
判例紹介

性風俗営業の人権侵害性1
「性交類似行為」をさせる営業等の違法性に

　　　　　関する諸判決

中里見 博

1．売春防止法下での脱法的売春業・射精産業

　日本の「売春防止法」（1956年制定）は、周知のとおり、「不特定の相手方」

と「性交」する「売春」と買春（「その相手方とな」ること）を禁止し、業者

の「売春を助長する行為」等を処罰の対象にしている2。同法は、それらを禁

止あるいは処罰する違法性の根拠を次のところに求めている　　「売春が人と

しての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであること」

1　本稿は、ポルノ・買春問題研究会「論文・資料集」10号、2010年に掲載され

た論考を全体にわたって加筆修正し、4節を大幅に書き換えたものである。

2　売春の定義規定：「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、

不特定の相手方と性交することをいう」（第2条）。売買春の禁止（不処罰）規

定：「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」（第3条）。売春

業者の処罰規定：「売春を助長する行為」として売春業者の周旋、強制、前借、

契約、場所・資金等の提供などが処罰される（第6条～第13条）。売春者（男性

　も含む）が、公然と売春勧誘行為等をした場合の処罰（第5条）。売春防止法は、

売春と買春を禁止し（ただしいずれの行為も〔それ自体としては〕不処罰）、売

春業者を厳罰に処するものであり、「制度としての売春」の廃止を目指す法制で

あるといえる。それは、奴隷制廃止運動に由来する「廃止主義abolitionism」

　という用語で一般的に呼ばれる系譜に属する。
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（第1条）。

　1958年に業者処罰規定が発効し、売春防止法は完全施行された。それに伴い、

女性に客と「性交」させる営業の灯は表立っては一旦消える。しかし、ほどな

く、事実上女性に客と性交させる「個室付浴場」（脱法的売春業）が営まれる

ようになった。さらに、女性に「手淫」や「口淫」などの「性交類似行為」を

させる営業（いわゆる「射精産業」）も登場した。

　個室付浴場業は、売春防止法に明白に違反する営業である。にもかかわらず、

取締り当局により　（実に今日に至るまで）黙認されてきている。他方、手淫や

口淫など、男女間の生殖器の結合を伴わない「性交類似行為」を行なわせる営

業は、文言上、売春防止法の処罰対象に含まれない。売春防止法は、売春にお

いて行なわれるべき性行為を「性交」（すなわち男女＝異性間の生殖器官の結

合）に限定しているからである（逆に男女の性交が行なわれる限り、売春者が

男性で、客が女性でも規制対象に該当する）。

　これら脱法的売春業や射精産業は、世界に冠たる「売買春大国」日本におい

て、たちまちのうちに隆盛を極めることになる。この状況を政府もただ放任す

るわけにはいかず、一定の対応を迫られる。当初セックス産業を規制対象に含

まないものとして出発した「風俗営業取締法」（1948年制定施行）を改定し、

1966年から個室付浴場を、1984年からその他の射精産業を規制対象に組み込ん

だ。その結果、営業者は各地の都道府県公安委員会への届出を義務づけられ、

種々の営業規制に服させられ、規制違反には営業停止命令や罰則などの制裁を

科されることになった。それらは、その意味で「合法化」されたといえる（な

お法の名称は1984年から「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

となった。以下「風営法」と表記）。

2．売春防止法の「性交限定」規定の問題点

しかしながら、生殖器官を使おうが（性交の場合）、手や口などその他の身
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体部位を使おうが（性交類似行為の場合）、女性が男性の性欲のはけ口の手段

