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なんと もは や殺伐 とした タイ トルだ が 、この事 柄は 一度は 書いて おか
ないとい けな い。
強姦は 、強 制や強 圧や強 権と 並んで 、 古往 今来 永遠 のテー マだか らで
ある。
『ギリ シャ 神話』 にも強 姦話は 出て く るのだか ら、 根は深 い。
女私立 探偵 ・ウォ ーショ ース キーが 活 躍する人 気シ リーズ の作者 、サ
ラ・パレ ッキ ーは、 そのエ ッセイ 集の な かでこう 書い ている 。
【レイプ に対 する意 見を語 る会 が初め て ひらかれ たの は一九 七一年 だっ
た。若か った ころ、 わたし たち はしば し ば「レイ プか ら逃げ られな いと
きは、抵 抗を やめて 楽しむ こと だ」と い われたも のだ った。 このス ロー
ガンは、 避け ること のでき ない 、いさ さ か不愉快 な事 態に対 処する とき
の方法と して 、一般 に使わ れて いたが 、 その 裏に は（ 女はひ そかに レイ
プを望ん でい る）と いう含 みがあ った 。
レイプ 裁判 で弁護 側がし ばし ば使っ て 成功を収 めて いるの が、女 性に
はレイプ への 憧れが ある、 現代 心理学 に よって女 性の レイプ 願望が 立証
されてい る、 女性は 憧れを 現実 のもの と するため に、 レイプ 犯の前 に身
を投げ出 すの だ、と いう主 張で ある。 こ のような 主張 をされ ると、 自分
の恐怖と 、願 望と、 自分に 押し つけら れ たものを 区別 するの は、多 くの
女性にと って 困難に なる。 七〇 年代に 、 こうした きわ めてむ ずかし い問
題に力を 合わ せて立 ち向か うた めに、 女 性たちは レイ プ被害 者救済 セン
タ ーや家 庭内 暴力対 策セン ターを 組織 し はじめた 】
たしか に性 犯罪に 立ち向 かうた めに は 、組織が 不可 欠と思 われる 。
女がひ そか にレイ プを望 んで いる、 と したなら 、男 もひそ かにレ イプ
を望んで いる 。
けれど も言 葉通り ほどに は単純 では な い。
なぜな ら、 女も男 も、い わゆ る一般 に 云われる 「選 ぶ権利 」があ るか
らだ。
百歩譲 って 、男も 女も「 レイ プを望 ん でいる」 とし ても、 醜男や 醜女
や性病持 ちや 狂人や 不虞者 や後期 高齢 者 相手は、 御免 だろう 。

なかに は特 殊な嗜 好を持 つ変 態もい る だろうが 、今 回のテ ーマの 場合
では例外 とす る他は ない 。
（『 聖書』に異議 を唱え ること にな るの かもしれ ない が）ここ で重 要な
のは、望 んで いるこ とと、 被害 に遭う こ ととでは 、別 次元の 問題だ 、と
云うこと であ る。
望む次 元で は、具 体的な 痛み も具体 的 な怖れも 具体 的な不 快感も 、さ
らに具体 的に 云うな ら、具 体的 な相手 の 動きも具 体的 な相手 の息づ かい
も具体的 な相 手の体 臭も、 まった く無 い のである から 。
いつだ った か、多くの 舌禍事 件のみ で 有名なイ タリ アの首 相が 、
「 イタ
リアは可 愛い 女の子 が多い からレ イプ 事 件も多い 」
〈風な 〉こ とを 口走っ
たそうだ が、 そんな こと口 走る ヒマが あ ったら、 可愛 い女の 子は髭 を付
けること を義 務づけ る法律 を作 るとか 、 可愛い女 の子 には手 をつけ ない
〈 風 な 〉 AKB オタ ク戒律 でも普 及させ た ほうがい いだ ろう。
それと 性教 育。
もしレ イプ に遭い そうだ った ら、相 手 にどう対 応す るか、 どう云 うか
くらいは 教え ておく べきだ ろう。
「ひとつ 聞く けど 、お母 さんの 了解 はと ってある の 」とか 、
「 もし かし て、
あんたも レイ プで産 まれた の」と か、
「ご めん、エ イズが うつっ ても よけ
れば、ど うぞ 」とか 、ああ 云えば こう 云 うとか。
仮に女 がレ イプを 望むと した なら（ 実 際にそう した 例は少 なくは ない
のだが） あく まで も 、見ず 知ら ずの醜 男 や狂人で はな く、ほ のかに 好意
を抱く相 手な のだ。
その例 とし て、こ こでは なる べく新 し い小説、 小手 鞠るい の『欲 しい
のは、あ なた だけ』 を取り 上げる 。
これは 作者 の「ほ ぼ実体 験小説 」で あ る。
もちろ ん小 説とし て優れ てい ると云 う 判断基準 で取 り上げ たわけ では
ない。
【たと えば この人 なら、 わた しがと て も大切に して いるも のを取 り上
げられ、 滅茶 苦茶に 壊され たと しても 、 わたしは 決し て怒っ たりし ない
だろう。 まだ それほ ど親し い間 柄にな っ ていなか った ころか ら、な ぜだ
か、そ んな確 信めい たも のがあ った 。い いえ 、むしろ 、壊 されて みたい 。
一番大切 にし ている ものを 、こ の無垢 な 獣のよう な人 の手で 。弄ば れ、

