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①論点 

 

現在日本では、強姦罪は 3 年から 20 年の刑罰が、強制わいせつ罪は 6 か月以上 10 年以下

の懲役が科されており、性犯罪者は性的な欲求が動因の根底にあるが、刑期を満了しても性

的欲求がなくなるわけではない。また、刑務所や保護観察所では性犯罪者に対して、「認知

行動療法」を基礎にした「更生プログラム」が用意されている。これは、罪を犯す自分を正

当化するような「認知のゆがみ」を修正するものであるが、目覚ましい効果は見受けられな

い。そこで、化学的去勢を行えば性欲を抑制でき、再犯率が減るとも考えられる。懲役刑に

付加して、下図の「プログラム対象者」のうち、強姦は初犯、強制わいせつ罪は、二回目以

降から強制的に化学的去勢を行うという処遇は認められるか。 

※処遇の期間は人それぞれ（永遠に投薬を続けるわけではない） 
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②性犯罪の現状 
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【犯罪の動因】 

・日常のストレスからネットに依存し、違法なアダルトビデオなどを見て気を晴らす。酔っ

ぱらったとき等に、ふと「自分でもできるのではないか」と思い、のぞきなどから実行に移

す。成功すると充足感が得られ、エスカレートしていき自分では止められなくなる。 

 

・性暴力の動機は「衝動的でコントロール不能」と考えがちだが、実際には違う。加害者

は、犯行を成功させるという目的に沿って、「狙いやすい対象」をえらび、「犯行が成功し

やすい場所や時間」を選んでいる。（「性犯罪者の頭の中」鈴木伸元著４８頁） 

 

・性犯罪者の多くは、「支配」「優越」「復讐」「依存」など様々な欲求によって行われ

る。そして、犯行がうまくいくことで、そうした欲求は一時的に充足される。その充足感に

よって、性暴力は一般的に”習慣化”しやすい （「性犯罪者の頭の中」鈴木信元著５１頁） 
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③性犯罪被害者 

 

【性犯罪の被害】 

魂の殺人とも呼ばれる、被害を受けた女性の人権と尊厳を踏みにじるのが性犯罪。裁判で争

うときはすべてを根掘り葉掘り聞かれ、あたかももう一度レイプされるようだ（セカンドレ

イプ）ともいわれる。 

 

→根本的に性犯罪を無くしたい 

 

 

 

【性暴力が被害者に与える影響】 

性暴力：個人の自由な同意なしに他者から振るわれる性的行動 
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⑴リプロダクティブ・ヘルスに与える影響 

リプロダクティブ・ヘルス：人生のあらゆる段階で生殖機能の過程やその機能と生殖器官に

対処するものであり、単に疾病や虚弱がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的

に完全に良好な状態にあること（アメリカ疾病予防センター） 

 

性暴力による影響：生殖器への外傷、レイプによる妊娠、エイズなどの性感染症など 

 

 
 

母体保護法第 14 条 1 項の 2：暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶すること

ができない間に姦淫されて妊娠したもの → 人工妊娠中絶できる 

 

⑵精神健康に与える影響 

 

・PTSD（Post Traumatic Stress Disorder：心的外傷後ストレス障害）：強烈なショック体

験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間が経ってからも、その経験に

対して強い恐怖を感じるもの。 
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⑶行動様式に与える影響 

・アルコール乱用、物質乱用 

・再被害 

・リスクの高い性行動 

 

 

⑷生命に与える転帰 

性暴力により被害者が妊娠合併症、安全ではない中絶、エイズ感染、強姦致死などによって

死に至る場合がある。 

性暴力被害者は、非被害者に比べ、自殺念慮、自殺企図率が高いという報告もある。 

 

→性犯罪は被害者のその後の人生を大きく狂わせてしまう 

 

 

【被害者の声】 

 

電車の中で痴漢にあったことが引き金でパニック障害に。そのパニック障害から少し元気に

なった頃、強姦される。街中でエステの勧誘を受けてついていくと、マンションに入った途

端男が豹変。「俺の女になれ」と言われながら犯され、ムービーまで撮られる。 

 

 

 

from niko 

to  声を聴かせて 

日付 2011 年 2 月 21 日 21:00 

件名 re:はじめまして。niko と申します。 
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にのみやさん 

