、平澤市にオフィスがあります。ウ・スンドクさんというキリ

スト教メソジスト派伝道師の方が代表を務めています。韓国人の
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元「基地村」女性たちが高齢で働けなくなり、社会保障などがな

い状態でいることに対して、住居を提供したり、長年のトラウマ

からの回復を図ったりしています。その一つが「基地村」女性た

ち自身による自伝的創作演劇『門の外』で、最近、ソウルで上演

されました。ヘッサル社会福祉会は特に女性たちの拠り所をつく

り、みんなで集って信頼関係を醸成するということをずっとやっ

てきました。

トゥレバンやヘッサル社会福祉会の地道な活動が韓国内の「基

地村」米軍慰安婦国家損害賠償請求訴訟につながりました。原告

122 人の女性たちが提訴することができた大きな原動力、背景に

あります。

【図 4】トゥレバンでユ・ヨンニムさん（2014 年）
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6　韓国内「基地村」米軍慰安婦国家損害賠償請求訴訟

韓国内「基地村」米軍慰安婦国家損害賠償請求訴訟は 2014 年 6

月 25 日、朝鮮戦争が始まった日に提起されました。「歴史的事実

を明らかにしてほしい」、「国家の法的責任を問いたい」、「謝罪し

て賠償してほしい」という原告の女性たちの願いから起こされた

訴訟です。裁判では証言された原告も少なくないのですが、多く

の証言は非公開で行われました。まだ「基地村」女性に対する社

会の偏見が厳しいからです。公開で証言した原告はお二人だけで

した。キム・ヨンジャさんとパク・ヨンジャさんです

キム・ヨンジャさんは「基地村」女性たちのことを調べると必

ず登場すると有名な方で、ずっと表に出た活動をされています。

2018 年 5 月にソウルで開催された国家損害賠償請求訴訟に関する

シンポジウムでお会いしました【図 5】。

【図 5】キム・ヨンジャさん（左）
（2018 年）

【図 6】パク・ヨンジャさん
（2016 年）



－160－

パク・ヨンジャさんはトゥレバンで活動されています。その関

係から、「パク・ヨンジャさんが公開で証言するので応援に来な

さい」とトゥレバンの方に誘われたので、ソウルでの公判に行っ

てきました。（【図 6】証言した後のパク・ヨンジャさん）

2016 年 7 月 8 日の公判でのパク・ヨンジャさんの陳述は次のよ

うなものでした。

「どうしてもいいたいことがありました。私たちは生まれたこ

の国に捨てられました。我が国が介入してつくった「基地村」、

そこで私たちは暴力と恐喝、利用ばかりされました。誰も私たち

の立場を考えてくれませんでした。国家は「基地村」に入るよう

にさせた職業紹介所と業者をみな黙認しました。

そこで私たちが稼いだのは想像以上だったでしょう。身体を捨

てたのだからお金くらい稼がなければなりませんね。お金を稼い

だ人は一人もいないのに業者だけが金を儲ける。このような構造

をつくった我が国は、私たちを利用して捨てたのです。

人は私たちが望んで、そこに行ったのだといいます。けれども

私たちは職業紹介所で騙されて基地村で借金をしてそこに行くこ

とになったのです。おかしなことに借金は金を稼ぐほどさらに嵩

み、10 代にもかかわらず、助けてくれる大人は誰もいなかったの

です。

1日に相手する米軍は毎日欠かさず 5人以上です。こういうこ

とがとても恐ろしくて、嫌で逃げれば見つけられて捕まり、殴ら

れ、「助けてほしい」というと斡旋業者に告げ口をされて借金を

引上げられて他の場所に売られていくことになりました。
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判事さま、このような状況で、私がそこから出ることができた

でしょうか。くやしいです。昔、パク・チョンヒが経済開発をし

たといいますが、私たちは「愛国者」だといわれ、ドルをものす

ごくたくさん稼いだんですよ。その時はマンションをあてがって

くれるという話でした。日本の慰安婦は国家が管理すると聞きま

した。我が国は未成年だとしても家に帰すこともせずに国が、み

な見捨てたわけじゃないですか。だとすれば責任を負わなければ

ならないですね。

クンサンタワーのパク・テハという人はドルをたくさん稼いだ

として 3回も表彰されたそうです。そのドルは誰が、みな稼いで

差し上げたんですか。お嬢さんたちがみな稼いだのに、病気に

なって死にそうになっても医者一人送らず、ひたすら性病検診ば

かりしました。性病検診は米軍のために米軍の要請によってした

ことであって、私たちのためにしたことじゃないじゃないですか。

国の無関心に私たちの身体は病気にかかってお金も稼げなくて利

用ばかりされました。だから国が責任を負わなければならないで

すね。このことをいいたかったのです」5。

このような陳述をされました。訴訟は一審と二審が終わってい

ます。一審は 2017 年 1 月 20 日に出ています。ここでは性病管理

に関して 1977 年の伝染病予防法施行以前に落検者収容所に送ら

れた人たちにだけ損害賠償を認めました。当然、控訴して控訴審

の判決が 2018 年 2 月 8 日に出ています。これはかなりの範囲が

認められました。損害賠償に関しては全員に認められました。性

病管理に関しても伝染病予防法施行の前と後も認められました。
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特に後に関しては「医師の診断はなく、強制的に隔離収容したと

ことは国に責任を認められるべきだ」という判決です。もう一つ、

国家が、韓国政府が「基地村を運営して管理し、性売買を助長し

たこと」も認められました。「愛国教育によって性売買を助長し

たことも違法である」と認められました。しかしながらパク・ヨ

ンジャさんたちは、責任を認めて謝罪をしてほしい、と上告しま

す 6。2021 年現在、まだ大法院（最高裁）の判決が出ていないの

で、5月に大法院の前で迅速な判決を求める記者会見を行いまし

た。原告も今では 112 人になっています。ここでは何より「名誉

回復」を訴えています 7。

「基地村」女性たちとの連帯運動を紹介するということで、「米

軍と性の管理」についてのお話を終わります。ありがとうござい

ました。

林（司会）　ありがとうございました。本日の第 1部のゲスト講

師のみなさんのご報告は以上で終わります。

注
1  Moon, Katherine.（1997）. Sex Among Allies: Military Prostitution in 

US-Korea Relations. New York: Columbia University.