として利用されることについては、性交と性交類似の間に何ら本質的な違いは

ない3。それゆえ、売春防止法第1条が示した売買春禁止および売春業者処罰

の根拠　　売春が「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗

をみだす」こと一は、論理的にいって、女性が客と性交類似行為を行なうこ

とについても、実質的にあてはまるのではないだろうか。

　そうであれば、売春防止法が禁止する売買春を「性交」に限定することに正

当な理由はないことになる。女性に客と性交類似行為をさせる営業は、なるほ

ど売春防止法に形式的には触れないけれども、立法目的に鑑みれば、同法に実

質的に反するものであるといえるだろう4。

　売春防止法の禁ずる売買春を「性交」に限定する理由はないという点は、同

法の制定過程からも裏づけることができる。そもそも売春防止法の売春を「性

交」に限定した際、立法者にはそれ以外の男女の性的行為を売春の定義から積

極的に除外する意図はなかった。当時、地方自治体の売春禁止条例の中には、

性交に並んで「性交類似行為」を明示的に禁止の対象にしているものもあった

のだが、法務省の政府委員は、売春防止法案の国会審議で次のように述べて、

性交類似行為を禁止対象から除外するとした。

　「いわゆる性交類似行為はここにいう売春には含まれておりません。その

実態は必ずしも明らかではありませんけれども、わが国においては、その数

も必ずしも多くはなく、したがって、その害毒が非常に大きいというふうに

は思われませんし、また、その定義等に困難な面もあるJ5。

3　厳密にいえば、この一文において性別は不要と考える。

4　そうとはいえ、売春防止法の業者罰則規定を、性交類似行為をさせる業者に

　も適用すべきだという趣旨ではない。法文上「性交」に限定された売春を助長

する業者の行為を、解釈によって「性交類似行為」を助長する業者の行為にま

で拡大して解釈することは、罪刑法定主義の原則に反する。
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　ここで重要なことは、法務省刑事局参事官がその著書で、そこにいわゆる

「性交類似行為」とは「男娼行為その他のいわゆる類似行為」6であるとしてい

ることである。それによれば、売春防止法の規制対象を「性交」のみとし、

「性交類似行為」を除外することが議論された際、「性交類似行為」とは第一義

的に「男娼行為」（すなわち男性の売春者が男性の買春者と肛門性交を行なう

売買春）が念頭におかれていたことになる。

　では、当時「性交」と並び「性交類似行為」も売春禁止条例で禁止対象に含

めていた地方自治体では、「性交類似行為」とはいかなる性行為を指したのだ

ろうか。残念ながら、そうした自治体における議会審議録には、「性交類似行

為」がいかなる性行為を意味するのかの説明は見られない7。

　とはいえ、当時の「性交類似行為」が第一義的には男娼行為を指していたと

いう法務省参事官の説明には十分に説得力がある。なぜなら、日本の売春市場

では、戦前から延々と性交をさせる営業が標準だったのであり（敗戦後もいわ

ゆる「赤線」8で性交をさせる売春業が黙認されていた）、性交類似行為しかさ

せない営業は、そもそも成り立つ余地がなかったからである。仮にそのような

営業が存在したとしても、性交をさせる営業との競争に勝って生き残る余地は

ほとんどなかったと考えられる9。

　以上の売春防止法制定当時の事情およびそれに依拠した議論を考慮すれば、

5　第24回国会衆議院法務委員会議事録第31号、1956年、4頁（『編集復刻版性暴

力問題資料集成第25巻国会議事録1』不二出版、2006年、357頁）。

6　勝尾鎮三『実務中心売春防止法逐条解説』警察時報社、1956年、59頁、注3。

7　『編集復刻版性暴力問題資料集成第22巻売春禁止条例に関する地方自治体

議事録』不二出版、2006年、39、101、107、116頁参照。この点のさらなる検討

は他日を期したい。

8　周知のように、（性交を行なう）売春を目的とする特殊飲食店街のことである。

警察の地図にその地域が赤線で示されていたことに由来する。1946年にGHQ

　により公娼制度が廃止された際、特例措置として地域を限って置かれた。売春

防止法が完全施行された1958年に廃止された。
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売春防止法の禁止対象に男女の性交類似行為が含まれなかったのは、そもそも

