
．はじめに

アメリカでは 年代以降ミシガン州を皮切りにほとんどの州で、強姦等の性犯罪に関す

る法規定（性刑法））が改正された。そうした潮流は、西欧諸国に大きな影響を与え、各国

における法改正を促してきた ）。日本でも直接・間接に性犯罪に関連する一連の法改正 ）が

行われているが、性刑法の根本的な見直しは先送りされている。本稿では、性刑法改正の源

流とも言うべきアメリカの性犯罪に関する法改正の動きを全体的に俯瞰し、日本法の改革に

関してどのような示唆を得られるのかを分析したい。

． アメリカのコモンローにおける強姦罪とその改革の課題

． ．コモンローにおける強姦罪

伝統的な強姦（ ）に関するコモンローの定義は、 強制力を用い、妻以外の女性に対

して、その意思に反して性交をすること であった。このような定義は、 年代中頃まで

全米で支配的であり、 年代中頃まで多くの州の法律に残っていた。コモンローの定義で

は、強姦を構成するためには、 ペニスが多少なりとも膣に強制的に挿入されること が必

要であった。強姦は、被害者の女性に対して男性が加える暴力のみを対象とするものであ
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）性犯罪は、個人の性に対する侵害を内容とする強姦罪や強制猥褻罪といわゆる性風俗に対する猥褻文書
罪、公然猥褻罪などに大別されているが、本稿では前者の意味で用いる。
）上村貞美 性的自由と刑法 （ 年、成文堂）が包括的な研究であるが、残念なことに 年代中期
以降の動きはフォローされていない。
） 法、ストーカー禁止法、児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ処罰法の制定、さらには刑事訴訟
法の一連の改正、被害者保護立法の制定、強姦罪および強制わいせつ罪に関する刑法の改正や人身売買罪
の新設等があげられる。



り、夫が妻に対して行う犯罪は刑事責任を免れていた。

この定義は 年にマシュー・ヘイル卿によって行われ ）、アメリカ合衆国では 年ま

で裁判所や注釈者は一般にこれを受け入れていたといわれる。強姦は伝統的に男（夫であ

れ、父親であれ）の 財産 に対する犯罪と見なされており、コモンローの下では、強姦に

対する刑罰は峻厳であり、死刑か終身刑を科されるのが一般的であった。

伝統的な強姦罪の中心を占めていたのは、相手方の女性の同意の有無であった。法律は、

彼女の側に対して、彼女が真剣に（ ）抵抗をしたにもかかわらず、圧倒されたこと、

そして強姦は 本当に彼女の意思に反して 生じたことを証明しなければならなかった。事

実審では、被告人側は、被害者女性の 同意する傾向 （ ）を立証する

ために、女性の性遍歴、被告人との遭遇、および第三者の証言を用いることが認められてい

た。伝統的な強姦罪の規定においては、 身持ちの悪い 女性に対して強姦は成立せず、男

性がこのような女性と強制的な性交渉を行っても責任を免れた。

コモンローにおける強姦罪のあり方に関して、アメリカの刑法学者たちはほとんど注意を

払わなかったといわれている ）。

． ．模範刑法典における強姦罪

フェミニズム運動は、強姦に関する伝統的なコモンロー上の定義に関して、 犯罪の定

義、 不同意の証明、 被害者に関する風評を証拠として利用すること、 死刑の適用とい

う 点について、厳しく批判してきた。

年の模範刑法典は、こうした批判を意識して、強姦に関する伝統的なコモンローのア

プローチから脱却しようとした ）。模範刑法典は、強姦の定義と抵抗要件の変更を試みた。

いくつかの州は、模範刑法典に沿った刑法改正を行った。しかし、模範刑法典は、多くの点

で改革者が望んだほどには伝統的な強姦罪規定から脱却しているとはいえなかったと評価さ

れている。

第 に、強姦罪は依然として膣へのペニスの挿入という用語によって定義されていた。

もっとも、模範刑法典は、夫婦が別居し、離婚の申立をしている場合には強姦での訴追を認

めていた。しかし、一般には夫による妻に対する強姦罪は成立しないとされた。そのうえ

で、より軽い 性的暴行 （ ）罪で配偶者を訴追することを許容した。

第 に、抵抗要件は、模範刑法典の強姦罪規定においても、中核的であった。模範刑法典

は強姦罪の定義から 彼女の意思に反して という文言を除去したが、他方では犯人が彼女

に対して 屈服を強要した （ ）という文言をおいた。これによっ

て、強姦の被害を立証するには、襲われたときに 最初のささやかな抵抗をした こと以上

のことを立証しなければならないとされた。また、模範刑法典は 復讐心に燃え、嘘つきの

女性 というヘイル卿の不信感に共鳴し、補強証拠（ ）が必要であるという

立場を維持していた。また、告訴の期間を犯行後 ヶ月以内とすることで、 鮮度の高い告

訴 を要求していた。
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第 に、模範刑法典は公判において、被害者の過去の性遍歴を防御側の証拠として提出す