 

niko です。ご返信、本当にありがとうございました。 

働きたいのに、たくさんの弊害が邪魔をする。もうすぐ、会社も自動解雇になります。 

一度、お電話させていただきたいと思っているのですが、悲しいことに現在同棲している彼

は、「声を聴かせて」の皆さんを信用していません。 

本当に被害にあった人たちの集まりである証拠なんてどこにもないだろうと。簡単に人を信

用した結果、被害にあったのに、何も学習せずにまた簡単に、見ず知らずの人たちを信じよ

うとしている、と。また信じて裏切られ、私が傷ついたら今度こそ壊れてしまうことを危惧

しているようです。 

でも、それ以上に、もう限界なんです。「声を聞かせて」の皆さんを、人を信じる最後にし

たいと思います。裏切られてしまったら、人間はそこまでの生き物なのだと見切りをつける

ことにします。 

次のお電話をさせていただけるタイミングはいつですか？よければご返信ください。 

覚えているうちに書かせていただきます。何が変わるわけではないのですが、誰よりも共感

していただけることを願って。 

実は今日、激しいフラッシュバックのために咄嗟に眉毛用の剃刀で手首を切りました。滴る

血もそのままに、フラッシュバックや悪夢に苛まれるこんな辛い思いをしたくない、どうせ

もうすぐ無職になるのだし、とふらふら台所に向かい、包丁で再度手首や脇腹、脚を切り、

お風呂に浸かりました。浴槽の温かいお湯にゆっくり赤い血液が流れ出し、染まっていくの

をぼんやりと見ながら、ああ、これで楽になれる、解放感とお湯の心地よさの中、目を瞑っ

たのを覚えています。 

結局、「最後に迷惑をかけます。ごめん」と彼にメールをしてしまったために失敗に終わっ

てしまったのですが。。 

今は左手首から先がピリピリしていて上手に動かすことができません。でもこれからもきっ

と何らかの方法で近いうちに死を選ぶ気がします。 

生きたくない。 

 

にのみや さをり、2011、「声を聴かせてー性犯罪被害と共に、ー」、窓社 
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④日本の現状の対処法 

【強制わいせつ】 

第 176 条 

13 歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6 月以上 10 年

以下の懲役に処する。13 歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする 

 

【強姦】 

第 177 条 

暴行又は脅迫を用いて 13 歳以上の女子を姦淫した者のは、強姦の罪とし、3 年以上の有期

懲役に処する。13 歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 

 

再犯防止指導 

法務技官や法務教官が臨床心理士などと連携を取りながらプログラムを実施している。 

再犯リスクの高低によって３つに分かれている。プログラム一回当たりの時間は 100 分

で、週に１～２回受講するが、全体の受講期間が３つのグループで異なっている。（認知行

動療法） 

※保護観察所でも二か月ほど性犯罪者を対象としたプログラムが行われている 

 

高密度・・・約 8 か月 

中密度・・・約 6 か月 

低密度・・・約 3 か月 

 

⑴自己統制・・・事件につながった要因について検討、特定する 

⑵”認知のゆがみ”と変容・・・偏った考え方を修正させる 

⑶対人関係・・・対人関係における問題点を改善させる 

⑷感情統制 

⑸共感と被害者理解・・・被害者の苦しみを考え、他社への共感性を高めさせる 

 

 

 

→効果     

性犯罪を含む全ての再犯率   受講者２１．９％  非受講者２９．６％ 

性犯罪の再犯率        受講者１２．８％  非受講者１５．４％ 
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高密度と判定された者     受講者３４．８％ 非受講者４６．４％ 

中密度と判定された者     受講者２０．０％ 非受講者２２．４％ 

低密度と判定された者     受講者４．８％  非受講者１２．６％ 

 

再犯はゼロにはならない。どうすれば、特に問題が多い常習性の高い性犯罪者のリスクを減

らすことができるだろうか 

 

 

 

 

⑤諸外国の導入状況 

 現在、性犯罪者に対する薬物治療制度を導入している国は、デンマーク、ノルウェー、フ

ィンランド、エストニア、アイスランド、ラトビア、スウェーデン、ドイツ、アメリカ等で

ある。 

 