客に女性と性交類似行為しかさせない営業が当時存在しなかったからにすぎな

い、ということになる。よって、売春防止法の規制対象が性交に限定されたの

は当時の歴史的な事情によるのであって、規制対象から男女の性交類似行為を

除外する何らかの根拠があって性交に限定されたのではない。

　そうであれば、政府は、売春防止法の施行後、同法の文言には形式的には触

れないけれども立法趣旨に実質的に反するような類似的営業が目立つようになっ

た時点で、そうした類似的営業行為をも処罰しえるように、売春の定義を性交

類似行為も含むものに速やかに改正しなければならなかったのである。ところ

が政府は、なすべき改正をなさなかったばかりか、逆に、本来売春防止法によっ

て処罰すべき類似的営業行為を風営法の改正により合法化するという方向に進

んでしまった。

3．性交類似行為営業の「公衆道徳有害な業務」としての性質

　以上述べてきたことの核心は、次の点にある。すなわち、売春防止法の立法

趣旨がいうように「性交」を行なう売春がその人の尊厳を害し性道徳や社会の

善良な風俗に反するというのなら、「性交類似行為」を行なう売春に類似の行

為も同様な評価を受けるべきではないか。性交を行なう売春のそうした人権侵

9　ただし、トルコ風呂営業は売春防止法が制定される以前からあり、客に手淫

　を行なうサービスが定着していたが、売春防止法の施行前後から事実上性交を

行なわせる場に変容したとされる。「『トルコ風呂』は1951年4月1日に開業し

た東京温泉が最初で、当初は買売春とは無関係な形態であったが、その後、徐々

に件数が増え、1953年には全国で70軒となり、従業女性が入浴客を指で射精さ

せる『スペシャルサービス』が定着し、1955年には性交までおこなっていると

いう噂が流れたという」。藤野豊『性の国家管理　　買売春の近現代史』不二出

版、2001年、268頁（藤野は、広岡敬一『戦後性風俗体系　　わが女神たち』朝

　日出版社、2000年を引用している）。
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害性と反道徳性が、売春業者による売春助長行為を処罰する違法性の根拠であ

るならば、性交類似行為を行なう売春類似行為を助長する業者の行為もまた処

罰されるべきではないのか。

　実はこのような考えは、あまり知られていないが、判例上確立されたもので

ある。すなわち　　手淫や口淫などの性交類似行為を行なう「売春類似行為」

は、売春との問に実質的な違いは認められないのであるから、性交をさせる

「売春」と同様に女性の人としての尊厳を害し、性道徳に反するものである。

ゆえに、そうした売春類似行為を行なう業務は、たとえ風営法の適用を受けて

適法に営業されていても、「職業安定法」や「労働者派遣法」上の「公衆道徳

上有害な業務」に該当する。よって、売春類似行為を行なう業務に就かせる目

的で女性を募集したり派遣したりすれば、それらの法律に従って処罰1°される

　　。このような趣旨の判決が、1つだけではなく複数存在している11。

10　職業安定法第63条「次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年

　以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。一　（略）、二　公衆衛

　生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若し

　くは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」。労働者派遣法第58条

　「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、

　1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」。

11　このことを積極的に広めようとしているサイトとして、次のものがある。「東

　村山市民新聞」（http：／／www．　geocities．　jp／higashimurayamasiminsinbun／

　page187．　htm1）。なお、最近も女性をファッションヘルス店に紹介した紹介業者

　らが職業安定法違反容疑で逮捕されたニュースがあったので紹介する。

　　「風俗店へ女性紹介グループ代表ら逮捕職業安定法違反容疑京都　大阪・

　ミナミの繁華街を歩いている女性を風俗店で働くよう勧誘し、京都の店に照会

　したとして、府警生活安全対策課と五条署は21日、職業安定法違反容疑（有害

　業務への職業紹介）で、大阪市中央区松屋町、職業紹介業のグループ『ギャグ

　ナ』代表○○（31）と、大阪府和泉市伏屋町、スカウトマンで同志社大3年○

　○（22）の両容疑者を逮捕した、と発表した。両容疑者とも容疑を認めている

　という。同グループは、スカウトマン約40人で構成され、大阪や京都の繁華街
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　さらにこの判例法理は、女性に客と接触させ売春類似行為をさせる営業形態

