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  法制審議会御中 

 同審議会刑事法(性犯罪関係)部会 御中 

  

                 刑法性犯罪規定の改正条文に関する要望書 

 

２０２２年１０月２０日 

 

認定ＮＰＯ法人ヒューマンライツ・ナウ  

                        女性の権利プロジェクト 

 

法制審議会の刑法改正の論議が佳境を迎える中、市民や被害者が改正を求めてきた原点に

沿った改正になるかが問われています。 

ヒューマンライツ・ナウは、一貫して不同意性交等罪の導入、性交同意年齢の引き上げ、

地位関係性利用罪の導入を訴え、この要求は１３万筆以上の市民が賛同しています(Spring、

Voice Up Japan との共同署名)。その観点から、現在の議論状況には重大な懸念を表明せざる

を得ず、被害者の視点に立った諮問の趣旨に鑑み、以下のことを求めます。 

 

                 要請の趣旨 

 

１ 諮問の原点に立ち返り、「不同意性交等罪」を導入すること、罪名を「不同意性交等罪」

とすること 

２ 刑法１７７条の構成要件は、諸外国で導入されている No Means Noに倣い、 

１７７条の構成要件は、認識可能な相手の意思に反する（ドイツ型) 

あるいは、「相手方が拒否したにもかかわらず」とすること。 

３ 刑法 178 条の構成要件は、「反対意思を形成・表明するのが困難」とし、具体的要件を

例示列挙とすること 

３  性交同意年齢 

年齢差要件は３歳以内とし、それ以上性犯罪成立を妨げる要件の立証を被害者側に課さ

ないこと 

４ １８歳以上を被害者とする地位関係性利用罪を導入すること 

 

                   要請の理由 

 

１  行為規範・裁判規範として不明確です 

  法務大臣は、法制審議会に対して、「相手方の意思に反する性交等及びわいせつな行為

に係る被害の実態に応じた適切な処罰を確保するための」刑事実体法の整備を求めていま

す。ところが、現在の議論では、「相手方の意思に反する性交等及びわいせつな行為」の多

くの部分をカバーせず、被害の実態にそぐわない法改正の議論が進められています。 



2 

 

刑事法部会では、市民団体から出された「不同意」「意思に反して」との要件の提示を無

視する形で、「拒絶の意思を形成・表明・実現するのが困難」なる要件が提案されています。 

 まず初めに、当該構成要件は、一般人にわかりにくく、行為規範として重大な問題がある

うえ、2019年のいわゆる「4件の無罪判決」の際に問題となった「抗拒不能」要件と同様、

極めて曖昧であって裁判官に白紙委任するに等しいものです。この要件は、裁判官の裁量に

よって著しく狭く解釈される危険性がある一方、行為者から当該要件に対する「故意」がな

いとの主張を誘引し、多くの故意阻却が生まれかねません。明確な判断基準もないまま、こ

のような要件を導入することに重大な懸念を表明します。 

 

２ No Means No を 177 条で独立要件にしないことで深刻な問題が生じます 

 「拒絶の意思を形成・表明・実現するのが困難」という構成要件の最大の問題は、No Means 

No、つまり「拒絶の意思を実現した場合」を処罰することが明らかにされていないことです。 

 被害者が Noという拒絶の意思表示をしているにもかかわらず、行為者が性的行為を実行・

継続することが「拒絶の意思を形成・表明・実現するのが困難」に含まれるのかが明確では

ありません。このことは私たちが求めてきた、少なくとも No Means No を実現すべき、とい

う声や、１３万筆以上集まった署名に寄せられた要望に照らし、あいまいにされることがあ

ってはならない問題です。 

（１）多くの被害者が「拒否」を態度で示しています。 

内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」（2021 年 3 月）の

75 頁によれば、無理やりに性交等をされた被害者のうち、「泣く、叫ぶ、相手に抗議す

る、説得する等、言葉による抵抗をした」人は、女性で 21.6％ 男性 5.9%、「相手をたた

く、ひっかく等による身体的抵抗をした」人は女性で 10.4% 男性 11.8% に上ります（別

紙）。20～30％の被害者が「拒否」を態度又は言語で表明しているにも関わらず被害にあっ

ているのが実情です。海外の調査でも、物理的な反撃、逃げるなどの行為を行う被害者が

多いことが明らかになっています1。 

このように、No の態度を示した被害者に対し、それ以上性行為を強要してはならない、

これが諸外国でも採用されている No Means No の法制度であり、性行為の同意を尊重する

考え方に基づくものです。No と表明している被害者に対して性行為を実行・継続する行為

は、被害者側の「困難」性という曖昧な規範的要件を付加することなく、確実に処罰され

るべきです。 

 

