
                       

 

 

男性サバイバーのための自助ループ 

「RANKA」 この10年の記録 

 

蘭の香り 

 

 

ＲＡＮＫＡは、2001年にはじまった、日本の男性性被害者（男性サバイバー）のための自助グループです。

参加者ものべ80人をこえるようになりました。ＲＡＮＫＡの意味は「蘭の香り」。「心が通い合った仲間のこと

ば、金属をも切断するほどに強く、蘭の花の香りのように美しい」ということばにもとづきます。ＲＡＮＫＡは、

男性性について考えてみたいセクシャルマイノリティの方も参加できます。 

RANKA is a self-help group for male survivors in Japan. This booklet is a history of our group over the 

last ten years. In December 2001, we started a self-help group with seven survivor friends we met through 

a website. The meaning of RANKA is the fragrance of the orchid flower, and is based on an oriental 

classic that “the words of friends who share their will are so strong as to cut metal, and beautiful like the 

fragrance of an orchid." RANKA was the very first organisation in Japan dedicated solely to child and adult 

male sexual abuse survivors, and in fact more than 50 male survivors have participated in our group 

meetings. 

201１年 RANKA編集委員会発行  
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は じ め に 

  

わたしたちは、男性ながら性暴力や性的被害をうけた当事者（男性サバイバー）による自助グループ「Ｒ

ＡＮＫＡ」（ランカ）です。2001年12月に大阪で７人の仲間とともに発足し、もうまもなく10年目を迎えます。こ

の10年間は、長かったようでもあり、あっという間の10年でもあったように思います。 

過去には、札幌、埼玉、東京、横浜、長野、静岡、大阪などでミーティングを開催してきました。この小冊

子は、グループの一区切りとして、手記やグループ関連の書いたものなどをまとめたものです。手記や写

真は男性サバイバーだけでなく、グループやグループのメンバーにゆかりある方や女性サバイバーの手記

や写真も収録しています。 

ＲＡＮＫＡの意味は、「蘭の香り」です。「心が通い合った仲間のことば、金属をも切断するほどに強く、蘭

の花の香りのように美しい」（『易経』）ということばにもとづきます。サバイバー同士の語り合いは、深い痛

みをともなう物語のようでありながらも、なお人生を取り戻そうとする希望やしなやかさを感じさせてくれるこ

とがあります。 

男性や少年にたいする性暴力はすぐには理解されませんが、少しずつ理解が広まるように今後も運動

を続けて行きたいと思います。 

なお、出前講座もはじめました。詳細は「出前講座をお引き受けします！」をご覧下さい。 

 

◆RANKAについての問い合わせ先は、「ＲＡＮＫＡパンフレット：グループに参加するには」をご覧ください。。

男性性について考えたみたいセクシャルマイノリティ（LGBTIほか）の方も参加できます。 

◆ＲＡＮＫＡは、会場を用意し、司会進行を担当してくれる人がいれば、全国どこででも開催できるしシテム

です。開催希望の方はメールでお申し込みください。 

◆ＲＡＮＫＡの運営を引き受けてくださるスタッフ（当事者に限ります）を募集しています。 

◆快復への取り組みについては、「お奨めの本」を參照してください。家族やパートナーに向けた本も紹介

しています。 

◆男性性被害、ミーティング情報、倫理被害などをテーマに、年に数回程度メールマガジン「IF通信」を発行

しています。メルアド：ranka222@kitty.jp までお申し込みください。 

◆年に一回、横浜で、誰もが参加できる「オープン自助ミーティング」（自助グループ体験）を開催していま

す。一般の方々に男性性被害を理解してもらう目的なので、当事者でなくとも、また男女を問わず、どな

たでもご参加いただけます。詳細は上記のメールマガジン「IF通信」でお知らせしています。 

◆「男性性被害」「援助職がサバイバーをさらに傷つける倫理違反問題」「平和学」の出前講座をはじめま

した。詳しくは「出前講座をお引き受けします！」をご参照ください。 

 

 

mailto:ranka222@kitty.jp
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４千年の沈黙を破る 
玄野 武人 

 

  つゆの晴れ間に、ひさびさに太陽が顔を出し、アジサイの青むらさきの花が、みずみずしく輝く。そして、

ぼくは沈黙について考える。                                                  

 