に限定されておらず、ストリップ・ショー12やアダルトビデオの撮影行為13にま

で適用されているのである。

　確認できた判決は、次頁の【判決一覧表】のとおりである。

　を中心に活動。紹介した女性の売上金の約15％を店から紹介手数料として徴収

　し、年間約2億4千万円の収益があったとみられる。2人の逮捕容疑は、他の

　スカウトマンの男2人と共謀し、1月27日夜に大阪市中央区を歩いていた無職

　女性（23）に『いい働き口があるよ』などと声をかけ、翌28日、京都市下京区

　のファッションヘルス店に紹介したとしている」（産経新聞2010年10月22日配信。

　http：／／headlines．　yahoo．　co．　jp／h1？a＝20101022－00000027－san－126）。

12　客に生殖器官や性交を見せる行為は、刑法第174条「公然わいせつ罪」に問わ

　れる（「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以

　下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」）。

13　生殖器官をあからさまに写し出した性表現物の頒布行為等は、刑法第175条

　「わいせつ物頒布罪」に問われる（「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、

　販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若し

　くは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする」）。

14　この判決（1991年5月9日大阪高裁判決、『判例タイムズ』774号、269頁）で

　は、ファッションマッサージ店で女性に手淫や口淫をさせる業務が職業安定法

　第63条2号の「公衆道徳上有害な業務」であることは争われておらず、もっぱ

　ら「労働者の募集」の意味が問題となっているため本稿では紹介しない。なお

　原審判決（1990年8月24日大阪地裁判決）も『判例タイムズ』同号、273頁に掲

　載されている。
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【判決一覧表】

職業安定法63条2号「募集」等の禁止 労働者派遣法58条「派遣」の禁止

①　1966年判決

手淫（トルコ風呂スペシャル・サー
ビス）

②　1974年判決

陰部の露出等（ストリップ・ショー）

③　1985年判決

手淫・口淫（男性クリニック）

④　1988年判決

陰部の露出や観客との性交（ス
トリップ・ショー）

1991年判決14

手淫・口淫（ファッションマッサー
ジ）

⑤　1993年判決

自慰や性交等の性戯（アダルトビ
デオ）

⑥　1994年判決

性交や口淫等の性戯（アダルト
ビデオ）

⑦　2002年判決

手淫・口淫（個室マッサージ）

以下、これらの判決を紹介していく。

　①1966年12月16日東京地裁判決（r判例タイムズ』204号、180頁）

　トルコ風呂（個室付浴場）における、手淫を行なういわゆるスペシャル・サー

ビスは、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に当たるが、「公衆衛生上

有害な業務」には当たらないとされた事例である。この判決は、奇しくも個室

付浴場が風営法改定によって合法化された年に出されており、一連の判決で最
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も古いが、手淫という性交類似行為を「女性の人格を無視してこれを男性の快