蔑ろにさ れ、 徹底的 に、破 壊さ れたい 。 そういう 願望 を持っ た女が 、自
分のなか に棲 み着い ている こと に気づ く までに、 それ ほど長 い時間 はか
からなか った 】
ここで 大切 なのは 、「 この人 なら」 と いう部分 であ る。
裁判な どで もよく 「合意 の上 」と云 う 言葉が使 われ るが、 強姦的 な行
為でも確 かに 合意の 上はあ るん であっ て 、ただ問 題は 「この 人なら 」と
の意識が 被害 者にあ ったの かどう かの 一 点だ。
「この人 では ない」 男に、 強姦 され、 あ げく殺害 され たら 、 これほ ど悲
惨な悲劇 はな い。
被害者 はシ ョック の大き さゆ えに、 そ うそう他 人に （身内 でも） 相談
すること はで きない のだが 、仮 に相談 し ても、
「ど うして 大声 をあげ ると
か激しく 抵抗 しなか ったの か」
「 なぜ一 人 でそんな 危な い場所 に行っ たの
か」なぞ の、
（あく までも 当人に とっ ては ）頓珍漢 な答え が返っ てく るこ
とが多い 。
つまり 実際 被害に 遭った 者に しか解 ら ない辛さ を周 りが理 解でき ない
ことが多 いの だ。
凶悪事 件の 犯人に 惚れる と云う パタ ー ンはない わけ ではな い。
それは 「ス トック ホルム 症候群 」と 云 われる。
けれど も「 ストッ ク ホル ム症 候群」 は 、稀の中 の稀 な事態 であっ て、
わざわざ 持ち 出すべ き件で もない 。
サド・ マゾ に関し ては、 大な り小な り その傾向 を誰 でもが 持って いる
かもしれ ない が、小 に比べ れば 大は僅 少 であろう から 、これ も今回 は論
外とする 。
性欲や 性志 向の行 き着く 先が 、強姦 に なると云 う発 想は、 組織だ けで
は解決さ れな い。
まずは 、児 童から の教育 方法 を変え る こと、そ れか ら刑法 を変え るこ
と。
失業ゆ えに 極貧ゆ えに結 婚も できぬ 、 それでも 五体 満足の 男達が 富裕
層の女を 集団 で強姦 する、 なん てこと が 頻繁に起 こる 国もあ るが、 これ
は性欲や 性志 向 の問 題より も、 憎しみ 、 怒り、不 満の 要素が 強く、 大き
く、これ はこ れで政 治的解 決が必 要に な る。
かつて イギ リスの 軍隊が 、兵 隊たち に 性欲抑制 剤を 飲ませ たと聞 いた

ことがあ るが 、そん な安易 なレ ベルで 解 決される ほど 性犯罪 の問題 は浅
薄ではな い。
日本の 刑法 は、日 本の裁 判は 、それ 以 前に日本 の国 民は、 麻薬犯 罪と
性犯罪に 関し て、ま だまだ まだま だま だ まだ甘す ぎる 。
その根 底に は、も しかす ると 自分も 同 類の事件 を犯 すので はない かと
云う潜在 的な 恐れが 在るの と、 世俗の 快 楽志向（ アル コール 産業の 拡大
や風俗事 業の 蔓延な ど）が 快楽 犯罪の 脅 威性と驚 異性 を奪っ てしま って
いる気が して ならな い。
「強姦殺 害」
（ 個人で あれ集 団であ れ、計画であ れ突 発であ れ）は、ど
んな酌量 の余 地があ ろうと も、総て死 刑 に処すべ きだ が、
（未 知の女 性に
対する ）
「 強姦致 傷」も、冤 罪の 可能性 が ゼロであ った ならば 、総て 死刑
に処すべ きだ 。
死刑廃 止の シビア な論議 は、俎 上に あ げての話 では あるが 。