 性暴力は、だれがうけてもつらく悲しい体験となる。みんながそう思っている。そして、そのことは、み～ん

なよく分かっている、・・・つもりだ。だけど、この「だれが」のなかに、男性や少年が入ることは滅多にない。

性暴力被害者を意味する「サバイバー」ということばを聞いて、男性の性暴力被害者・男性サバイバーをリ

アルにイメージできる人は、今の日本にほとんどいないでしょう。 

 

 みなさん、はじめまして！ ぼくは、その性暴力被害を受けた男性サバイバーです！  

 今回、「Ｃサポート・こうべ」から、男性や少年にたいする性暴力について、なにか書いてみませんかとの

お誘いを受けました。男性サバイバーのぼくに原稿を依頼するとは、まあ、なんと「Ｃサポート・こうべ」の

方々はチャレンジャーなのでしょう！ 無謀な試みではないですかぁ、という声もあるかもしれませんね。で

も、当事者が自分たちの苦しみ、困難、喜びや、快復の軌跡、さらに社会問題について発言し、それに少な

からずの人々が耳を傾ける。そのことはこれからの時代、たいそう意義のあることだと思います。だから、こ

のような執筆の機会を提供してくださった進取の気風に、心から感謝します。 

 連載は、男性性被害、つまり少年や男性があう各種の性被害をめぐる内容が主なテーマになりますが、

いまだどちらの方向へ筆を進めてゆくか決まっていません。読者のみなさんもごいっしょに、未知の旅先を

楽しんでいただけたら幸いです。 

 

 さて、いきなりですが、歴史の話題からスタートしましょう。 

 みなさんは、人類最古の法律はなにかと尋ねられたら、なにを思い浮かべるでしょうか？ 世界史の授業

で習いましたよね。答えとしては、「目には目を、歯には歯を」で有名な「ハンムラビ法典」を思い出す方が

多いのではないでしょうか。この法典は、紀元前１８世紀、メソポタミアのハンムラビ王が法律や判決をまと

めたものといわれています。今では、前２２世紀のさらに古い法典の断片も出土していますが、それでもハ

ンムラビ法典が最古級の重要な法律であることには変わりありません。 

 じつは、そのハンムラビ法典には、女性にたいする性暴力を処罰する条文が何条かふくまれています。

義父による花嫁の強かん罪と解釈される条文もあります。もちろん４千年あまりも昔の法律であり、当時の

社会形態も今とは異なっていますし、研究者のあいだでも解釈に差が生まれる可能性もあるでしょう。でも、

女性にたいする性暴力を禁止する法律は、人類の法律の歴史と同じくらい古い、そう考えてもよさそうで

す。 

 それでは、男性を対象にした性暴力の法律は、歴史上、存在したのでしょうか？ 現在の日本では、男性

の性被害は、わいせつ行為や軽犯罪法などで取り締まっていますが、事実上、女性にたいする性暴力に

付属するような扱いといえるでしょう。さらに強かん罪となると、被害者は女性にのみ限定されていて、男性

の強かん被害者は想定されていません。 
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 世界の歴史において、男性にたいする性暴力を明確に想定した法律、もしくは男性を女性と同じように性

暴力被害者としてあつかった法律は、存在してこなかった。そういえるのではないでしょうか。詳細は研究

者に明らかにしてもらうとしても、この推定はかなりの確率であたっているんじゃないかと思います（歴史に

ついて詳しい方がいたらメールで教えてください）。しかし、現実には多くの男性や少年たちが、いろんな性

暴力の被害にあっています。そのことを、これからの連載のなかでおいおい話してゆくつもりです。 

 人類は永年にわたり、男性性被害の存在をタブー視してきました。否認し、語ることを避けてきました。こ

の問題が明るみに出ることを怖れてきたともいえます。それゆえ、男性性被害を「人類最後のタブー」という

人もいます。また、もっとも光が当たりにくい「最後の人権問題」のひとつということもできるでしょう。 

 ２０世紀の終わりから、欧米や日本、また他の国々でも、男性性被害者たちはみずからの体験を語りはじ

めており、ようやく数千年におよぶ長い沈黙を破りつつあります。 

 

☆        ☆        ☆ 

 