ることを制限していなかった。

このようにして、模範刑法典は伝統的な強姦罪に対して提起されていた異義の多くに対し

て、答えるものではなかった。こうした欠陥のゆえに、多くの女性運動の団体は模範刑法典

を乗り越える改革を求めるようになった。

． ． 年代以降の改革

年代以降、改革が全ての州とコロンビア特別区で進展を見せた。改革は主として 犯

罪の定義、 証拠法、 同意年齢、 法定刑のあり方という つの領域で進行した。折か

ら、犯罪に対する人々の不安が増大し、被害者の権利が増大したことが手伝って、改革の議

論は好意的に受け止められ、ほとんどの州でフェミニズム運動は犯罪撲滅の運動と連携を果

たし、改革立法を相次いで通過させていった。フェミニズムの運動団体は、強姦に関する

人々の意識に影響を及ぼす象徴的な改正に重点を置いた。これに対して、犯罪撲滅を叫ぶ

法と秩序 派は、強姦犯罪との戦いにおいて手段として利用可能な実際的な目標を主張し

た。フェミニストのグループと犯罪撲滅のグループとでは動機に違いがあったが、彼らが追

求した改革の効果は、相互補完的なものであったといわれている。両者の同盟関係の配置は

州によって違っており、改革法の内実も州によって異なっていた。その結果、改正法もフェ

ミニストの理想を明確に反映するというよりも、妥協を表現していた。これらの改革は、以

下のような目標を持っていた。

・強姦の通報件数を増加させ、これらの事件における訴追と有罪判決を促進すること

・刑事司法における強姦被害者の処遇を改善すること

・強姦罪の法的取扱いを他の暴力的犯罪のそれと同様にすること

・強制的な性的行為の禁止の範囲を拡大すること

・法律によって保護される者の範囲を拡大すること

．ミシガン州における性刑法の改革

． ．ミシガン州の旧法

アメリカの改革の口火を切ったのは、ミシガン州の法改正であり、その後のアメリカにお

ける性犯罪に関する改革のモデルとされた。 年に制定されたミシガン州の性的行為罪法

（ ）は、全米で最初の強姦罪に関する全面的な改正であっ

た。この法律は、全米に大きな影響を与え、 年の時点ですでに約 州で何らかの法改

正が行われた ）。ここでは、まず、ミシガン州の改正法の概要を確認する ）。

出発点は、 年法の刑法（ ）の次の規定である。

）

）ミシガン州の性刑法の改正は、日本でも論者によってしばしば言及がなされているが、私の見るとこ
ろ、上村・前掲 頁、 頁以下、 頁で分析がなされているにとどまる。



章 強姦罪（ ） 刑罰

歳以上の女性を強姦し、強制力を用い、その意思に反して性交した者、または

歳未満の女性に対して、違法にかつ権限を濫用して、性交した者は重罪とし、州刑務所で終身

刑または有期刑を科される。本条の性交は、程度の如何を問わず性器への挿入に関する証明が

あったことにより、既遂に達したとみなされる。

ミシガン州の旧法は、近親相姦や同性愛などいわゆる 反自然的な 性的行為罪

（ ）を除けば、性的侵害罪としては古典的な強姦罪のみを規定し、日本のような強

制わいせつ罪の規定を有していなかったのであり、強制わいせつには一般の暴力犯罪の規定

が適用されていたようである。強姦罪では、必然的に男性が行為者であり、女性は被害者と

なり、性中立的ではなかった。また、 強制力を用い、意思に反して （

）という伝統的な要件が規定されていた。これは、全米の各州でそうであっ

たように、抵抗要件を意味しており、被害者である女性が真剣に（ ）抵抗をしたにも

かかわらず圧倒されたこと、そして強姦は本当に 彼女の意思に反して 生じたことを証明

する必要があった。刑罰は、終身刑を最高刑としており、極めて峻厳なものであった。

． ．ミシガン州刑法の改正

ミシガン州では 年に強姦罪に関する法律が抜本的に改正された。この法律は、全米の

法改正の先駆けであり、各地の法改正のモデルとなった。同法は、その後さらに部分的に改

正が行われた。ミシガン州は性的行為罪（ ）という名称を用いてお

り、この性的行為罪の概要は以下の通りである。

．旧法で強姦とされてきた行為

．強姦を犯す目的で行われた暴行

．反自然的性行為または重大なわいせつ行為

．子どもに対するわいせつ

． 歳未満の男子に対して女性が行う性的誘惑

． 歳未満の男子に対して男性が行う性的誘惑

．州またはカウンティの施設で精神的異常でケアを受けている女性患者に対する性交

．女性の被後見人に対する後見人の性交

．その他の新しい性的行為罪の類型

．ほかの犯罪には一般的には適用されない、これらの犯罪に特有な手続法上の規定

性的行為罪は、 級から 級まである。第 級性的行為罪と第 級性的行為罪は性的挿入

を、第 級のそれと第 級のそれとは性的接触を中核的な行為とするものである。 性的挿

入 （ ）および 性的接触 （ ）の意義は法律で定義されて

いる。前者は性交、クンニリングス、フェラチオ、アナル性交など、どのように軽微なもの

であれ、身体の一部または物体の他人の膣または肛門への侵入を意味するが、しかし、射精

は必要とされていない（ 条（ ））。これに対して、性的接触とは、被害者または行

為者の性器もしくは性器を覆う衣服への意図的な接触であり、かつ、合理的に解釈してこう

した接触が性的刺激、性的満足を目的としているか、 報復するため、 屈辱感を与えるた

め、 または 怒りから、性的目的もしくは性的な方法で行われることをいう、とされてい
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る（ 条（ ））。 以下では、第 級から第 級までの性的行為罪の規定を詳しく見ていく