⑴デンマーク 

 デンマークは、1929 年に去勢に関する法律を制定することで、欧州国家の中で外科的去

勢を合法化した最初の国家となった。1929 年から 1973 年までデンマークで外科的去勢が

執行された性犯罪者の数は、約 1,100 人に達している。しかし、外科的去勢に対しては、回

復ができない残酷な刑罰であるとの批判があったため禁止されることとなり、1973 年から

は化学的去勢が実施されることとなった。 

 デンマークの化学的去勢の対象者は、性的本能により犯罪を犯す可能性があったり、重大

な精神的苦痛または社会的な困難がある者とされている。化学的去勢の対象者は、21 歳以

上であり、自発的な同意を得てから化学的去勢が実施される。化学的去勢は、医師によって

行われることとなり、これによる直接的な結果及び危険性について事前に告知された状態で

同意を得なければならない。 

 化学的去勢の対象者に法的な意思決定能力がない場合には保護者が代わりに同意すること

ができる。 

 

⑵ドイツ 

 ドイツの自意的去勢及びその他の治療方法に関する法律は、1969 年に制定され、2008 年

12 月に改正された。 

 法律上の去勢とは、男性の非正常的な性的衝動に対応するための措置で、意図的に性的ホ

ルモンを除去及び持続的に機能されないようにすることである。去勢の目的は、性犯罪者だ



15 

けでなく、性転換の場合でも許容される。医師による去勢は、刑法上の身体障害罪の正当化

事由として規定しているが、次の条件を満たすことが必要である。すなわち、本人の同意が

あること、事前に同意の根拠と意味、事後的な効果及びその他の治療方法の可能性と他の状

況について充分な説明があること、医学的な治療が対象者に重大な疾病、精神的な障害又は

異常な性的衝動と関連した苦痛の防止、治療又は減少させるものであること、対象者の年齢

が 25 歳以上であること、去勢治療が肉体的・精神的に過度な損傷が予想されないこと等で

ある。去勢の対象犯罪は、14 歳以下に対する性的強要罪・強姦罪及び同致死罪・準強姦

罪・準強姦罪・準強制わいせつ罪、身体障害罪・危険な身体障害の罪・被保護者に対する虐

待行為罪等である。 

 

⑶ノルウェー 

 ノルウェーの性犯罪者に対する薬物治療関連法律は、1934 年に制定、1977 年に改正され

た。ノルウェーでは、個人の非正常的な性的本能により性犯罪を犯した場合に化学的去勢を

することができる。化学的去勢の前には、去勢委員会による調査と承認が必要であり、化学

的去勢による副作用は、事前に説明されることになっている。 

 

⑷フィンランド 

 1970 年に制定されたフィンランドの化学的去勢は、性的本能により重大な精神的苦痛又

はその他の望ましくない結果が発生する可能性があり、こうした行為等が化学的去勢によっ

て減少させることに関する合理的な根拠がある場合のみ対象者本人による申請によって実施

され、強制的な化学的去勢を認めていない。 

 化学的去勢をするためには、まず、化学的去勢に関する相談を行ってから対象者が同意す

る必要があり、化学的去勢の申請はいつでも撤回することができる。 

 化学的去勢の申請者が拘禁されている場合には、その申請は矯正施設の長の確認が必要で

あり、化学的去勢が許容される以前に国家医療委員会が化学的去勢を執行することが対象者

の精神障害の治療に必要であることを最終的に判断することになっている。 

 このようにフィンランドの化学的去勢は、専ら対象者の精神的な不安の解消と自発的な申

請がある場合のみ許容される。したがって、20 歳未満の者、精神疾患者、重度の精神障害

者等に対する化学的去勢は厳格に禁止されている。また、化学的去勢が執行される前に発生

する可能性があるすべての結果に対して説明すべきであり、執行機関は必ず化学的去勢の申

請者の精神的な適合性を判断するための調査をしなければならない。さらに、化学的去勢申
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請者の配偶者ないし後見人には意見を陳述する機会が与えられるとともに、化学的去勢と関

連した秘密を侵害する行為に対しては刑罰を科することができる。 

 