 男性もまたさまざまな性被害を受けている！？ そう聞くと、じゃあ、具体的にいったいどのくらいの男性

や少年が性被害にあっているのか？ その実態はどうなの？ と多くのみなさんが思うことでしょう。当の男

性サバイバーたちですら、同じように思っているはずです。そこで、最初に性暴力の統計調査を見てみまし

ょう。 

 日本の調査については、すでにこの「Ｃサポート・こうべ通信」でも紹介されたことがあると思いますが、

「高校生の性暴力被害実態調査」（アジア女性基金、2004年）が、高校生１～３年生、計2,346名（女子1,424

名、男子922名）を対象とした調査結果を報告しています。それによると、言語的・視覚的・強制的身体接触

による性被害率は女子で約３人に１人、男子は５～１０人に１人。レイプ既遂は、女性は5.3％、男子は1.5％

となっています。男子の性被害が５～１０人に１人というのは、予想外に多いというべきでしょう。  

 なお、苦言を呈しておくと、日本の性暴力調査は、男性性被害を女性性被害と対等にあつかった調査をし

ていません。上記調査は過去の同種の調査よりもずっと男性性被害を射程に入れていますが、それでも男

性性被害については安全面やケアをふくめ目配りが足りていないと思います。今後、調査を試みる研究者

たちは、そのことに留意していただきたい。 

 次に、海外に目を転じて、欧米の調査に目を向けてみましょう。欧米では、1980年代から、すでに少年に

たいする性虐待の統計調査の積み重ねがあります。日本語で欧米の状況を知るには、Ｒ.ガートナーの著

作が過去の調査結果を包括的に整理しており、たいそう便利です（Richard B. Gartner, Betrayed as Boys, 

1999, pp24。邦題『少年への性的虐待』、作品社、44頁 ）。同書で、ガートナー氏は80年代のフンケルホー

（D. Finkelhor）から、90年代のリサック（D. Lisak）ほかの研究を概観して、少年の場合、身体接触および身

体接触のない不適切な性的行為の被害率は４人に１人と結論付けています。この数値について、ガートナ

ー氏自身は「これらの数字が、たとえいくらか誇張されたものだとしても、おそろしい数字である」（同頁）と

述べています。 

 そう、おそろしいほど多い！ 男性は性被害にあうことはないと信じている人たちを、びっくりさせるに十分

な数値といえるでしょう。びっくりというよりも、にわかには信じられないかもしれません。 

 でも、この数値は、上記の日本の高校生の調査とも大差ありません。未成年者の性被害は、女子で３～４

人に１人、男子で４～１０人に１人の割合でおきていると考えて良いでしょう。この被害率は、触られたり、裸

を見られたり、ひわいなことを言われたり、さらにレイプされたりと、さまざまな性的侵害をふくんでいる数値



 5 

です。その中には、非常に重い後遺症がおきる場合から、さして心配する必要のない場合までをふくんで

いると思われます。 

 さらに、少年だけでなく、成人男性もまた性被害にあっています。2001年、欧州連合（ＥＵ）がセクハラ禁止

法を制定するさいに調査をしたことがあります。それによると、女性の50％、男性の10％が職場でセクハラ

被害にあっています（共同通信 2001.6.12）。日本でも先の男女雇用機会均等法の改正により、職場での

セクハラが、男女を問わず禁止されましたね。 

 また、チカン被害についても、注目すべきトピックがあります。2001年、東京都は、迷惑防止条例の「婦女

に卑わいな言動をしてはならない」とある条文の「婦女」を「人」に改めたことで、男性がチカン被害にあった

ケースも取り締まりができるようにしました。その結果、次の１年間で、実際に１９人が男性にたいするチカ

ン行為で逮捕されました（YOMIURI ONLINE  2002年１０月２日）。従来は、男性がチカン被害にあっても、

体に触られただけでは法的に取り締まることは難しく、悪質なケースにつき軽犯罪法（つきまとい）を適用し

ていたそうです。この改正は、痴漢被害にあった男性たちからの要望を受けた改正です。想像してみてくだ

さい、男性であっても、電車内で「チカンにあいました！」と声をあげることは、それなりに勇気が必要だった