ことにしたい。

【 】第 級性的行為罪（ 重罪）（ 条）

犯罪の成立要件 他の人に対する性的挿入（ ）を行なった者が以下の

要件のいずれかに当てはまる場合、第 級性的行為罪で罰せられる。

相手が 歳未満である場合

歳以上 歳未満で、行為者が以下のいずれかに該当する場合

被害者と同一の家族の構成員である場合

被害者の 親等以内の血族または姻族である場合

被害者に対し権威のある立場にあり、被害者を服従させるためにこの権威を行使した場

合

被害者が通学する公立または私立の学校の教師、代用教師または管理者である場合

他の重罪の遂行に関連した状況下において性的挿入を行った場合

行為者が他の一人以上の者によって援助または教唆を得ており、かつ、以下の状況のいず

れかが存在する場合

被害者が精神的無能力（ ）または薬物等の影響で一時的に精神的に

能力を喪失し（ ）、もしくは身体的に無力である（

））ことを認識し、または認識すべき相当な理由がある場合

性的挿入を実現するために強制または抑圧が行われた場合。強制または抑圧は、 で列

挙する場合のいずれかを含むが、これらに限らない。

武器を使用し、または被害者が武器であると判断するのが相当な物または方法で他の物件

を使用した場合

行為者が被害者に対して傷害を生じさせ、かつ、性的挿入を達成するために強制または抑

圧が行われた場合。強制または抑圧は次のいずれかを含むが、それに限定されるわけではな

い。

行為者が物理的な力や身体的な暴力を用いることで、被害者を屈服させた場合

行為者が、被害者を屈服させるために強制力や暴力を加えると脅すことによって、被害

者を抑圧し、かつ、被害者は行為者がこのような脅迫を実行する能力を現に有すると信じ

た場合

行為者が、被害者を屈服させるために、被害者やその他の者に対して将来、復讐すると

脅すことによって、被害者を抑圧し、かつ、被害者は行為者がこのような脅迫を実行する

）精神的無能力（ ）とは、精神病（ ）または精神的欠陥（ ）
を有しており、そのために一時的または永続的に自らの行為の性質を評価することができないことをい
う。
精神的に能力を喪失する（ ）とは、人に対してその同意なしに投与された麻

薬、麻酔薬その他の薬物、もしくはその同意なくして行われた行為のゆえに、自らの行為を評価しまたは
抑制する能力を一時的に喪失することをいう。
身体的無能力（ ）とは、無意識、睡眠中その他の理由により、ある行為に関してそ

れが意に反していることを告げることができないことを意味する。
精神障害（ ）とは、精神病、精神的発育遅滞（ ）、または発達障害

（ ）を意味する
以上は、 条 から までの定義規定による。



能力を現に有すると信じた場合。ここでいう 復讐する ことは、身体的な罰、略取誘

拐、恐喝を含む。

行為者が被害者に対して医学的に反倫理的であるか、または受け入れがたい方法、目的

で医療または実験を行っている場合

行為者が事実の秘匿または驚愕により、被害者を屈服させることができた場合

その行為者が被害者に傷害を負わせ、かつ、被害者が精神的に無能力または能力が奪わ

れ、もしくは身体的に無力であることを認識し、または認識すべき合理的な理由がある場合

（ ） 相手が精神的に無能力または能力が奪われ、精神障害を有し（ ）、もし

くは身体的に無力であって、かつ、次のいずれかに該当する場合

行為者が被害者の 親等以内の血族または姻族である場合

被害者に対して権威のある立場にあり、かつ、被害者を服従させるためにこの権威を行

使した場合

法定刑 第 級性的行為罪は重罪であり、以下の通り処罰される。

次の および に該当する場合を除き、州刑務所での終身または有期の拘禁刑が科され

る。

第 級性的行為罪の行為者が 歳以上であり、被害者が 歳未満である場合、拘禁刑

の下限は 年を下回ってはならない。

の行為者が以前に 歳未満の者を対象に第 級から第 級までの性的行為罪またはこ

れに相当する連邦や他の州の犯罪に該当する行為を行っていた場合には、仮釈放の可能性の

ない終身刑を科す。

または の刑罰に付加して、裁判所は被告人に対して 条の規定に従って、終身

の電子監視を言い渡さなければならない。

連続的な刑の執行（ ）

本条に該当する行為が同時にその他の犯罪にも該当する場合、刑は連続して執行される ）。

【 】第 級性的行為罪（ 重罪）（

条）

犯罪の成立要件 第 級性的行為罪は性的挿入を処罰する規定であるが、挿入以外の性的

接触を行なった者については、第 級性的行為罪が適用される。第 級性的行為罪は、

年に改正されるまでは、他の状況が第 級性的行為罪と同じとされていて、差異はもっぱら

性的挿入か性的接触化の違いであった。すなわち、 ． 条 の から までの

各号は、第 級性的行為罪のそれと同じ状況において行われた性的接触を処罰している。

以上に加えて、以下の条項が 年に追加されている。いずれも、矯正、プロべーショ

ン、未決拘禁など、刑事司法の領域において、刑事司法の対象となる被拘禁者や受刑者を対

象とする性犯罪であり、被害者の弱い立場につけ込んで、性的接触を行う公務員などを処罰

の対象としている。
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）同一被告人に対する複数の訴因につき有罪宣告があり、その つ以上に対して自由刑を選択する場合
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行為者が矯正局の職員、契約職員またはボランティアであり、相手が矯正局の管轄下にあ