2   ″ ‘  ’  ” 『  

‘ ’ 、   』 2018 年 5 月 28 日。
3  前掲書。
4 Moon, K. 前掲書。
5 秋林こずえ「国際規範としての武力紛争下の性暴力と市民社会」
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富坂キリスト教センター編『沖縄にみる性暴力と軍事主義』111-
128 頁、御茶の水書房、2017 年。

6 キム・エルリ「米軍基地村「慰安婦」損害賠償請求訴訟の判決内
容と、その意味」『女性・戦争・人権』17 号、44-49 頁、行路社、
2019 年。

7     ,  

, （2021 年 5 月 17 日）「  ‘  

 ’    -   

      -」
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総合討論

（司会）　林　　　葉　子
　内　藤　葉　子
　橋　本　信　子
　秋　林　こずえ

帝国による〈性の管理〉

林（司会）　　総合討論を始めるにあたって、まず、この講座の

趣旨の根本的なところからお話したいと思います。

 　〈性の管理〉については、軍隊や帝国と非常に関係が深い問

題であるというのが、私たち 4名全員が共有する認識でした。

この連続講座の副題に、近代だけでなく「近現代史」と付けて、

特に秋林さんには、現代の日本が抱える課題にも直結する話を

していただきました。そのお話の中では、韓国において旧日本

軍基地が米軍基地に転用されたというような、日本と直接的に

関連のあることも紹介されました。

 　〈性の管理〉と帝国との関連ということでいいますと、私が

この講座の第 1回と第 2回にお話した内容は日本が帝国だった

時期のことが中心ですし、内藤さんは帝政期のドイツ、橋本さ

んもオーストリア＝ハンガリー帝国に関連する話で、直接的に

“ 帝国 ” を扱っていますが、秋林さんの米軍の〈性の管理〉に

ついてのお話は、どのように、帝国というテーマと結びついて

いるのでしょうか？



－165－

秋林　　私は「帝国」という言葉は使いませんでしたが、今のア

メリカは「帝国」と考えていいだろうと思いますし、そういう

枠組みでの議論がされてきています。他の国をアメリカがさま

ざまな力によって、特にアメリカの場合は軍事力を中心とした

力によって、支配下におく。他の国の政治、経済、社会、文化

にも支配的な力を行使するという点から考えると、今、一番大

きな「帝国」であり、それを軍隊を使うことによって、維持し

ているのがアメリカ合衆国と考えていいと思います。私たちも

それを念頭においていて、米軍の駐留の問題に取り組む運動は、

「脱植民地」「脱帝国」の運動であると考えています。

林　　秋林さんはこれまで、沖縄のこともご研究なさっています。

その沖縄についてのご研究と、今日のお話の韓国における米軍

の〈性の管理〉の問題とのつながりについては、いかがですか。

秋林　　私はもともと地域研究が専門ではなく、沖縄の女性たち

の運動といっしょに活動して、沖縄の女性たちと米軍の駐留と

性暴力について取り組むことで、研究をしてきました。私たち

は「米軍の性暴力をなくすためには基地そのものをなくさない

といけない、ひいては軍隊をなくさないといけない」と考えて

います。

 　韓国とのつながりは、女性同士のつながり、沖縄から基地・

軍隊を許さない行動する女たちの会とトゥレバンとのつながり

です。沖縄の基地をなくすことを目指す時、何が沖縄に基地を
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置くことを正当化しているのか。一つは直接的な原因として朝

鮮戦争があります。この有事のために軍隊を置いておかないと

いけない、だから基地が必要だといわれています。

 　この 5年くらい「朝鮮戦争の終結には国際社会が取り組まな

いといけないのではないか」と考え、国際的な女性の運動の

ネットワークでも活動しています。「基地をなくす運動」と「朝

鮮戦争を終結させる運動」の中で「基地村」の女性たちが声を

上げてきたことに 20 年くらいかかわっているのでご紹介でき

たらと思ってお話をしました。

林　　秋林さんの場合は、ご自身も社会運動に参加して、その視

点から歴史を検証された貴重なお話でした。

キリスト教と廃娼運動の関係

林　　この連続講座は、同志社大学人文科学研究所で私が担当し

ている「キリスト教社会問題研究」という分野の研究活動の一

環として位置づけられているのですが、ゲスト講師の皆さんの

ご講演の内容と「キリスト教社会問題研究」との関連について、

次にお尋ねします。

 　日本の近代化の過程では、貧困や格差、差別など、様々な社

会問題が発生したことを受けて、特にプロテスタントのキリス

ト教徒が中心となって社会運動が行われてきた経緯があります

が、「キリスト教社会問題研究」においては、そのようなキリ
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スト教と社会問題との関連について、特に歴史研究のアプロー

チによって実態解明が進められてきました。ゲストの皆さんの

お話の中にも、この「キリスト教社会問題研究」に関連する興

味深いお話がありました。

 　日本の場合、キリスト教は、明治期においては一般に、まだ

新しいものと受けとめられ、社会を変革していく力となって、

性に関することでも、たとえば、近代的な家族のあり方につい

ても、キリスト教徒が積極的に紹介することによって日本社会

を変えていったという経緯があります。

 　しかし、近代化とキリスト教との関係は、内藤さんがお話さ

れたドイツの場合などは、ずいぶん日本とは異なるのではない

かと思います。キリスト教徒の社会運動の形態や廃娼運動に参

加した人々の主張の内容については、かなり日本と似ていると

ころもあるようですが、そもそも、ドイツと日本とでは、キリ

スト教の根づき方が全く異なるので、その点に起因する違いは、

確実にあると思います。内藤さんのご講演の中では「世俗化」

についてのご説明がありましたが、特に日本との違いを中心に、

お話いただけますでしょうか。

内藤　　日本との違いを意識して、ということですが、ドイツは

ヨーロッパのなかでも、今もキリスト教文化が社会の中にも根

強く残っている国だなと思うことはあります。19 世紀はドイツ

だけでなく、ヨーロッパ圏で「再宗教化」が進んでいく時期で

す。同時にヨーロッパの覇権と植民地化の時代でもありますか
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ら、「世界のキリスト教化」を伴う社会改革への動きをグロー