⑸スウェーデン 

 スウェーデンの場合、1944 年に性犯罪者に対して化学的去勢ができる法律を制定した。

化学的去勢は、23 歳以上で、当事者の性的衝動により社会に危害を与える可能性があると

判断した場合、そして対象者が自分の性的嗜好ないし非正常的な性的衝動により相当な程度

の心理的障害若しくはその他の障害があると判断された場合に許容される。 

 化学的去勢は、本人の同意が必要であるが、例外的に精神的障害者に対しては非自発的な

化学的去勢も許容されるのであり、国民健康及び福祉委員会の承認を得てから専門医によっ

て行われる。化学的去勢の事実は秘密にしており、公開した場合には処罰される。 

 

⑹チェコ 

チェコの場合、1966 年に物理的及び化学的去勢に関する法律が制定され 1991 年に改正さ

れた。化学的去勢は、対象者の同意を得てから実施するが専門委員会の承認を得てから保健

省の決定によって行われる。専門委員会の構成は、弁護士及び泌尿器科専門医、その他の医

師等によって構成される。さらに、化学的去勢の実施する前に副作用について対象者に説明

することになっている。 

 

⑺ポーランド 

 2009 年 9 月、ポーランドでは 15 歳未満の児童を対象とする性犯罪者又は親族に対する

性犯罪者に対して強制的な化学的去勢をすることができる法律が制定された。この法律は、

2008 年に Joseph Fritzl という 45 歳の男性が、21 歳の娘を 6 年間にわたって監禁・強姦し

て 2 人の子どもを出産させた事件を契機に制定されたのである。 

 2010 年 6 月に施行された法律によると、15 歳未満の児童を対象とする性暴力犯罪者ない

し親族に対する性暴力犯罪者等に対して本人からの同意がなくても裁判所の命令があれば釈

放の 6 ヶ月前から性衝動を抑制する薬物を投与することができる。裁判所は、精神科医師

の意見を考慮して化学的去勢を実施することができるのである。 

 

⑻アメリカ 

 アメリカで最初に性犯罪者に対して化学的去勢を実施したのはカリフォルニア州で、

1996 年のことである。カリフォルニア州では、従来の州刑法第 645 条を改正し、第 645 条

第 a 項により、13 歳未満の者を対象として同条第 c 項で規定している犯罪を犯して有罪判
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決を受けた者は、各条項で規定されている処罰以外に裁判所の決定によって仮釈放の時に

MPA による治療ないしこれに準じる化学的療法を受けることができるとしている。さら

に、第 645 条第 b 項では、13 歳未満の者を対象として同条第 c 項で規定されている犯罪を

犯して再び有罪判決を受けた者は、各条項で規定されている処罰以外に仮釈放の時に MPA

による治療ないしこれに準じる化学的治療を強制的に受けさせることができるとしている。 

 第 645 条第 c 項で規定されている犯罪は、強制的な肛門性行為を処罰する刑法第 286 条

第 c 項及び第 d 項、14 歳未満の者に対する強制的わいせつ行為を処罰する刑法第 288 条第

b 項、強制的な口腔性行為を処罰する刑法第 288a 条第 c 項及び第 d 項、強姦行為等を処罰

する刑法第 89 条第 a 項及び第 j 項である。 

 第 645 条第 d 項による MPA 治療は、性犯罪者が仮釈放として出所する一週間前に実施

し、仮釈放の期間中でも刑務所委員会によって薬物治療が必要ではないとの意見がない限り

持続される。さらに、第 645 条第 e 公は、対象者がホルモン薬物治療の代わりに永久的・

外科的治療を自発的に受けた場合には、第 645 条を適用しないと規定している。 

 カリフォルニア州の化学的去勢は、アメリカで初めて制定された化学的去勢関連法律で、

アメリカの各州の化学的去勢関連法律のモデルとなっている。法律では、医師または医療専

門家の医学的な安全性に対する判断が必要ではなく、性犯罪者が性的倒錯症があるとの医師

の判断と対象者の同意も必要ではないのである。さらに、対象者に治療効果に関して説明を

受ける権利は認められるが、これを拒否する権利は認められない。性犯罪者が化学的去勢を

回避できることは、物理的去勢を選択した場合のみ認められるのである。 

 

→多くの国で外科的去勢は認められていない 

 化学的去勢は本人の同意を必要とする 

 

 

 

 