る人物であり、かつ、行為者が相手方の立場を認識しているとき

行為者が青少年矯正施設を運営する民間業者の被用者、契約社員またはボランティアであ

り、相手が矯正局の管轄下にある人物であり、かつ、行為者が相手方の立場を認識している

とき

相手がカウンティの受刑者で拘禁されている者、またはプロベーションの対象者で作業プ

ログラムやその他のプロベーション・プログラムを受けている者であり、行為者がカウン

ティまたは矯正局の職員、契約職員またはボランティアであって、かつ、行為者がそのこと

を認識しているとき

相手方が裁判所によって未決拘禁で収容されているか、成人によって行われるならば犯罪

となる行為につき有責とされたために施設に収容されている者であり、行為者は、その者が

拘禁または収容されている施設の職員、契約職員またはボランティアであって、かつ、行為

者が被害者の立場を認識し、または認識すべき合理的な理由があるとき

法定刑 第 級性的行為罪も重罪であり、法定刑は次の通りである。

年以下の拘禁刑

これに加えて、本条の犯罪で被害者が 歳以下で、被告人が 歳以上である場合に

は、終身の電子監視を宣告する。

【 】第 級性的行為罪（ 重罪） 条

犯罪の成立要件 他人に対する性的挿入を行った者が次の要件を満たす場合は、第 級性

的行為罪を構成する。

相手が 歳以上 歳未満のものであるとき

性的挿入を達成するために、強制または抑圧が行われたとき ）

行為者が、被害者が精神的に無能力（ ）または能力が奪われ

（ ）、もしくは身体的に無力であることを認識し、または認識すべき

合理的な理由があるとき

被害者の 親等以内の血族または姻族の関係を有する者との間で性的挿入が行なわれた

が、その性的挿入はそれ以外の点では禁止されない状況の下で行われたときにも、行為者は

第 級性的行為罪で処罰される。相手方が被告人に対して権威ある立場にあり、被告人に対

して本号の犯罪を行うよう強制するためにその権威を行使したことは、本号の訴追に対する

積極的抗弁となる。被告人はこの抗弁を優越的証明によって立証する責任を負う。本号は、

両者が行為の時点で適法に婚姻している場合には適用されない ）。

相手方が 歳以上 歳未満で、公立または私立の学校の生徒であり、行為者が教員、

代用教員、または管理者であるとき。本号は行為の時点で相手方が学校にいなくなった場合

または両者が適法に婚姻をしている場合には、適用されない。

本罪の法定刑は、 年以下の拘禁刑である。

【 】第 級性的行為罪（ 軽罪）（ 条）

）強制または抑圧とは、前述した 条 の から に列挙されたものを含むが、これに限られ
るわけではない。
）この条項は、 年の改正で付け加えられたものであり、近親相姦を処罰するものといえる。



犯罪の成立要件 男であれ女であれ、他の人と性的接触を行ない、次のいずれかの状況が

存在する場合には、第 級の性的接触罪を構成する。

相手が 歳以上 歳未満であり、かつ、行為者が相手よりも 歳以上年長であるとき

性的接触を達成するために強制または抑圧が行われたとき ）

被害者が精神的に無能力（ ）または能力が奪われ（

）、もしくは身体的に無力であることを認識し、または認識すべき合理的な理由がある

とき。

被害者の 親等以内の血族または姻族の関係を有する者との間で性的接触が行なわれた

が、その性的接触はそれ以外の点では禁止されない状況の下で行われたとき。本号では、

条と同じような積極的抗弁が認められている。さらに、両者が適法な婚姻をしてい

る場合には、本号の適用はない。

行為者が精神保健の専門家であり、被害者が行為者の依頼人または患者である間に、また

は、そうした関係が終了した後 年以内に、性的接触が行われたとき。被害者の同意は、本

号の訴追に対する抗弁とはならない。本号の下での訴追は、被害者が精神的に無能力である

ことの証拠として使用されてはならない。

相手方が 歳以上 歳未満で、公立または私立の学校の生徒であり、行為者が教員、

代用教員、または管理者であるとき。本号は行為の時点で相手方が学校にいなくなった場合

または両者が適法に婚姻をしている場合には、適用されない。

法定刑 第 級性的行為罪は軽罪であり、その法定刑は、 年以下の拘禁刑または

ドル以下の罰金もしくは両者の併科である。

第 級性的行為罪と第 級性的行為罪との差異は、基本的にはここでも、性的挿入か性的

接触かの違いである。ただ、第 級性的行為罪が、精神保健の専門家と患者、依頼人との間

でも成立するとしている点は、第 級の性的行為罪には見られない特徴である ）。

【 】再犯加重と刑罰（ ）（ 条）

条 から 条 までの犯罪につき、 回目以降の有罪を言い渡すとき、宣告刑の

加重は 年以上でなければならない。再犯と見なされるのは、ミシガン州のこれらの条項だけ

ではなく、連邦またはその他の州の類似の性犯罪の規定に違反する場合を含む。

【 】性的行為罪を遂行する目的での暴行 重罪（

）（ 条）

性的挿入罪を遂行する目的で行った暴行は重罪であり、 年以下の拘禁刑に処する。

第 級性的行為罪を遂行する目的で行った暴行は重罪であり、 年以下の拘禁刑に処す

る。

【 】被害者の証言の補強証拠（ 条）

性的行為罪の各行為に対する訴追では、被害者の証言に対する補強証拠は必要とされない。

【 】被害者の抵抗は不要（ 条）

性的行為罪での訴追に関して、行為者に対する抵抗は必要とされない。
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）強制または抑圧の意義については、 条 の規定と同じである。
）この規定は、 年の改正で追加されている。
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【 】被害者の性的行動に関する証拠（ 条）