バルに生み出していました。日本のキリスト者たちが採り入れ

たキリスト教文化というのは、19 世紀ヨーロッパの市民層を中

心とした、「再宗教化」の流れの中で培われてきた価値観を受

容した側面もあるのではないでしょうか。

 　こうしたキリスト教的な社会改革の動きは、その価値観にあ

わないものに対する防波堤を作るという側面もありました。い

くつか思いつくものを挙げると、一つは社会主義や共産主義に

対する防波堤、もう一つは、「生物」として人間を即物的に見

ていこうとする自然科学の進展に対する防波堤です。

 　女性の権利を主張するフェミニズムや女性運動に対しても、

やはり防波堤が必要なものとみなされたといえます。たとえば、

女性参政権の主張についても、刑法の堕胎罪規定に関する議論

についても、宗派団体は積極的に反対にまわる勢力でした。人

工妊娠中絶と女性の性的自己決定権をめぐる議論については、

現在でもキリスト教的価値観の強いところでは反対にまわる傾

向があると思います。

 　今回お話させていただいた 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけ

ては、こうしたキリスト教に基づく市民文化に対する内部批判

が出てきた時代です。キリスト教と結びついた禁欲に対する批

判として、性的ラディカリズムも現れてきました。とはいえ、

キリスト教圏の国ですから、キリスト者の層は厚く、保守から

リベラルまで広がっています。当然、その立場や意見も多様で

あったことは付け加えておくべきかと思います。
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林　　チェコスロヴァキアはドイツの隣国で、地理的にはとても

近いのですが、キリスト教と社会運動との関係という点では、

ドイツとチェコスロヴァキアで、どのような違いがあったので

しょう？橋本さん、いかがですか。

橋本　　先ほどの講演では、キリスト教の影響については、あま

り触れませんでしたが、そもそも、オーストリア＝ハンガリー

帝国は、神聖ローマ帝国を治めてきたハプスブルク家が統治す

る国ですので、カトリックへの信仰が厚い国です。ですので、

カトリック系の団体が、貧困にあえぐ女性や虐待を受ける女性

たちの支援、保護活動を盛んに展開していました。そうした面

も過小評価してはいけないかなと思います。

 　ただ、後半でお話しましたチェコスロヴァキアの公娼制度の

廃止に関しては、宗教色は前面に出てきていません。現在の

チェコの地には、15 世紀にヤン・フスという宗教改革者が現れ

ましたが、カトリックに弾圧され、1415 年、火あぶりになって

います。以降、フス派は徹底的に弾圧されたので、チェコの地

でプロテスタントは大きな勢力にはなりませんでした。19 世紀

末以降、チェコの人たちは、宗教界の堕落に抵抗したフスとフ

ス派の運動を、自分たちの誇るべき伝統としてとらえ直しまし

た。初代大統領のマサリクもプロテスタントでした。けれども、

宗教的な見地から女性の権利や公娼制廃止に取り組んだという

わけではないと思います。

 　チェコについては、その後も、宗教にもとづく活動は盛んで
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はありません。クリスマスを楽しむとか、教会でミサが行われ

るというようなことはありますが、他のヨーロッパの国々と比

べて、チェコだけ異質なほど、信仰の度合いが低いです。それ

は、一つには、先ほどお話した、ヤン・フスの宗教改革が弾圧

されて以降、宗教が下火になったことが関係しているともいわ

れますし、1948 年以降、社会主義体制になったことで拍車がか

かったともいわれます。社会主義は宗教を否定していたからで

す。ただ、同じ共産圏だったポーランドやリトアニアは、社会

主義体制下でもカトリックの影響力が強かったですし、ポーラ

ンドでは教会が反体制活動のベースにすらなっていきました。

実は、1918 年から 1992 年まで一つの国を構成していたスロ

ヴァキアも、チェコとは違って、カトリックを信仰する人が多

いです。ですので、「社会主義を経験した国だから宗教の影響

力が低い」ともいえません。

 　2017 年の調査によりますと、チェコでは、70％くらいの人

が、「信仰を持っていない」「特定の宗派に属していない」と答

えています。ヨーロッパの国としてはかなり特殊です。そうし

た背景からでしょうか、チェコでは、中絶や同性婚に寛容な人

が多いです 1。

林　　そのように、キリスト教と社会運動との関連を、国や地域

ごとに比較しながら見ていくと、同じヨーロッパの中でも様々

な違いが見られて、とても興味深いですね。

 　日本の場合は、社会主義とキリスト教と廃娼運動の 3つは、
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対立する要素にはならずに、むしろ親和性が高かったと言えま