 

1 Ulman によれば、性暴力被害に遭遇し相手に物理的な反撃や、叫ぶ、逃げる行為を行う女性は

20~25%.であるとされ、Atkeson らによれば、無抵抗が 14％、言語的抵抗が 53％、身体的抵抗が 33%だ

ったとされます。Ulman, S.E., A 10 Years Update of “Review and critique of empirical studies of rape 

avoidance, criminal justice and behavior, vol 34.No.3; 411~429,(2007), Atkeson, B. M., et al, Victim resistance to 

rape; The relationship of previous victimization, demographics, and situational factors. Archives of Sexual 

Behavior, 18(6); 497~507, (1989) 
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（２）「拒否」されたのに性暴力を続ける行為の多くは現行法で処罰されていません。 

以上のとおり、被害者が No の態度を示したにもかかわらず性行為を実行・継続する

行為は多くの場合「暴行」とみなされず、被害者が抵抗を断念した段階で加害者が「受け

入れられた」と誤信した旨の主張を排斥できないことが明らかになっています。 

法務省の実施した不起訴事件調査の結果、「暴行・ 脅迫が被害者の反抗を著しく困難

にさせる程度であったと認めるに足りる証拠がない」とされた５４件のうち、被害者供述

の信用性に疑問のないとされた２６件について、被疑者の行為は、「◇ 被害者の身体に覆

いかぶさり，腰を両手でつかんで引き寄せる ◇ 腕をつかんで引き寄せ，後ろから抱き付

く ◇ 背後から抱き付き，寝室まで引きずってベッド上に押し倒し， 覆いかぶさり，両手

を押さえ付ける ◇ 手首をつかんで体を引き寄せる ◇ 両足首を両手でつかんで脚を開か

せる ◇ 手で頭を押さえる ◇ ベッドに押し倒して服を脱がせる ◇ 両太ももの上に座

り，両腕をつかんで押さえる」などの性行為であり、これらは、通常の性交においても随

伴する有形力の行使とみなされ、あるいは同意の誤信があるとされました。 

 現在の部会の議論においては、このように、被害者が Noと態度表明したにもかかわらず、

性的行為を実行・継続した加害者の多くが処罰されていないという、不起訴調査結果を踏ま

え、不同意性交を処罰するための方策は十分に議論されていません。 

 「拒絶の意思を形成・表明・実現するのが困難」という曖昧な構成要件では、たとえ、被

害者が Noと言ったとしても、「同意」を誤信したという主張を許すことになり、多くの「同

意誤信」という不起訴理由を乗り越えることは極めて困難であり、何らの解決にもなりませ

ん。 

 被害当事者から「拒絶を強いる結果になる」との強い懸念が表明されているのは、結局は

強い抵抗をしないと有罪にならない現行刑法の問題が全く解決されないことが影響してい

ることは明らかです。上記のとおり被害者の多くは何らかの抵抗を示すことが多いにもか

かわらず、少しでも抵抗をすれば「抗拒不能ではない」とされる一方、抵抗の意思表示が

十分に強くない場合は 177 条の要件を満たさないとされ、どちらの条文でも処罰されない

理不尽な状況があるのです。この点に取り組むことなくして、法制審議会に課された課題

と期待に応えたことにはなりません。Noが示されたにもかかわらず、性的行為をやめない

行為者は性的自己決定権を明らかに侵害しており、こうした場合、被害者に更なる抵抗や

拒絶を求めずに犯罪を成立させるべきです。 

 よって、ドイツ刑法を踏襲し、「反対意思を形成・表明するのが困難」とは独立して、No 

Means No を明確に構成要件上、わけて規定することがどうしても必要です。 

 

参考：ドイツ刑法 177 条１項  

他人の認識可能な意思に反して、その者に対する性的行為を行い、その者に性的行為を行わせ、又は、

第三者に 対する若しくは第三者との性的行為をその者に対して遂行若しくは甘受させた者 

177 条 2 項 1 号 行為者が、その者が反対意思を形成または表明できない状況を利用した場合 

177 条 2 項 2 号  行為者が、その者が身体的又は精神的状態に基づき、意思形成又は表明が著しく限

定されている状況を利用した場合。但し、行為者がその者の同意を得た場合を除く。 
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３ １７８条では、包括要件と個別要件の明確化網羅化が必要です 