被害者の性的行動の個別事例（ ）に関する証拠、被害者の性的行動に関

する意見（ ）、被害者の性的行動に関する評判（ ）は、

条から 条までの犯罪に関して、原則として許容されない。ただし、裁判官

が および の証拠がその事件の争点となる事実に関して不可欠であり、その扇情的

または予断を抱かせる性質が証拠価値を上回るものではないと判断した場合は、この

限りではない。

被害者と行為者との過去の性的行動に関する証拠

精液、妊娠または病気の源泉を示す性的活動に関する個別事例の証拠

被告人が または に規定されている証拠を提出する場合は、訴追に関する罪状認否が

行われた日から 日以内にその旨を書面で申し立てて、証拠を提出しなければならない。

裁判所は提出された証拠が に照らして許容されるかどうかを決定するため、非公開審理

（ ）を命じることができる。事実審理の途中で新たな情報が発見され、そ

れが に従って許容できるものであるかもしれない場合にも、裁判所は提出された証拠

が に照らして許容されるかどうかを決定するため、非公開審理を命じることができる。

【 】氏名および事件の詳細の公表禁止（ 条）

条から 条までの訴追において、これらの規定で定める犯罪を理由に治安判

事（ ）の前に引致された者に対して、弁護人、被害者または行為者の要求に基づい

て、被害者および行為者の氏名、問責されている犯罪に関する事実の詳細を罪状認否、公訴棄

却またはその他の終局決定のいずれかが行われるまでの間、公表禁止を命じることができる。

【 】被害者としての配偶者（ ）（ 条）

被害者が配偶者であっても、 条から 条までの規定に基づいて問責または有

罪を宣告することができる。しかしながら、配偶者が 歳以下であること、精神的無能力で

あること、または精神障害を有することを唯一の理由として問責または有罪を宣告するここと

はできない。

【 】 鑑定（ 条）

条から 条、 条などの犯罪に関する 鑑定等を規定する。

この規定の趣旨は、性的行為罪に関して法律上列挙された規定に違反し、または違反の未

遂として有罪を宣告された者は、 の同一性確認または血液の遺伝子標識（

）の決定を行うための化学的検査を実施するために血液のサンプルを提供しなけれ

ばならず、かつ、唾液の分泌状態を決定するための化学的検査を実施するために唾液のサン

プルを提供しなければならないというものである。

【 】終身の電子監視（ 条）

歳以上の者が 歳未満の者に対して、 条または 条により有罪とさ

れた者について、終身の電子監視を命じなければならない。

【略】

． ．ミシガン州法の性的行為罪の特徴と法改正の効果

ミシガン州の性犯罪規定の改正は抜本的なものであり、ただちに全米各地で大きなインパ



クトを与え、各州の法改正を促した。この改正法の基本的な特徴は、以下の点である。

犯罪類型の構成においては、性中立的な用語を徹底して用いている。レイプ（ ）と

いう用語すら、時代遅れの社会的、性的なニュアンスを含むものとして使用を控えている。

性的行為罪は、上述したように第 級から第 級まで つの類型に区分され、それに応じ

て、法定刑も段階的に規定されている。第 級性的行為罪は加重的な性的挿入罪、第 級性

的行為罪は加重的な性的接触罪を示しており、第 級性的行為罪は性的挿入が第 級よりも

状況が軽い状況で行われた場合を類型化し、第 級は性的接触罪について、第 級のそれよ

りも軽い状況で行われた場合を類型化している。

被害者の態度を表すような文言は除かれ、行為の客観的要素に注目して類型化している。

その結果、その当時の他の法域における性犯罪規定と比較して、はるかに詳細に性的行為

罪を構成する行為の類型を規定している。

ミシガン州の法改正は、全米の法改正のモデルとされたが、改正の影響についていくつか

の実証的な研究がある。それらによれば、結論が分かれている。 年に

は、改正の前の 年間と後の 年間を比較検討している。

その結果、法改正によって逮捕、有罪宣告全般および第 級性的行為罪（改正前の 強

姦 ）での有罪の割合は上昇したとの結論を得ている ）。

また、 年にミシガン州カラマズーで が行った調査で

は、法改正によって有罪判決の低下傾向に歯止めがかかり、有罪判決を促進したとの報告が

なされている。さらに、 は、ミシガン州デトロイトで

年から 年にわたって調査を行い、警察への通報、正式起訴、有罪判決および実刑が総数

として増加し、正式起訴の割合も増加していると結論づけている ）。しかしながら、百分率

で見ると有罪判決、当初の起訴事実による有罪判決、実刑のそれぞれの割合は、改正の前後

で変わりはなかったとしている ）。

． アメリカにおける性刑法の改革

． ．改革の課題

ミシガン州を皮切りに、性刑法の改正が全米で遂行された。フェミニストは、主として

つの分野で性刑法の改正を強力に推進した。 つの分野とは、性犯罪の再定義、証拠法の改

正、同意年齢の見直し、法定刑の緩和である。以下、それらを概観してみよう。

性犯罪の定義の改正

アメリカでも、 数年前までは刑事法を教える教授たち──そのほとんどは男性であった

──は、成人の間の強姦にほとんど注意を向けていなかったといわれている。彼らは、強姦
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）
）

）彼らは、デトロイトだけではなく、シカゴ、フィラデルフィア、ヒューストン、アトランタ、ワシント
ン・ でも調査を実施し、変化は確認できないとしている。
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事件の問題点は、事実認定と証拠法にあるとしていた。しかし、近年では、強姦罪の定義そ