す。キリスト教徒であり社会主義者でもある人が廃娼運動を支

持しているという例が、少なくありません。そのような日本と、

キリスト教と社会主義とが対立的に捉えられることのあったド

イツやチェコスロヴァキアとの違いは、どのように生じたのか、

今後じっくり調べてみたいところです。

 　〈性の管理〉とキリスト教の関連という点で、韓国では、日

本よりもキリスト教徒の割合が高いようですが、そのことが、

具体的にどのような現象として現れているのでしょうか。秋林

さん、いかがでしょうか。

秋林　　キリスト教人口が日本より韓国が多いのは、その通りで、

日本は 1％以下、沖縄は 1％を超えますが、韓国は 20％以上だ

と思います。主にプロテスタントだと理解しています。

 　「基地村」女性の運動を支えてきたトゥレバンにしてもヘッ

サルにしても、キリスト教の団体です。韓国のキリスト教の人

たちがみな「基地村」女性たちに対して何とかしないといけな

いと思っているかというと、そうではなく、韓国のプロテスタ

ントの中でも原理的なキリスト教の運動をしたりするような人

たちは LGBTQの運動に対して批判的だったりということもあ

ります。
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移動手段やメディアの進化と人身売買問題

林　　性の売買のあり方と時代状況の関連については、橋本さん

の話の中で、人々の移動の手段の変化、その技術的な発展が、

買売春のあり方にも大きな影響を与えたというご指摘があっ

て、その点に特に興味を引かれました。

 　1930 年前後の日本でも、ヨーロッパ諸国の公娼制度や廃娼制

度が紹介される時には、その国々で、女の子たちが海外へ人身

売買のために連れ去られることを防ぐために、どのような法律

が制定されているのかが、積極的に紹介されている印象があり

ます。それだけ、海外に女の子たちが連れ去られる事件が、大

きな社会問題だと考えられていたからでしょう。

 　国境を越えた人の移動については、人が直接、船や汽車など

で移動する場合の交通手段の検証は重要ですね。加えて、その

ような直接的な人の移動だけではなくて、人のイメージがメ

ディアに載せて運ばれていくこと、具体的には、今回、写真を

用いた絵葉書について紹介しましたが、絵葉書というメディア

が、人のイメージを、葉書というモノに載せて世界中に郵送さ

れ、拡散されていったという現象にも、私は注目しています。

当時の移動手段に関する技術的な進展やメディアの発展と性の

売買との関連について、橋本さん、補足していただけますで

しょうか。

橋本　　19 世紀後半には、ヨーロッパ中に鉄道網が網羅されてい
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ます。私たちの想像以上に、たくさんの人々が鉄道などを使っ

て、長距離を移動しています。働き手や結婚相手の募集広告が

新聞や雑誌に掲載されて、女性が海を渡ってはるか遠い土地ま

で行くということも起こっていました。とりわけ、貧しい地域

からの人の移動は非常に多いです。19 世紀末から 1914 年にか

けて、現在のポーランドから移民していった人が総計で 360 万

人ほどいたという数字があります 2。今のヨーロッパの小さな

国一国分ほどの規模で人が移動しているのです。彼らは、皆が

一気に家族単位で移住したわけではありません。まずは働き盛

りの男性が単独でアルゼンチンなどに渡るというケースも多

かったようです。そうすると、行った先は男性ばかりなので、

女性が必要だということになって、女性たちを勧誘するという

ことが起こったといわれます。

 　ところで、売春に携わる女性には、貧困に苦しむ地域の出身

者が多く、特にユダヤ人が多かったといわれています。特に、

今はポーランド領となっているガリツィアという地方は、当時

非常に貧しくて、売春する女性もたくさん出たようです。また、

売春を斡旋する側にもユダヤ人が多かったといわれています。

もちろん、みんながみんなそうだったわけではないのですが、

ユダヤ人を思わせる人物が女の子をさらうというようなイラス

トが流布しました。メディアの発達は、そのようなイメージを

固定化し、ユダヤ人への恐怖心や憎悪を高めることに関与した

と言えると思います。

 　逆に、警戒を促し、犯罪を抑止するためにもメディアは活用
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されました。女性や子どもの人身売買を防ごうと活動する団体

が、駅や、鉄道車両の中や、港などにポスターを貼ったりして

います。船に乗り込んで、一人で乗船している若い女性客に声

をかけたりもしたそうです。こうした活動では、女性がおおい

に活躍したようです。各国の警察もネットワークをつくって、

協力して捜査を展開していました。ハプスブルク帝国領内には、

南部のトリエステという街に港があったのですが、そこだと帝

国の捜査の手が及ぶということで、他にもいろいろなルートが

使われたようです。その一つに、ドイツのハンブルクなどから

アメリカ大陸に渡るルートがあったようで、ドイツの警察は目

を光らせていたと本で読んだのですが、内藤さん、いかがで

しょうか。

内藤　　私も、このテーマを辿っているうちに、人身売買の問題

が必ず出てくることに気が付きました。ドイツ語圏では、ユダ

ヤ女性連合のベルタ・パッペンハイムという、オーストリア出

身の女性が人身売買の問題に取り組んでいました。中東欧やロ

シア、また最貧地域のガリツィアというユダヤ人居住地域の地

名がよく出てきますが、そこから集められた人たちが中継点と

してのハンブルクから、パリやロンドンを経由して南米へと移

動させられていました。ハンブルクは港湾都市ですが、こうし

た状況から、ユダヤ系団体がハンブルクで人身売買の監視をし

ていたという話も出てきます。イヴァン・ブロッホは『現代の

性生活』という本のなかで、12 歳～ 14 歳くらいの女の子が売
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買のターゲットになって、パリ、ロンドンを経てアルゼンチン

まで運ばれている、この問題に対処するためにベルリンに設置

された中央警察官庁は、業者のリストを作って情報交換をして

いるという話を書いています。これは中東欧、ドイツからアメ

リカ大陸におよぶ人身売買のルートですが、林さんは日本から

の輸出ルートの話をされていました。それは別ルートなのか、

それとも何か関連があるのか、興味があるところです。

林　　日本の場合、よく知られていたのは、日本の港、たとえば

長崎、神戸、横浜の港から船に乗って、まずは上海や香港へ行

き、そこを経由して世界各地に移動するルートです。香港に

行った後に船でシンガポールに移動して、シンガポール経由で

別の国へ移動することも、多々あったようです。

 　満州へ移動させられる女性も多かったのですが、その場合は、

北九州の港から、まずは船で朝鮮半島へ行ったり、日本海側の

港から船でウラジオストクなどに行ったりするルートがあっ

て、船で渡った後の陸地での移動手段については、日本の新聞

では詳しいことは報じられていないのですけれども、大陸の奥

地の辺鄙なところに日本人女性がいたというようなレポートも

あるので、徒歩で長距離を移動させられた過酷なケースもあっ

たのではないかと推測されます。
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性の売買と人種差別

林　　さきほどの橋本さんと内藤さんのお話の中では、ユダヤ人

と娼婦のイメージが重ねられる傾向があったことに言及されま

したが、その点は、とても重要ですね。性を売っている人たち

の中に、実際にユダヤ人が多かったのだとしても、ユダヤ人と

売春の関係が特に強く意識されることによって、ユダヤ人差別

が強化された側面もあったのではないかと考えられます。

 　そのような、人種差別問題と性の売買との関連で、秋林さん

にお伺いしたいのですが、今、韓国にも日本にも米軍基地が

あって、その基地周辺での米兵と現地の女性の間の性の売買が

広く認識されているということと、アメリカ人のアジア人に対

する感情には、どのような関係があるのでしょうか。

秋林　　強い関連がある、とまず申し上げておきたいと思います。

たくさんの米兵がアジア地域に長く駐留している。韓国に、日

本に駐留して朝鮮戦争もベトナム戦争もありました。「基地村」

で性売買があり、R＆ Rという休暇をアジアの駐留米軍は過ご

す。「基地村」を作って利用していかないといけないと思った

人たちの一つのモチベーションは外貨獲得です。ドキュメンタ

リーフィルム 3 で見てみると、韓国で「基地村」を作った人た

ちは、在韓米軍の兵士たちが休暇になると沖縄に行ってしまっ

て、沖縄にお金を落としていた、と言っています。なので、自

前の性売買の場所を在韓米軍基地の周辺に作らないと外貨獲得
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ができないから作らないといけなかったのだ、というようなこ