⑥化学的去勢の効果 

 

化学的去勢（かがくてききょせい,chemical castration）とは、外科手術を行って性腺を除去

するのではなく、性ホルモンの働きを阻害する薬品（抗男性ホルモンなど）を投与すること

により、性腺の機能を停止させることで実質的に去勢と同じ効果を与えることをいう。 

化学的去勢の場合、完全に機能停止して、薬物の投与をやめても元に戻らない場合もある

が、投与期間が短くまた量もあまり多くなかった場合は、中止後機能回復する場合もある。 

http://www.femine.net/wiki/wiki.cgi?%e6%80%a7%e8%85%ba
http://www.femine.net/wiki/wiki.cgi?%e6%80%a7%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%a2%e3%83%b3
http://www.femine.net/wiki/wiki.cgi?%e5%8e%bb%e5%8b%a2
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しばしば性犯罪者に対する刑罰＋再犯防止処置として化学的去勢が行われている。自分の性

欲をコントロールしがたく思っている人の場合、刑罰でなくても化学的去勢を望む場合があ

る。アメリカなどでは、長期間の懲役か化学的去勢かを犯罪者本人に選択させるという判決

が出たケースもある。 

 

 

・費用 

韓国では、男性ホルモン（テストステロン）分泌を抑制する「抗男性ホルモン剤」

（GnRH）を毎月 1 回ずつ注射する方法がとられているが、費用は 1 回当たり約 22 万ウォ

ン（約 1 万 6000 円）。  

 

 

 

 

【化学的去勢の 3 つの方法】 

 

化学的去勢とは、性暴力犯罪者を含めた常習的な性犯罪者に対して性衝動性及び性ホルモン

であるテストステロンを減少させ、性犯罪を予防する医学的な制裁方法であり性衝動薬物治

療、とも呼ばれている。 

 

 

具体的には以下の 3 種類の方法で行われる。 

 

 

 

１．男性の精巣で分泌される男性ホルモンを除去する方法 

２．女性ホルモンを投与して男性ホルモンの分泌を抑制する方法 

３．男性ホルモンの分泌を遮断する方法 

 

 

２について 

→一般的に、プロゲステロンという女性ホルモンの一種の MPA が使用される。男性ホルモ

ンの数値を下げて性的衝動の抑制効果は高いが、体重の増加や疲労、頭痛や体毛の減少、胃

の障害等を含む副作用を有している。MPA は治療してから約 1 か月後に効果が現れ、治療

を中断すると７～１０日程度で性機能が回復される。 
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３について 

→デポプロベラという薬物を使用する。デポプロベラは男性ホルモンを抑制することができ

るため、一時的な去勢効果を得ることができるが、ＭＰＡと同じく体重の増加や緊張、無気

力感、筋肉痛等の副作用がある。 

 

 

〈副作用に関する情報〉 

・体重の増加、慢性疲労、頭痛、憂鬱症、胃の障害等(デポプロベラ、ＭＰＡ) 

・長期的な投与による臓器機能の障害等(ＣＰＡ、ＬＨＲＨ) 

 

 

【期待される効果】 

 

a.抑止力 

→性犯罪を犯した場合去勢されてしまうという恐怖。 

 

b.再犯防止 

→化学的去勢を行うことで、そもそも性欲が抑制され、再犯を防ぐことができる可能性があ

る。 

 

【b 根拠】 

●精神科医のクリストファー・ラーム氏によると、この虐待は「激しい性的興奮」「自己コ

ントロールの乱れ」「他人への共感の欠如」の少なくとも３つが要因。そのため、男性ホル

モンのテストステロンを低下させることで、小児性愛に起因する虐待のリスクを減らすこと

ができるとみている。 

 

 

●抗男性ホルモン剤系の薬物とカウンセリングを併用して治療を受けた強迫性のある性犯罪

者は、性行動を自己管理できるようになったという結果が示されている。薬物の投与によ

り、勃起や射精の頻度が減り、性欲が抑止され。性的な空想も減少されたという。 

（1966 年にジョブホプキンス大学で始まった研究より） 

 

 

●〈韓国で実際に再犯が無くなった事例〉 
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 A さん（48）には性的倒錯の症状があり、1984 年から 2002 年にかけ、13 歳未満の女児