のものに問題があるという認識で合意が見られるようになった。強姦は、伝統的に 強制力

を用い、妻以外の女性に対して、その意思に反して性交をすること と定義されてきたが、

それは暴力によって同意なしにペニスを膣に侵入させることを意味した。このような伝統的

な定義自体が、女性に対する家父長的な態度を反映するものであり、性的強制の被害者に対

して、正義を否定するものであるという見解が支配的となっていった。このように、強姦罪

の定義が改正すべきであるという点では、大方の意見の一致がみられるようになった。しか

し、どのように改正をするべきかについては、見解は一致していない。

改革者たちは強姦についての狭い定義を変えて、暴力という現実を法文に具体化すること

を目標とし、強姦罪を暴行罪の一種として構成しようとした。暴力とは、その本来的な意味

として被害者の不同意を含意しており、強姦を暴力犯罪として定義することにより、被害者

の同意という問題を回避できると考えられたのである。

それにもいくつかのアプローチがある。一つは、あらゆるタイプの性的侵入および性的接

触を含む、より広い暴行を犯罪化することである。これとは別の改革のアプローチは、レイ

プを苦痛の大きさによって段階が異なる一連の犯罪に分割するというものであった。その苦

痛の大きさは、 強制の程度、行為の重大性（挿入か、性的接触か）、 被害者に対して加

えられた傷害の程度、 被害者の年齢、 被害者の抵抗不能などの事情によって異なるとさ

れた。いくつかの州は、さらに進んで、性犯罪の性的側面から暴力的側面に焦点を移し、

強姦 （ ）という用語を廃止して、たとえば 性的暴行 （ ）という用

語に置き換えている。さらに、いくつかの州は 同意 という文言を除去しようとした。す

なわち、不同意が現に存在したことを表現する特定の状況──たとえば、武器の使用など

──を規定して、同意という文言を完全に削除した。別のいくつかの州は、強姦に関しては

同意という文言を存置しつつ、強制力といった一定の状況を必要としない不同意の性的接触

を犯罪化した。

後述する証拠法の改革も、同意の問題と不可分である。いくつかの州は、 同意 という

文言を残しつつ、犯罪者の行為よりも被害者の態度に注目するような伝統的な証拠法を改革

しようとした。

性刑法の改革では、見知らぬ者による犯行よりも顔見知りの者による強姦を摘発し、処罰

することが重視されてきた。しかし、ほとんどの州では顔見知りの間でのレイプに関して

は、依然として、不同意性交が 強制力を行使したり、行使するという脅迫をともなうか、

または 意識を失っていたり、薬物やアルコールで酩酊状態にあったり、一定の年齢以下で

あったり、その他の理由で精神的に無能力でないかぎり、レイプではないとしている。それ

に加えて、言葉の上で性交を拒否していても、行為者の男が強制力を行使していない以上

は、レイプには当たらないとする立法や法の運用が行われてきた。したがって、暴力以外の

脅威を内容とする脅迫（ ）、例えば、 言うこときかないと首だ といっ

た脅しや、欺罔による同意がある場合には、レイプには当たらないことになる。このよう

に、多くの州法は、現在のところ、今なお強制力という要件を残しているといってよい。

もっとも、現状を固定的に見るのは相当とは言えないという指摘も行われている。すなわ

ち、長期的な傾向としては 強制的なレイプ （ ）が、強制力を必ずしも含ま



ない、一連の類型に置き換えられてきているといってよい。この傾向は、判例が最大限の抵

抗を要求した伝統的なレイプの概念を修正するようになったことに起点を有する。最近、多

くの州が部分的な改正によって伝統的なレイプの規定を変更している。例えば、すでに見た

ミシガン州の規定にあるように、心理療法士と患者の間での強制力によらない性交を犯罪化

している ）。また、いくつかの州は欺罔による同意を得て行う性交を一般的に禁止する規定

を置いている ）。また、いくつかの州は、日常的なデートの場面でも強制力の要件は不要で

あるとされている ）。こうしたレイプ概念の拡大という傾向は、将来的にも長く続くであろ

うと指摘されている ）。

多くの州の法律は、男性、配偶者および同棲者など、伝統的には強姦罪の保護を受けてこ

なかった被害者の保護を図った。その一つが、強姦罪の性中立化である。伝統的な強姦罪

は、男性のペニスによる女性の膣への侵入を意味した。フェミニズムはこの定義を批判し

て、レイプの意義を拡大し、性的挿入──膣、口、肛門のいずれに対するものであれ──お

よび性的な部位への接触が含まれるようになった。女性が行う男性または女性に対する犯罪

を処罰するために、用語の性中立化も行われた。

証拠法の改革

伝統的なコモンローのもとでは、被害者は強姦を立証するために自分の証言に関して補強

証拠が必要とされた。そのため、いくつかの州では、強姦罪については被害者の証言だけで

有罪を宣告することができないとされていた。他方、裁判官は陪審員に対して 強姦の告訴

はでっちあげが容易である 旨の警告的説示（ ）を与えていた。これ

に加えて、被害者の過去の性遍歴が強姦ではなかったことの証拠として用いられた。すなわ

ち、その女性の貞操に関する気質は性的交渉につき同意があったかどうかにとって関連性が

あるとされていた。そのため、顔見知りの間の強姦の事例では、裁判所は、刑事弁護人が女

性は乱れた性的関係を有する人間であると描き出そうとして、反対尋問で被害者である女性

の性的遍歴を質問することを許容していた。さらに、被害者の告訴は 新鮮なものであるべ

きである （ ）というルールに基づいて、被害者が速やかに被害を通報しな

かったことが強姦の訴追を却下する理由となっていた。

改革者たちは、補強証拠や陪審に対する警告的説示といった立証上の負担は、強姦以外の

犯罪では要求されることのないものであるとし、これを除去する努力を行った。改革運動の

鍵となったのは、レイプ・シールド法（ ）の制定であった ）。これは、主

尋問および反対尋問において、被害者の被告人および被告人以外の者との間での過去の性的

行動に関する証拠の許容性を制限するものである。多くの州は、被告人との間の過去の性遍

歴を証拠として利用することを制限し、その結果、それは非公開での審理（ ）で
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） 彼女に
よれば、 年の時点で の法域で精神保健専門家とその患者の間での性的接触を禁止している。
）テネシー州とアラバマ州で、欺罔による性交を処罰する規定を置いている。
）判例として、 。
）
）アメリカにおけるレイプ・シールド法に関する詳細な分析としては、伊藤睦 刑事手続における性犯罪
被害者の権利──アメリカにおけるレイプ・シールド法をめぐる議論を手がかりとして 齊藤豊治 青井
秀夫編 セクシュアリティと法 （ 年、東北大学出版会） 頁 頁。