とを言っています。そうして「基地村」が作られ、週末で休暇

になるとバスで米兵たちを「基地村」に連れていくような映像

もあります。 

 　それが積み重なってアメリカ本国で何が起こるか。アジア人

女性は、搾取の対象、蔑視の対象というイメージができあがっ

ています。今、アメリカではアジア人へのヘイトが多い。暴力

を振るう一つの背景、要因としてアジア女性に対する「自分た

ちが搾取してもいい対象、暴力を行使してもいい対象」という

イメージがあります。そういうイメージができているのです。

アジアン・ヘイトの一つの要因にはアジア地域の駐留米軍によ

る組織化された性売買、性暴力があります。 

 　「基地村の女性になった人は経済上の理由か、職業紹介所に

騙されたのか、戻ることができなかったのか？」という質問を

頂きました。いろいろなケースがあります。職業紹介所に騙さ

れてきた人もいますが、そうでない人もいる。自分で選んだ職

業の一つとして入った人もいます。経済的な理由は大きいと思

います。

 　今の「基地村」はフィリピン人女性が多く、韓国人女性はほ

とんど働いていません。1990 年代前半くらいまで、冷戦構造が

崩れて、まだ名残がある時までは韓国人女性で、その後、ロシ

ア人女性が入ってくる。一時期、ロシア人女性が多く、その後

フィリピン女性、1990 年代初めにフィリピンの米軍基地が閉鎖

され、そこから移動してきてフィリピン女性が「基地村」で働



－178－

く。しばらくロシア人の女性たちが 2000 年頃までいました。

外国人女性たちはエンターテイナービザで入ってくるので、あ

る程度の数はわかります。オーバステイもいるので全部わかる

わけではないのですが。そのうち、ロシア人女性たちには辞め

てもらおうとなって、ロシア人女性たちにエンターテイナービ

ザを出さなくなる。そしてまたフィリピン女性たちになる。な

ので今はトゥレバンは「移住労働女性の人権」という支援活動

をしています。そういう「移動」があります。経済的な理由で

この業界に入ってくる人が韓国の場合もフィリピンの場合も多

い。

 　もう一つ、貧困から抜けだす手段として「基地村」にくると

いう思いの中に、米兵と結婚してアメリカに行きたいというこ

とがあります。貧困から抜け出せそうだし、自分が住む地域の

家父長的な縛りからも自由になれそうだと考えるわけです。し

かしアメリカのどういう社会階層の人たちが兵士となって韓国

にくるか。アメリカ社会の中で軍隊に入る人たちは経済的な困

窮から大学にこのままではいけない人たちが少なくありませ

ん。大学に行きたいけれど経済的に行けないので、まずは軍隊

に入るという人たちです。そういう人たちと結婚してアメリカ

にいったとしても、またそこで買売春に携わる人たちがいます。

アメリカの社会の中で韓国女性がアメリカ人と結婚してアメリ

カにいった場合、「基地村」女性と見られる。「売春をしていた

女性」として見る価値観も、アメリカの中ではあります。背景

には「軍隊」と「経済」と「移動」という影響があります。
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林　　そのように、軍の基地の置かれた国から来た女性であると

いうだけで、アメリカで「基地村」女性のイメージを重ねて見

られてしまうという問題は、性の売買と人種差別に関わる普遍

的な問題の一側面だと思います。

 　日本人女性の場合、今から 120 年くらい前には、海外へ行く

と、ただ日本人であるというだけで娼婦と見なされることが

あったようです。それは当時、この連続講座の第 2回でもお話

しましたように、実際に海外で人身売買によって性を売らされ

ていた日本人女性が多かったという事実が背景としてあるので

すが、そのような時代には、日本人女性が海外へ行く船に乗船

すると、いきなり「あなたは、いくらか？」と尋ねられたり、

「ジャパン助平」と声をかけられたりして、勝手に娼婦だと見

なされて嫌な気持ちにさせられたこともあったようです。当時

の日本人の、自分は娼婦ではないのになぜ娼婦と見なされなけ

ればならないのかという訴えの中には、娼婦と一緒にされたく

ないという差別感情が混ざっていたケースもあるかとは思いま

すが、自分は全く性を売るつもりがないのに日本人だというだ

けで娼婦のラベルを貼られるのは不当だという訴えは、それ自

体、正当な人種差別批判だと思います。

前借金制度と「親孝行」

林　　日本の近代公娼制度の特徴としては、前借金制度、つまり、

先に借金を背負って、それを娼妓として働いた稼ぎで返すとい
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う仕組みになっていたことが、とても重要です。借金の形で得