楽のための道具視する非人間的な業務である」と明確に述べて断罪した点でき

わめて重要である。

　まず、手淫が「公衆道徳上有害な業務」であるという裁判所の判断について

みる。判決は、「公衆道徳上有害な業務とは具体的にいかなる業務を指すかは、

その規定の明文だけからは必ずしも一見明白であるとはいい難い」とするが、

しかし「少くとも売春の業務が右の公衆道徳上有害な業務に当ることは、売春

それ自体婦女の人としての尊厳を害し、現代社会の性秩序に反し、社会の善良

な風俗をみだすものであることにかんがみ、何人も異論のないところであ」る

と述べる。そしてその1つの根拠に、職業安定法の立法者意図を挙げている。

「現に立法当時立法者が右法条の対象として具体的に予想した業務は売春のそ

れであったことが明らかであ」ると。

　そして次のように結論している。「立法の経過、立法の目的等に徴すると、

右法条は売春の業務が業態を変えて脱法的に行われる場合及び将来売春の業務

に準ずる程度に著しく社会の道徳に反し、社会の善良な風俗を害する業務が出

現した場合にはこれにも当然適用されるべき趣旨であったと解するのが相当で

あ」る（強調点引用者。以下同じ）。

　この結論を、手淫という性交類似行為にあてはめて、次のように述べる。

「スペシャル・サービス業務の内容は……トルコ嬢が対価を受ける約束で不特

定多数の客に対し手淫という性行為を行うものである点において、女性の人格

を無視してこれを男性の快楽のための道具視する非人間的な業務である」と。

続けてこう述べる。「性行為は愛情に基いた社会的に容認された特定の男女の

間においてのみ許されるという現代社会の性秩序に反する業態であるから、現

代の社会通念に照して公衆道徳に反するものと言わざるを得ない」。

　次に、「公衆衛生上有害な業務」に該当しない、という判断について裁判所

が述べたことを紹介する。判決はこう述べている。「公衆衛生上有害な業務と

は国民の健康の維持増進に有害である業務を指称する〔が、〕単なる抽象的危
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険性もしくは害悪の可能性があるだけでは足りず、社会的にみて相当高度な具

体的危険性又は害悪の可能性があることを要する」。その上で、2人の証人の

供述を引用して、その「いずれも理論上考えられる性病感染の抽象的な可能性

ないし危険性を指摘するものにすぎ」ないと評価する。

　また、「実際の場合を考える」と、女性は手を洗浄して精液を洗い流すなど

するので、「次のスペシャル・サービスに際して病菌が伝染することは極めて

まれであると考えられる」ため、「相当高度の危険性ありとは言い得ないもの

である」。さらに、証人が「浅草吉原地区のトルコ風呂において尺八と言われ

る手淫以外の性的サービスを受けたために梅毒にかかった患者が一・名あった外

は皆無であると証言している」ことからしても、「スペシャル・サービス自体

による性病感染の危険性は売春のそれと同様に論じられない」。

　こうして次のように結論する。「そうすると、本件においてはトルコ嬢の行

うスペシャル・サービス業務はまだ公衆衛生上有害な業務ということはできな

い」。

　②1974年6月6日福岡高裁判決（r刑事裁判月報』6巻6号、633頁）

　これはストリップ劇場の事例であり、陰部を露出するなどの「卑わいなショー」

が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」にあたるとした原審を支持し、控

訴が棄却された事例である。

　判決は次のように述べている。「被告人両名が営利の目的で本件所為に及ん

だことは、労働者がその能力に応じた適職に就く機会を与えようとする職安法

の精神を踏みにじるものであ」る。

③1985年3月12日福岡高裁判決（r高等裁判所刑事裁判速報集』1985年号、

　　337頁）

手淫や口淫を行なういわゆる「男性クリニック」営業が、職業安定法上の

「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされた事例である（破棄自判）。
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　判決は次のように述べている。「〔手淫・口淫〕は売春類似行為によって収益