4 人に性的暴行を加え、22 年を刑務所で送った。繰り返し収監されたため、以上自宅で過

ごしたことはない。2012 年に出所した A さんは法務部（省に相当）の薬物治療命令で韓国

初の「化学的去勢」を受けた。 

 韓国全土で性的暴力事件は 1 日に平均 73.8 件起きる。13 歳未満を対象とする性犯罪は平

均 2.9 件だ。性犯罪者の再犯を防ぐため、政府は 2008 年から電子足輪を採用した。10 年に

は身元情報をインターネット上に公開した。11 年には薬物で男性ホルモンを抑制する化学

的去勢法を導入した。 

 化学的去勢は韓国社会が性犯罪者をコントロールする事実上最も強力な手段だ。身元公開

や電子足輪は家族や職場など一定の社会的支持基盤がある性犯罪者には効果的だ。家族や職

場がなく、社会に適応もできない場合には、電子足輪を装着しても性犯罪を犯すことをため

らわない。 

 現在 A さんを含む 7 人の性犯罪経歴者が「性衝動薬物治療法」に基づき化学的去勢状態

に置かれている。法務部によると、7 人による再犯はこれまでないという。一見当然のこと

にも見える。人為的な薬物注入で男性ホルモンの数値が思春期以前の水準に抑制されている

ため、女性を見ても何も感じず、勃起もしないことが多い。 

 

朴国熙（パク・ククヒ）記者（政治部） 

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版 

 

 

 

⑦化学的去勢によって危惧されること 

 

●【人権侵害】 

・対象者の生命に支障を与える程度まで重大なものではなく、その副作用も一時的であるこ

と、治療を中断する場合には再び性的能力も回復するので、被害者の身体的・精神的な被害

と比べて性的衝動を抑制することができない性犯罪者に対する薬物治療は不可避な措置であ

るとの見解もある。しかし、薬物治療は少なくとも対象者の身体に損傷を与えることである

から人権侵害の問題は残り、治療を中断する場合に性的能力が回復することは、むしろ薬物

治療の実効性に疑問を感じることになる。 

 

 

〈人権侵害であると主張する意見、事例〉 
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〈化学的去勢＝本人の生殖能力を本人以外の人の意思により奪う行為」〉 

この「化学的去勢」だと薬物投与をやめればだいたいは生殖機能は回復する。しかし、まれ

に薬をやめても元に戻らない人もいます。また、「いつ止めるか」のタイミングはむずかし

く、結局、本人の意思などには関係なく、生涯使い続けてください、ということになるので

はないでしょうか。すると結局、その男性が子どものいない人だった場合、「断種」された

のと同じことになります。 

 

 

 

 

小学生の女児に対する強制わいせつ事件で検察が治療監護と性衝動薬物治療（化学的去勢）

を請求した男性被告（34）について、大田地裁は 8 日、「化学的去勢は基本的人権を侵害

するもので、副作用に関する十分な研究が行われていない」として、憲法裁判所に違憲法律

審判（違憲立法審査）を請求した。 

 

 

 

 

〈化学的去勢の各国の制限〉(⑤から引用) 

 

・デンマーク 

性的本能により犯罪を犯す可能性があったり、重大な精神的苦痛または社会的な困難がある

者のみ。化学的去勢の対象者は 21 歳以上であり、自発的な同意を得てから化学的去勢が実

施される。 

 

・フィンランド 

化学的去勢は、性的本能により重大な精神的苦痛又はその他の望ましくない結果が発生する

可能性があり、こうした行為等が化学的去勢によって減少させることに関する合理的な根拠

がある場合のみ対象者本人による申請によって実施され、強制的な化学的去勢を認めていな

い。 

 

・ドイツ 

本人の同意があること、事前に同意の根拠と意味、事後的な効果及びその他の治療方法の可

能性と他の状況について充分な説明があること、医学的な治療が対象者に重大な疾病、精神
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的な障害又は異常な性的衝動と関連した苦痛の防止、治療又は減少させるものであること、

対象者の年齢が 25 歳以上であること、去勢治療が肉体的・精神的に過度な損傷が予想され

ないこと等 

 

 

⇒多くの国が制限付きで化学的去勢を行っている。 
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