られた金銭は、娼妓本人ではなく親権者に渡ることが多く、親

のために娘が借金を返す仕組みになっていました。

 　そのような制度を成り立たせていたのが、当時の人々の「親

孝行」へのこだわりの強さです。困窮する親や家族を助けるた

めに、娘が「親孝行」として身を売ることになりました。

 　そのような「親孝行」へのこだわりは、他の国でも見られた

のでしょうか？近代公娼制度の日本的特徴を明らかにするため

には、この前借金制度や「親孝行」への拘泥が になると考え

ているのですが。

内藤　　親孝行という観念を、ヨーロッパを見ていて感じること

はないのですが、仕送りなどはしていたようです。仕送りをさ

れて実家の生活が助かっているが、「醜業に就いている娘」と

いうことで歓迎されないということはあったみたいです。キリ

スト教文化圏では、「聖母マリア」と堕罪の原因である「エヴァ

（イブ）」に、女性を二分する見方が古くからあります。男性を

セクシャルな観点から堕落させる女性＝娼婦的な存在というの

は、スティグマを貼られる存在でもありましたから、「親孝行

をする立派な娘」という感覚はなかったのではないかなと思い

ます。

 　あと、秋林さんがお話のなかで、米兵と結婚するニーズがあ

ると言及されていましたが、帝政期ドイツでもよく似た話があ

りますね。女給として働いていて、カフェやバーにやってくる
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中産階級の青年と恋愛関係に入る、またそうした男性と「結婚

したい」という気持ちをもつ女性たちの存在です。最初から職

業的に売春を選ぶというより、いろんなプロセスの中で売春を

行うようになる、また場合によっては警察に捕まり、管理下に

おかれてしまうというパターンも多かったのだろうと思いま

す。

橋本　　前借金制度については、明確な記述は今のところ見たこ

とがありません。女性が一人で自活するには給料が低すぎて副

業的に売春に携わったという説明が多いように思います。ただ、

実際問題、女経営者が管理する娼館に住み込む形をとると、そ

こからはなかなか脱出できなかったようです。標準よりも高い

家賃や食事代をとられて借金がかさんでいくんです。その意味

で、借金から逃げ出せないということはあったようです。

 　「親孝行」の概念も見かけません。家庭が貧しいとか、親に

借金があって娘が売春に携わることになるということはあるよ

うですが。でも、「母が娘を売る」「母も娘も売春をしている」

という例がチラチラ出てくることが気になっています。内藤さ

んがお話になっていましたが、女性が一人で婚外子を抱えて生

きていくことで起こるパターンなのでしょうか。

内藤　　イラストですが、母親が娘を街路に立たせて客引きをさ

せているというシチュエーションを描いたものを見たことがあ

りますね。
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橋本　　日本では、そういうことは起こりえなかったのでしょう

か。

林　　日本の公娼の場合、母親が娘の娼妓稼を直接的に管理する

ことはありません。母親も、遊廓に娘を売ることに多少関与し

ていますが、家父長制の社会なので、父親がいる場合は、その

売買の決定権は実質的に父親の方にあります。その父親も、

売った後の細々したことには関与しませんでした。女衒が遊廓

へ連れていった後は、遊廓の娼家が、その娘の娼妓稼を管理し

ていました。

秋林　　前借金に関してですが、パク・ヨンジャさんは、そうい

うシステムの中にいましたが、みんながみんなそうではないよ

うです。家賃などで抱え主にお金を払わないといけないシステ

ムで、それを払いきれない、生理用品も買わないといけない。

外で買うのではなく、強制的に買わせることによって結果的に

借りが累積していくことをやっていたところもあると思いま

す。

 　「親孝行」については、家族が食べられるために自分がいく、

と話しているものを見たことはあります。「基地村」に自分が

行けば、ずっと高い給料をもらえる仕事があって「私がそこに

いくと家族がご飯を食べられるようになるので行った」と証言

した人があると聞いています。
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質問に答えて

林　　ここで、参加者の皆さまからお寄せいただいた質問や意見

に、ゲスト講師の皆さんから回答していただきたいと思います

が、その前に、私のところに、前々回と前回にいただいていた

質問にも、時間の都合で一部だけになってしまうのですが、回

答します。

 　いただいたご質問の中には、性の売買の「当事者の声」に関

するご質問が、いくつかありました。どうすれば、その「声」

を正確に聴きとることができるのかという、非常に重要な問い

です。私も、ずっとそのことを考え続けています。

 　この連続講座のチラシには、この講座の中心となる問いとし

て「〈性の管理〉の政策のもとで、人はどのように生きたの

か？」と書きました。そしてそのように問う時に、どの「人」

に焦点を当てるのかが問題です。性の売買には、いろいろな立

場の人が関わりますが、私が最も重視したいのは、その政策の

もとで最も抑圧されている人々のことです。

 　ただ、性の売買の業界では莫大なお金が動くので、「これが

当事者の声だ」と言われていることの中に、誰かの儲けのため

に無理矢理作り出された偽物の「声」が混じる可能性があり、

警戒が必要です。お金儲けのための人権侵害行為を「当事者が

それでいいと言っているんだからいいだろう」と押し切るため

に、あるいは誰かの罪悪感をごまかすために捏造される偽物の

「当事者の声」の罠に引っかからないようにしながら、本物の
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「声」を探っていくというのは本当に困難な課題で、その真偽

の見分けが、この問題に関わる研究者の重要な仕事の一つだと

考えています。「当事者の声」と言われるものを、すべてその

通りだと鵜呑みにするのも間違いですし、本物の「当事者の声」

などないと最初から諦めるのも間違いだと思います。

 　その問いと関連し、娼妓への聞き取りがあるかどうかについ

て、ご質問がありました。私がこれまで読んだ本の中で、最も

印象的だったのは、竹内智恵子さんの「遊女」への聞き取りの

記録です。特に、『鬼追い』4 という本には、圧倒されました。

 　「鬼追い」とは何かを理解するには、まず、娼婦の中でも特

に蔑視されていた私娼が「地獄」と呼ばれていた事実を知る必

要があります。竹内さんは、もともと遊廓にいた女性たちへの

聞き取りの中で、彼女たちが、遊廓も「地獄」、娼妓の体も「地

獄」と呼び、その「地獄」である女性たちの子宮に宿った胎児

を「鬼」と呼んでいたことを記録しています。その「鬼」を追

い払うこと、つまり堕胎することが「鬼追い」であるというわ

けです。そのように呼んでいたという事実からだけでも、彼女

たちがどれほど過酷な苦しみの中を生きてきたのかが伝わって

きますし、この本の中には、それが具体的にどのような状況

だったかが記されています。

 　戦前の日本では性感染症が蔓延していたので、特に娼婦にさ

せられた女性たちは性感染症に罹る確率が高くて、その病と後

遺症ゆえに、妊娠しづらい体になってしまった人が少なくあり

ませんでした。それでも中には、意図せずに妊娠する人がいて、
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堕胎させられることがありました。性交は子どもの出生と関係