を図るものであり、社会一般の通常の倫理観念に抵触しその維持に支障を来し、

社会共同生活に害を流すものであるから、公衆道徳上有害性は否定できないと

ころである」。

　④1988年5月25日横浜地裁判決（r判例時報』1277号、169頁）

　これも判決②と同様ストリップ劇場の事例であり、雇用する女性を別のスト

リップ劇場に派遣し「卑狸なショー」（陰部の露出や観客との性交を観覧させ

るもの）を演じさせることは、労働者派遣法上の「公衆道徳上有害な業務」に

該当するとされた事例である。

　判決は次のように述べる。「多数の観客の面前で陰部を露出させ、あるいは

観客と性交させてその姿態を観覧させるなどの卑わいなショーを演じさせるこ

とを知りながら、踊り子として派遣し……公衆道徳上有害な業務に就かせる目

的で労働者派遣をしたものである」。

　なお、「量刑の理由」のくだりで、「同女らの人格を無視して醜業に就かせ」

という文言がある。

　⑤1993年10月7日東京地裁判決（判例集未登載）

　「わいせつビデオ制作に際し、女優として自慰等の性戯をさせ、あるいは性

交等の性戯をさせる業務」が、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」にあ

たると判断された事例である15。

⑥1994年3月7日東京地裁判決（r判例時報』1530号、144頁）

芸能プロダクションが、雇用する女性をアダルトビデオ制作会社に派遣した

15　柳俊夫「職業安定法63条2号にいう『労働者の募集』の意義等（大阪高裁判

　決平成3．5．9）」『研修』585号、1997年、26頁。
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事案につき、性交等をさせるアダルトビデオへの出演行為は、労働者派遣法上

の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされた事例である。

　判決は次のように述べている。「派遣労働者である女優は、アダルトビデオ

映画の出演女優として、あてがわれた男優を相手に、被写体として性交あるい

は口淫等の性戯の場面を演じ、その場面が撮影されるのを業務内容とするもの

である。右のような業務は、社会共同生活において守られるべき性道徳を著し

く害するものというべきであり、ひいては、派遣労働者一般の福祉を害するこ

とになるから、右業務が、『公衆道徳上有害な業務』にあたることに疑いの余

地はない」。

　⑦　2002年7月16日神戸地裁判決（http：／／www．　geocities．jp／

　　higashimurayamasiminsinbun／page136．　html）

　手淫・口淫を行なういわゆる個室マッサージ営業が、職業安定法上の「公衆

道徳上有害な業務」に該当するとされた事例である。

　判決は次のように述べる。「手淫、口淫等の性交類似行為をする業務……自

体が、婦人の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反し

て社会の善良な風俗を害するという点で、売春との間に実質的な違いは認めら

れないこと、前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は、同法1条

所定の目的に照らすと、同法においても社会一般の道徳観念に反する行為であ

ることが当然の前提とされており……業務の実施自体が風営法所定の規制に違

反しないとしても、前記業務が職業安定法上の『公衆道徳上有害な業務』に該

当しないことにはならない」。

　判決が、風営法の目的に照らすと、性風俗営業は同法においても「社会一般

の道徳観念に反する行為」あることが「当然の前提」とされている、と述べて

いることは重要である。風営法第1条は次のような規定である。

「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な
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育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業

等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所

に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、

その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」。

4．一連の判決の帰結

　以上の一連の判決によって、次のような結論が示されている　　「売春の業

務が業態を変えて脱法的に行われる場合」や「売春の業務に準ずる程度に著し

く社会の道徳に反し、社会の善良な風俗を害する業務」は、たとえ風営法上は

適法に営業されていても、女性の尊厳や人格を害する、あるいは現代社会の性

秩序（表現は様々だが）や労働者一般の福祉に反するなどの理由から、「公衆

道徳有害な業務」として規制（募集や派遣行為の処罰）が可能である一。

　そして、具体的に「公衆道徳有害な業務」とみなされた業務形態は幅広く、

女性と客の性交類似行為から、ストリップ・ショーやアダルトビデオの撮影に

までいたる　　すなわち「客との手淫、口淫」、「観客への陰部の露出や観客と

の性交」、「自慰、口淫、性交などの性戯の撮影」である（このうちの一部の行

為は刑法上の犯罪行為に該当する。注12、13参照）。このような裁判所の判断

は、売春防止法や風営法の解釈運用にいかなる意味を持つのだろうか。

　まず、売春防止法については、同法が明文で売春を「性交」に限定している

以上、判決の影響力を期待することはできない。すなわち、「性交類似行為を

行なう売春類似行為は売春との間に実質的な違いは認められない」という一連

の判決の存在にもかかわらず、性交に限定した売春防止法の現行規定をもって

性交類似行為を禁止したり、それをさせる営業を処罰したりすることはできな

いし、すべきでもない。

　しかし、一連の判決により、売春防止法を一刻も早く改正すべきことが政府

に強く求められている点を指摘したい。司法府によって、性交類似行為をさせ
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る業務は、「女性の人格を無視してこれを男性の快楽のための道具視する非人