 「拒絶の意思を形成・表明・実現するのが困難」という構成要件に対しては、「拒絶」と

いう言葉への抵抗が強いことから、「反対意思を形成・表明するのが困難」に修正すべきで

す。 

  また、この構成要件に加えて、要件の列挙が議論されていますが、包括要件に加えて個

別の列挙事由の存在を、合理的疑いを入れない程度まで立証することが訴追側に求められ

る場合は、かえって困難な立証を被害者に課す結果となり、重大な問題があります。 

  仮に個別要件が立証されても、「反対意思を形成・表明・実現するのが困難」という（あ

いまいな）要件およびその故意が立証されないために、多くの事例が無罪となってしまう

危険があります。 

  よって、例示列挙と包括要件は並列関係に立つことを明確にすべきです。 

 また、個別要件としては、有形力の行使、強迫、威力、困惑、威迫、不意打ち、欺罔、監

禁を行う場合、無意識、睡眠、酩酊、薬物の影響、催眠、疾患、障害、恐怖、困惑、驚愕、

不利益に対する憂慮等に乗じる場合を明記することを求めます。 

  特に、内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」令和 3 年 3 月

の 75 頁によれば、無理やりに性交等をされた被害者のうち、「相手から不意をつかれ突

然襲いかかられた」人は、女性で 28.8％ 男性 11.8%、「何もしない等とだまされた」人は

女性が 23.2%、「驚きや混乱等で体が動かなかった」人が女性で 19.2%、男性で 23.5%と

なっており、不意打ち、欺罔、監禁、驚愕などが構成要件として明記されるべきです。 

 一方、不起訴事例を見ると、飲酒による酩酊、薬物、障害という事由があっても適切に捕

捉されず、不起訴になっている状況が確認できます。酩酊、薬物、障害は必ず構成要件に

明記すべきです。特に、飲酒が関わる被害が多いこと、たとえ泥酔でなくても、飲酒によ

り被害者の抵抗力が著しく減殺されることに鑑みれば、飲酒酩酊を明記することは重要で

す。 

  また、障害を有する被害者への性加害事案が多く、かつ不起訴になりやすいことが明ら

かになっており、障害を構成要件に明記することは重要です。 

 

４ 性交同意年齢は 16 歳として、年齢差要件は 3 歳以内にする必要があります 

 性交同意年齢は国際水準に合わせ、16 歳とすべきです。年齢差要件はあったとしても３

歳以内であるべきです。そして、年齢差要件に加えて、犯罪成立を妨げるような要件を課

すことは被害者保護の観点から到底容認できません。 

 

５ 被害者の年齢を問わず、地位関係性利用に関する性犯罪規定を創設してください 

 法務大臣は、法制審議会に対して、「相手方の脆弱性や地位・関係性を利用して行われる」

性犯罪規定の新設を、被害者の年齢を限定せずに諮問しています。 

内閣府の調査では無理やりに性交等をされた被害者のうち「相手との関係性、仕事への影響

から拒否できなかった」人が女性で 23,2%、男性で 23.5%と多いことが明らかになってい

ます。特に、１８歳以上の職業生活上の被害は深刻であるにもかかわらず、部会において、
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１８歳以上の地位関係性利用罪について十分な討議がないことを憂慮します。昨今の自衛

隊における性暴力事案でも、映画界における性被害の告発の事案でも、１８歳以上の被害

者が、これから社会に出て活躍しようという矢先に加害行為が行われる結果、不本意なが

ら活躍を断念せざるを得なくなったり、深く心の傷を負い、その後の人生に大きな喪失を

もたらすことが改めて明らかになっています。こうした行為が不処罰であってよいはずが

なく、被害者が適切に守られるよう、１８歳以上の地位関係性利用罪について、明確な規

定を導入してください。 

 

６ 性暴力被害者の実態に応じた改正をお願いします 

  以上の要請を広く性暴力被害者や市民社会の求める刑法改正への強い期待を踏まえて

行うものです。法制審議会が諮問を受けた趣旨と、その背景にある広い一般社会の期待と

思いに答えることを強く求めます。こうした声に背を向けて、性暴力被害の現場実態とか

け離れた観念的な議論に固執し、本来の目的に反する法改正を行うことがないよう、真摯

な対応を求めるものです。 

 

以 上 

 

 

添付資料１ 内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書」（2021年 3月）75頁 

添付資料２ 検察庁 性犯罪に係る不起訴事件調査 