があるという事実について、性の売買についての議論の中では、

あまり触れないことが多いのですが、私はその妊娠と不妊、出

産と中絶の問題は、決定的に重要な論点だと考えています。不

妊の状態だと子どもは生まれないので、性の売買と子どもの出

生との関係が見えづらいのですが、女性たちが性の売買の場で

性感染症の感染リスクが高い状態におかれて子どもを産めない

体にさせられたことについて、子どもは生まれなくなったのだ

から性の売買の話と妊娠・出産・中絶の話は別ですねと切り離

すのは、間違っています。性の売買が、女性の体と心を傷つけ、

胎児の命を奪っていったことを、必ず一緒に考えなければなら

ないと思います。

 　廃娼運動と宗教との関係について、廃娼運動への取り組みは

キリスト教以外でも見られたか、というご質問がありました。

日本では、仏教徒の間でも、新仏教運動の一環としての廃娼運

動への取り組みがあって、そのリーダー的存在として、高島米

峰という人がいます。

 　ここまで、〈性の管理〉について私たちは問うてきたわけで

すが、「良い〈管理〉はあるのか？」ということも考えてみな

ければならないと思います。私自身は、より良い〈管理〉に代

替しようとするのではなく、〈管理〉を弱めていって、自由な

社会を目指していくのが良いと考えていますが、そのような点

も含めて、ゲストの皆さんからお話を伺いたいと思います。



－186－

内藤　　報告のなかでは時間が足りず、十分に展開できなかった

点の補足も含めて、お答えしようと思います。

 　〈性の管理〉のテーマを追っていくなかで、「管理制度とは何

か」と、「管理制度を廃止するとはどういうことか」という二

つの問いがあると考えました。「管理制度とは何か」という問

いを考えると、管理というのはやはり軍隊と強い結びつきがあ

ると感じています。軍隊は、男性同士の絆と武装可能な男性の

身体性によって特徴づけられています。一般的に、軍事主義が

強化されるところでは、「男女二元論」的な言説も強化される

傾向があります。「闘う男」と「守り、産む女」という「男女

二元論」の言説ですね。軍事においては、兵士たる男性は勝利

し、暴力によって支配する側に立つことが要請されます。当然、

それは誰かを支配することと対になっています。戦争において

は勝者と敗者、戦勝国と敗戦国という対比になるのでしょうが、

ジェンダーの視点からすると、支配される者は「女性」です。

 　ドイツ刑法第 361 条第 6項が「女性」と「売春」を名指しで

結びつけたことは、決して偶然ではないでしょう。条文は「管

理売春」と「非管理売春」を分けるものでしたが、それだけで

はなく、「女性」と「売春」を強固に結びつけた点が重要では

ないかと思います。当時の廃止主義者たち、アンナ・パプリッ

ツやカタリーナ・シェーフェンが、この条文を「女性全体の尊

厳を貶める」と批判していたのは、ジェンダーの観点からみれ

ば本当にその通りで、一部の娼婦である女性たちだけでなく、

女性全体にかかわるものでした。戦争遂行のために男性兵士に
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必要とされた〈性的存在としての女性〉を管理下におくことに

よって、男性中心の支配構造を支える露骨な仕組みが、売春管

理制度だったのだと思います。

 　しかし、管理制度はドイツでも徐々に廃止されていきます。

その代わりに目立ってくるのが、売春産業、性産業です。あら

ゆる性的欲望の充足手段を、市場が提供する仕組みが台頭して

きます。これが何を意味するのかというと、「誰でも商品とな

りうる」ということです。つまり、「女性」と「売春」が結び

つけられる必然性はなく、男性が男性を、女性が男性や女性を

買ってもいい、もっといえば大人が子どもを買ってもいいとい

うことです。欲望の個人化・多様化・無定形化であり、人身売

買の問題はここにつながってくるのではないかと思います。

 　それでは、「女性」と「売春」の必然的結びつきがなくなる

ことは、女性たちが管理から自由になったことを意味するので

しょうか。少なくともドイツでは、娼婦たちは警察の管理下か

ら売春産業の管理下に組換えられたといえると思います。ある

意味、管理と保護は表裏一体になっているともいえて、警察の

管理と保護から外れた女性たちは、あらたな保護を求めて売春

産業、性産業のもとに流れこむしかなくなります。「女性」と

「売春」の必然的結びつきはないとはいえ、莫大な利益を生み

出す性産業に男性性は無関係だといえるのか、軍事主義とは別

の形での男性中心の支配構造があるのではないか、と考えざる

をえません。国家による〈性の管理〉と資本による〈性の管

理〉、そして報告のなかで述べた科学的知による〈性の管理〉、
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ドイツの管理制度にはこの複数の管理の在り方が絡み合ってい

ました。こうした問題は他国の状況にも現代の状況にも、共通

する要素があるのではないでしょうか。

橋本　　まず、「ジョン・スチュアート・ミルにとって、ハリエッ

ト・テイラー夫人は大きな存在だと思いますが、『女性の隷従』

にもテイラー夫人の影響があるのでしょうか」というご質問を

いただきましたので、そちらからお答えしますと、はい、そう

だと思います。ミル自身が『女性の隷従』にそのように書いて

います。ミルは、ハリエット・テイラー（Harriet Taylor, 1807-

1858）を崇拝していましたので、過大評価もあったのではない

かという研究者もいますが、ミル自身は、『女性の隷従』は、

ハリエット・テイラーとの共作だといっていますね。

 　「良い〈管理〉はあるのか」という問題提起と関連するご質

問もいただいています。「廃娼運動や女性解放運動に「終着点」

はあると思われますか」「管理売春を現代的にどのように考え

られますか」という質問です。大変難しい問題だと思います。

チェコスロヴァキアは、1989 年に民主化を果たしたあと、国境

を越えて人やお金やモノが大量に行き交うようになりました。

西側諸国との競争で経済状況が悪くなり、西からの客を求めて

たくさんの女性たちが売春に走るということも起こりました。

そうした事態を見て、「由々しきことだ。管理しないといけな

いのではないか」という議論が出てきました。そして、多くの

自治体が、公序良俗の観点から風紀の取り締まりを強化する条
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例をつくりました。そのような動きを見ますと、社会は一直線