間的な業務」であり、女性の「人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、

道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で、売春との間に実質的

な違いは認められない」という判断が下されているのである。それゆえ、政府

は司法府の判断を尊重し、速やかに売春防止法を改正して売春の定義に性交類

似行為を含め、性交類似行為をさせる性風俗営業を処罰の対象にするべきであ

る。

　次に、風営法との関係ではどうであろうか。裁判所が、性交類似行為を業務

とすることの公衆道徳上の有害性（違法性）を明確に認めているにもかかわら

ず、そうした業務をさせる営業を風営法の下で適法に営めるのであろうか。こ

の点、風営法が、「風俗営業」（キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店など）

を「許可制」にしているのに対して、性交類似行為などをさせる「性風俗関連

特殊営業」（以下単に「性風俗営業」）を単なる「届出制」にしていることが問

題である。

　性風俗営業は、公安委員会に必要事項16を記載した届出書を提出するだけで

営むことができることになっている（第27条。無届で営業した者には「6月以

下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」第52条4

号）。政府が風俗営業を許可制にしながら、それよりも人権侵害性が高いと考

えられる性風俗営業を届出制としたことは、一般に次のように説明されている。

「〔性風俗営業が〕性を売り物とする実態を有する営業であることにかんがみ、

16　届出書に記載すべき事項は次の5点である。「一　氏名又は名称及び住所並び

　に法人にあつては、その代表者の氏名、二営業所の名称及び所在地、三店舗

　型性風俗特殊営業の種別、四営業所の構造及び設備の概要、五営業所におけ

　る業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所」（第27条）。3点目の「種別」

　とは、第2条6項所定の次の6つの種別を意味する。「一浴場業……の施設と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　して個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業、

　二個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触

一
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違法行為が行われ易いこの種営業に対して営業許可を与えることは、このよう

な営業を公認したことにもなりかねないこと」。また、「許可を与えた営業に対

し、公安委員会が、風俗営業に対すると同様に、当該営業の営業所の構造、設

備や営業者等の行為について、細部にわたる規制を行うことは、性に対する公

の機関の対応の仕方としては好ましくないと考えられること等」17である。

　こうして風営法は、性風俗営業には許可制ではなく届出制をi採用したのだが、

届出制を採用した結果、許可制の風俗営業の場合には規定のある「許可をして

はならない」場合の詳細な「許可の基準」18などの規定を、性風俗営業につい

ては定めていない19。そうである以上、現行風営法の下で、手淫や口淫など裁

判所に「公衆道徳上有害な業務」と判断された役務を提供する性風俗営業を排

除することは困難である。

　する役務を提供する営業（前号に該当する営業を除く。）、三専ら、性的好奇心

　をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年

　の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場……として政令で

　定めるものを経営する営業、四　専ら異性を同伴する客の宿泊……の用に供す

　る政令で定める施設……を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業、五店

　舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政

　令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業、六前各号に掲げるもののほか、

　店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少

　年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの」。

17　飛田清弘・柏原伸行『条解風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

　律』立花書房、1986年、388頁。蔭山信編『注解風営法H』東京法令出版、2008

　年、6頁も、風営法が性風俗営業を許可制にしない理由として、「性を売り物と

　する本質的に不健全な営業であることから、風俗営業と同様に許可制を採るこ

　と等によりこれを公に認知することには、なじまない」という指摘があるとす

　る。そして、性風俗営業を届出制にする「合理的」な理由として、次のような

　指摘があるとしている。「性風俗関連特殊営業は厳しい立地規制、営業廃止処分、

　標章のはり付け等を行うこととしているから、許可制を採らなくても、風営法

　の目的を十分に達成することができる」「性風俗関連特殊営業は、他の法律の許

一
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　しかし、逆にそうであるからこそ、風営法もまた司法判断を尊重した改正が