アメリカにおける性刑法の改革（斉藤）

なければ認められないとし、また、同意の証明などの一定の目的のためにのみ許容されると

された。各州はまた、被告人以外の第三者との間の過去の性遍歴を証拠として利用すること

を厳しく制限しようとした。特定の場合とは、精液の同一性、隠れた動機、過去の不実の告

発の証明といった目的である場合が含まれる。いくつかの州は、同意や信用性を証明するた

めに、性遍歴を証拠として利用することを禁止した。

これに加えて、被害者の証言には補強証拠が必要であるというルールもほぼ消滅し、迅速

な通報を要求する法律規定も廃止された。そして、裁判官は陪審員に対して前述のような警

告的説示を行なわないようになっている。

同意年齢をめぐる改革

改革者たちは、児童の保護は維持しつつも、 代の若者の間での同意に基づく性的行動

は許容するという立法を促進する立場から、同意の法定年齢に関する法改正に努めた。この

法改正は、年齢段階が異なる一連の犯罪およびこれと比例した罰則を設けるとともに、年齢

の錯誤という抗弁（ ）を除去するものであった。この年齢の錯誤の

抗弁は、被害者は実年齢よりも大人びていたので、同意年齢に達していたと誤解していたと

主張することで、行為の責任を免れることを許容するものであった。

法定刑の改革

伝統的に強姦罪の刑罰は峻厳で、犯罪の重大性の程度に応じた刑罰の差異を認めず、一律

に死刑もしくは終身刑とされていた。改革者たちは、強姦罪に関するそうした峻厳な法定刑

を改めようとした。彼らは一般的には法定刑の引き下げを主張したが、宣告刑の下限を設定

する制度（ ）を導入し、刑罰は行為の重大性に応じて宣告さ

れるべきだと主張した。

法定刑の緩和という主張は、厳罰化が声高に主張されている日本の現状を見ると、奇異に

感じられるかもしれない。フェミニズムの論者たちは、刑罰が厳しくないならば、裁判官や

陪審員は有罪宣告をためらわなくなり、より確実に有罪が宣告されると推測したのであっ

た。

． ．改革の効果に関する評価研究

アメリカにおける性刑法の改正は上述した つの領域で進展を見せた。しかし、実際にも

たらされた改革は、州によって実に様々であった。しかも、多くが改革前の特徴を色濃く残

していた。改革は女性の権利の擁護者と 法と秩序 のグループとの連合によって実現され

た。後者は、フェミニズムとは異なる保守的なグループであり、犯罪率の増加と犯罪に対す

る寛容な刑事司法への懸念を有していた ）。

日本とは違って、アメリカでは重要な法改正が行われた場合、その運用状況をフォローす

る評価研究が研究者によって行われることが少なくない ）。性犯罪に関する刑事法改革に関

しても、そのような評価研究がいくつか行われてきている。そのうち、ミシガン州の法改正

の影響に関する調査については、さきに紹介をした。ここでは、それ以外の調査に関して紹

）フェミニズムと保守的なグループは、配偶者間のレイプに関して鋭く対立した。保守的なグループは、
配偶者間のレイプを処罰する改正には強く反対をした。



介をしておきたい。

が 年から 年にかけて実施し、 年に公表した調査 ）によれば、ワ

シントン州の法改正は強姦事件の処理に対してほとんど影響がなかったという結論を示して

いる。 は 年間にわたってキング・カウンティ裁判所（シアトル市）の検察官の訴追

記録を検討し、レイプ改革法の主たる効果は、法執行の手段の変化よりもむしろ、社会全体

にとって象徴的で教育的な効果をあげたことであるとした。彼の調査では、法執行の手段に

注目した場合の最も顕著な変化は、レイプの段階づけを行ったことから生じたとしている。

すなわち、行為の重大性に比例した類型を設けて、刑罰もそれに対応させたことによって、

改正法の下では処罰の確実性が高まった。しかし、そのことは、厳罰化が進んだことを必ず

しも意味しない。 は、有罪宣告、有罪の答弁、訴追が法改正によって影響を受けたわ

けではない、との結論に到達している。

は、 年から 年にかけて、カリフォルニア州の法改正の影響を調査

し、 とほぼ同様の結論を下している ）。彼によれば、逮捕後の重罪の訴追の割合およ

び有罪宣告後の施設収容の割合を分析し、改正後の増加はわずかであり、その他の点では変

化はなかったとした。

は、 年の論文の中で、それまでに公表された

社会科学の文献をレビューし、レイプ事件における司法制度の運用に改善が見られるもの

の、レイプ事件の処理の既決（ ）にはほとんど変化はなかったとした ）。レイプ法

の改正はシンボリックな意味をもつだけではなく、より積極的な通報、逮捕、訴追、有罪、

量刑へと導くであろうという期待されていた。しかし、実証研究の多くは、刑事司法の運用

における事件処理には、あまり変化を生じさせなかったことを示唆した。

以上の調査結果については、改革者の期待に反するものであったという評価がある。なぜ

なら、証拠法の改革は、前評判は高かったにもかかわらず、強姦事件の通報、処理、有罪宣

告に対して、ほとんど影響を与えなかった。なるほど、女性は強姦の被害をより積極的に通

報するようになっている。事例調査の結果、陪審も、訴追事実に関して女性に同情を示すよ

うになったことが裏付けられる。しかし、こうした前進は、個別の法改革の効果というより

も、顔見知りの間でのレイプに関する人々の態度の改善によると解されている ）。

しかし、これとは異なる評価をする調査結果もいくつか見られる。たとえば、

は、 年に発表した論文 ）では上記の評価を変え、次のような指摘を行っている。
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）日本でも、意見が鋭く対立した立法において 見直し 規定が設けられるようになり、評価研究の重要
性は意識されるようになり、そのような試みが行われるようになっている。しかし、評価研究では、例外
はあるものの、法案の賛否という事前の態度が刷り込まれており、科学的な手続が軽視される傾向にあ
る。
）