に進むわけではなく、社会、経済の変化によって、とりわけ体

制が変わるというような大きな変動があったときには、実態や

考え方や対処も行きつ戻りつすることがあるのではないかと思

います。売春にあたる人たちが収奪や虐待、暴力にさらされる

とか、女性を二分化して一方を差別するとか、男性が女性を支

配するとかというような実態や構造は早期になくなるべきであ

ると私自身は考えますが、実際には、ぐねぐねと曲がりくねり

ながら変わっていくのかなと思っています。

秋林　　質問に答えながら、まとめます。一つは「日本が敗戦で

引き揚げてきた時、舞鶴港で夫に帯同されていない成人女性に

検査が行われ、結果次第では強制中絶が多数行われたという事

実がある」というご質問で、これは最近、研究が出たものです

ね。さらに「これは連合軍の管理の一つなのか？」というご質

問ですが、連合軍の管理なのかどうかは、私はわかりません。

 　「日本軍「慰安婦」問題関連で「日本軍慰安婦制度という名

称を運動の中で使っていますが（「慰安婦」には）日本政府の

関与があったのか？」という質問が来ています。性奴隷制度に

ついてはすでに多くの研究の蓄積があり、「慰安婦」制度に日

本軍の関与があったことは海外では常識です。日本の中では、

まだ「強制的につれていかれたのか、首に縄をつけてつれてい

かれたのか？」などと言われたりしますが、若い方には「海外

でそんなことをいったら誰も相手にしません」と言っておきた
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いと思います。

 　国際社会では性暴力の問題、性奴隷制度、軍隊との関係では

「日本軍が行ったものだ」と決着がついています。日本軍「慰

安婦」制度は韓国とだけの話ではなく、アジア全般で行われた

制度です。被害にあった女性たちは朝鮮半島の女性たちが多い。

それは朝鮮半島が日本の植民地にされたからです。でもそれだ

けではなく、日本軍が展開していった所に連れていかれたり、

その地域の女性が「慰安婦」にされたりしました。

 　「韓国での取り組み、米軍「慰安婦」の解決の取り組みが日

本軍「慰安婦」の解決の取り組みに先行していたということで

すか？」というご質問です。決してそうではなく、日本軍「慰

安婦」の問題に地道に韓国で取り組んできたことと「基地村」

の問題が、やっと 2008 年くらいからいっしょにできるように

なったと私は見ています。

 　「基地村」の問題はまだ難しく、朝鮮戦争がまだあり、すぐ

隣に朝鮮民主主義人民共和国が、いわゆる敵国がいる状態で、

米軍に依存しているという意識が強い。韓国で米軍に反対する

のは本当に難しいようです。日本人の私が「米軍撤退」を要求

することとは政治的な意味合いが違います。そういう文脈で考

えると、「基地村」の問題は大変な思いをしている人たちが声

を上げ、運動に取り組んできていることがわかります。軍隊を

もつこと、「軍隊によって安全が保障される」という考え方を

維持する限り、軍隊組織が男女の二元論、男性性が女性性に圧

倒的に優位であること、男性性的な力の行使が容認されること
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を許していくことにつながる。「基地村」の女性たちの運動が

国際的なネットワークをつなげているというのは、そういう考

え方から脱却しないといけないという運動でもあるということ

です。

林　　ありがとうございます。もう一点、内藤さんからのご回答

を、お願いします。

内藤　　私は「帝政期のドイツからワイマール期にかけて同性愛

の問題がクラフト＝エビングによって病気とされていたが、同

性愛の問題がどう展開されていたのか」、という質問をいただ

きました。リヒャルト・フォン・クラフト＝エビングは精神病

理学、とくに「性的異常」とされた人間の性行動について研究

した人ですが、当時のドイツでは、刑法第 175 条で男性同性愛

行為は処罰の対象になっていました。同時に性科学、精神医学

が進展する時期です。同性愛だけでなく、フェティシズム、小

児性愛、サディズム、マゾヒズムなど、ありとあらゆる性的欲

望を「発見」し、正常／異常の分類を執拗に行った時期でした。

しかしこの境界線はとても流動的です。精神分析学者のジーク

ムント・フロイトは、「すべての人にあらゆる種類の性倒錯の

萌芽が存在すると想定することができる」（「性理論三篇」）と

述べています。同性愛は異常な病理として分類されたけれども、

セクシュアリティの正常と異常の区別は流動的であるという見

方からすれば、同性愛も病理であるとはかぎらないということ
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になります。当時すでに、マグヌス・ヒルシュフェルトという

人が刑法第 175 条に反対し、同性愛者解放運動を展開していま

した。彼はベルリン性科学研究所をつくって、性を科学的に研

究する場を開いた人です。しかしこうした動きはすべてナチス

期に破壊されて終わりました。

林　　ありがとうございました。

 　今日の話は、現代につながる点が多く、今まさに私たち自身

が問われている課題も多かったと思います。過去の歴史経験を

振り返ることによって、新たに見えてきたこともあるのではな

いでしょうか。

 　これで、連続講座「〈性の管理〉の近現代史―日本・ヨー

ロッパ・アメリカ」を終了いたします。ご参加くださった皆さ

ま、ご質問やご意見をお寄せくださった皆さま、ありがとうご

ざいました。

注
1  アメリカの Pew Research Center の調査による。Jonathan Evans 

“Unlike their Central and Eastern European neighbors, most 

Czechs don’t believe in God”（June 19, 2017）https://www.

pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-

eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/（2021
年 7 月 30 日最終確認）

2  石井哲史朗「ポロニア、その歴史と現状」『東京外国語大学論集』
第 47 号（1993 年）。Spuscizna Polish Heritage Research Group 

‘From Trickle to Tsunami : The Tidal Wave of Polish Emigrants, 



－193－

1870-1914’ http://spuscizna.org/spuscizna/emigration.html に画像
あり。（2021 年 7 月 30 日最終確認）

3  MBS（     E061 030209）
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