求められているといえるだろう。少なくとも、性風俗営業を風俗営業と同じよ

うに許可制の下においた上で、女性の人格を否定し社会道徳上有害な性的役務

をさせる営業を許可しないように改めるべきである。これは、女性の人格を否

定「しない」、あるいは社会道徳上有害「でない」性風俗営業がありうる、と

いう趣旨ではない。本来は、客の性欲を満足させるための道具として人を使用

するがごとき営業行為全般を禁止すべきであり、本来的に必要な法改正は、上

述した売春防止法の改正である。だが、それが実現するまでの問は、より機動

的な風営法の改正で対応することも否定されないという趣旨である。

　なお、政府が性風俗営業を届出制にした趣旨は、上記の点に加え、「結局、

従来その実態を完全に把握することが困難であった〔性風俗営業〕について届

出制をとることとし、これによって、まず、その実態を公安委員会が把握した

上で、この種営業に対する適正かつ十分な規制を行うこととし」2°たとされて

いる。それからすでに四半世紀が過ぎたのであるから、政府は「実態把握」か

ら早く脱して、性風俗営業に対する「適正かつ十分な規制」に乗り出すべきで

ある。

　風営法の改正に関連して、2002年判決は、風営法が「〔性交類似行為を業務

とすることが〕社会一般の道徳観念に反する行為であること〔を〕当然の前提」

　可を得ているものも多く、新たに警察の許可対象とすることは不適当である」。

　蔭山・同前。

18　許可を受ける者の欠格事由（第4条1項）や、営業所の施設構造上の不適合

　（同条2項）など。

19　ただし、性風俗営業の営業者が届出書を提出し営業を開始した後に、風俗営

　業に関する上記第4条1項許可基準にかかる欠格事由に該当する罪を犯した場

　合や、その他風営法上の諸規制に違反した場合には、営業の停止や廃止処分を

　受けうる（第30条）。

20　飛田・柏原、前掲書、388頁。
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としていると指摘している。社会道徳に反する営業を行政が「許可」すること

は本来一種の背理である21。しかし風営法はすでにその背理を行なっている。

上に引用した同法第1条は、風俗営業と性風俗営業を区別していない。つまり

性風俗営業だけでなく風俗営業も社会道徳に反する行為であることを「当然の

前提」としていることになる。それにもかかわらず風営法は、風俗営業を許可

制にしているのであるから、性風俗営業を許可制にすることもそれに従うかぎ

り可能であろう。

　最後に、裁判所が実写のポルノグラフィの撮影行為についても、公衆道徳上

有害な業務と認めていることの重要性を指摘したい。女性が「あてがわれた男

優を相手」に性交させられることだけでなく、口淫や自慰行為をさせられるこ

とまでが性道徳を著しく害すること、派遣労働者一般の福祉を害することが認

められているのである。そこには、男性を「あてがって」性交をさせるのは当

然のこと、性交類似行為をさせる実写ポルノの撮影行為をも規制しうる法的な

可能性が示されている。

　この判決の考えに基づけば、将来「性売買禁止法」あるいは「性的商業的搾

取禁止法」といった法律を構想するとき、性交類似行為をさせたり、ストリッ

プなどをさせたりする営業行為を規制できるのはいうまでもないが、それに加

えて、「女性の人格を無視してこれを男性の快楽のための道具視する非人間的

な」仕方で女性を性的に扱うポルノグラフィの撮影行為をも同時に規制するこ

とができるし、そうすべきだということになるであろう。

21　この点はすでに多くの指摘がある。注17の諸文献を参照のこと。
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