）
）

）もっとも、法改正が象徴的、教育的な意味を持ち、とりわけ、顔見知りの間でのレイプに関して、人々
の意識に変化をもたらしたという点について、各種の調査がほぼ共通して指摘している。
）



アメリカにおける性刑法の改革（斉藤）

この 年の間にレイプに関する人々の態度に変化が見られる。 数年前と比べて、被

害者はレイプ被害を通報するようになり、いくつかの管轄区では、顔見知りの間でのレイプ

事件についても、有罪判決を得ることが容易になっている。レイプ・シールド法の下で被害

者は敬意を払った取扱いを受けるようになっている。 賢明な法改正を選択するならば、歴

史的にレイプ事件において存在してきた問題の解決について楽観的となる十分な理由が存在

する と結論づけている。

年に公表された の論文 ）は、 年から 年

の間で全米の各州とワシントン の法改正が強制的なレイプ（ ）の通報件数

と逮捕件数に与えた影響を調査する包括的なものであった。 年から 年までの 年間

に全米で の警察組織への通報と警察の逮捕、検挙の推移を統一犯罪報告書（ ）の

データにより分析し、法改革の影響、効果を測定している。

それによれば、よりリベラルでフェミニストに好意的な立法は、通報と逮捕の双方に明ら

かな影響を及ぼしたとしている。とくに、性犯罪を連続体で定義すること（段階に応じて類

型化し、刑罰も段階的にすること）、配偶者や同棲者を訴追すること、被告人やその他の者

と被害者の間での性的な関係に関する証拠の許容性を制限すること、同意年齢に関する錯誤

の抗弁を否定することといった改革は、警察が確かな根拠による通報と判断した事件の増加

を導き、さらにそれが逮捕件数の増加をもたらした、としている。

以上のように、レイプに関する法改正が与えた影響に関しては、調査が蓄積されてきては

いるものの、共通の確定的な結論が得られる段階ではなく、結論は暫定的なものに止まると

いうのが現状のようである。とくに、警察、検察、裁判所での性犯罪事件の処理に影響を与

えたのかという点については、評価が分かれている。しかし、法改正が象徴的な意味を持

ち、女性の性的自己決定権を重視する方向で人々の意識を変え、その結果、被害者が泣き寝

入りをしないという方向での影響をもたらしたという点については、多くの一致が見られる

といってよい。

一連の改革を通じて、強姦罪は実際には二つの異なる犯罪であるという点が認識されるよ

うになっていったといわれている。すなわち、一方では加重的な強姦と呼ばれる類型であ

り、見知らぬ人による強姦、武器を持った男による強姦、被害者が隠れた傷を負っているよ

うな類型であり、この領域では刑事司法は比較的よく機能しているといえる。しかし、問題

は親密圏ないし顔見知りの者による、武器を持たないで行われる強姦であり、付随的な傷害

を負わない類型である。この類型は、具体的には、デート・レイプ、恋人によるレイプ、隣

人によるレイプ、職場の同僚や上司、雇主によるレイプ、さらには、夫婦間のレイプであ

る。こうした類型では、刑事司法がうまく機能して来なかったとの評価が行われている。

すなわち、被害者は、これら顔見知りの者によるレイプを警察に通報する割合が低く、と

きにはそれがレイプであるという認識すら持っていない。警察に通報しても、警察官は彼女

の言を聞こうともしない。検察官は起訴をしないことも多いし、陪審員も有罪を言い渡さな

い傾向がある。上訴裁判所の決定にも問題が多い。この領域は、 問題、セクシャル・

）



ハラスメントの問題とも重なり合う。

親密圏での女性に対する暴力、とりわけ、 に関しては、強制的逮捕制度 ）、強制的訴

追 ）をはじめとする一連の改革は、こうした流れのなかで生じてきている。それは に

共通する問題であり、必ずしも性暴力に限られるわけではない。しかし、本稿では性刑法の

問題に限定しているので、詳細な検討は、他の機会に譲ることにしたい。

．むすびに代えて

アメリカの性刑法改正は、西欧諸国にも大きな影響を及ぼし、各国の法改正を促進した。

しかし、わが国では性刑法の法定刑の引き上げ、集団強姦罪の新設、被害者の刑事手続での

保護と参加を促す立法措置や運用改善の努力が行われてきた。そうした措置は、 法と秩

序 派と被害者運動の高揚に対応するものであり、フェミニズムの主張も、それらの動きと

連動することで、部分的に実現されたにすぎない ）。性刑法の全般的な見直しやレイプ・

シールド法の導入の検討は、残された課題である。

性刑法の実体法についていえば、日本の刑法の規定は抽象的であるが故に、持続力があっ

たともいえる。そこでは、コモンローの強姦の観念が支配していたかつてのアメリカとは異

なり、抵抗要件は明記されてはおらず、強姦罪を補うものとして強制わいせつ罪の規定があ

り、夫婦間での強姦が明文で排除されているわけではない。こうした出発点の違いを考慮し

ても、なお、立法でも法運用においても一定の見直しが必要であろう。立法論としては、強

姦罪規定の性中立化、夫婦間強姦の規定の導入、レイプ・シールド条項の導入、行為類型の

多様化と法定刑の段階の細分化などが検討課題となろう。
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