り、恥ずかしかったりすることでもあるのです。被害を訴えた男性たちの勇気に、敬意を表したいと思いま

す。 

  さらに、もう一つ、海外ではたいへん重要な社会変化がおきています。欧米で、90年代から強かん法の

改正を進め、レイプ（強かん）の被害者にも男性をふくめるようになったことです。被害者や加害者の性別を

問わないジェンダーレスに、法律を改正したのです。この法改正におけるレイプの定義は、おおむね、合意

のない口腔・性器・肛門への挿入をいいます。日本の強かん法もまたジェンダーレスにして、男性やセクシ

ャルマイノリティの被害を考慮した強かん法に改正すべきと思います。ちなみに、男性にたいするレイプを、

英語では「メイル・レイプ」（male rape）といいます。 

 それから、これもまた重要なことなのですが、男女というだけではなく、セクシャルマイノリティ（性的少数

者）もまたいろいろな性被害を受けています。ゲイ（男性同性愛）、レズビアン（女性同性愛）、バイセクシャ

ル（両性愛）、トランスジェンダー（性同一障害をふくむ）、インターセクシャル（半陰陽）、さらにそのほかの

性的少数者も各種の性的侵害をこうむっているにもかかわらず、社会にある同性愛嫌悪（ホモフォビア）な

どの偏見により、その事実が社会ではいっそう見えにくくなっています。ここでも沈黙をしいる社会的圧力が

働いています。これら偏見のために、セクシャルマイノリティの被害者の話を誠実に受け止めることができ

る人たちが、きわめて少ないのが現状だと思われます。今後は、性暴力の予防活動や被害者支援のなか

に、セクシャルマイノリティの性被害もまた視野に入れて、取り組んでゆくことが大切だと感じています。 

 もう一点重要なのは、統計はしょせん数値に過ぎないということです。性被害のある一側面を切り取って

いるにすぎません。実際に身体と心を持ち、現実を生きる者にとって、統計の数が多かろうが、少なかろう

が、被害の根本的なしんどさも、快復の道のりの困難さもまた変わらないと思います。被害者の数が多け

れば傷が軽くなるというものでもないし、その逆でもありません。むしろ、被害率が低いケースのほうが、社

会の理解や支援を得にくいという難しさがあるかも知れません。 

☆        ☆        ☆ 

 上記で４人に１人という数値を、ガートナー氏が「おそろしい数字」と述べていると紹介しました。でも、ぼく

がほんとうに恐ろしいと感じるのは、これほどの高い発生率でありながら、社会はその歴史をつうじて、男

性性被害を一貫して否認してきた。その否認の強固さです。数千年にわたり、男性性被害者たちに、沈黙

を強いてきた社会的圧力や社会的否認こそ、ぼくは恐ろしい事実だと思います。そして、その沈黙の圧力
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は、今の日本でも圧倒的です。 

  社会の中には、男性性被害をけっして認めようとしない圧力があります。それは、「男性は性被害にあう

わけがない」「あっても傷つくわけがない」「傷ついたとしても、それがなんなんだ」という、強固な三重の否

認としてあらわれます。さらに、女性は被害者、男性は加害者とする固定観念もしっかりと社会に根をはっ

ています。 

 今日の日本でも、男性サバイバーのなかから、４千年の沈黙を破るべく声があがりはじめています。その

さざ波のような小さな声は、ネットやグループを通じて、信頼できる友人や家族のあいだで、偏見にとらわ

れない支援者のあいだなどで、少しずつ理解されつつあります。ですから、今ぼくがこの原稿を書いている

ことですら、まことに歴史的変化の貴重な一瞬ということができるのです。今ここで、４千年の沈黙を破る幸

せ、その幸せを読者のみなさんと共有できることは、とてもうれしいことです。２０世紀の終わりに、女性サ

バイバーたちが声を上げはじめ、性暴力被害の真実を社会に訴えはじめました。それに続いて、男性サバ

イバーも、セクシャルマイノリティのサバイバーたちもまた、社会の理解を求めはじめています。 

 

☆        ☆        ☆ 

 

 性暴力は、だれがうけてもつらく悲しい体験となる。いうまでもなく、その「だれが」には、女性も男性も、ヘ

テロセクシャル（異性愛）もセクシャルマイノリティも、子どもも大人も、健常者も障害者も、外国人も日本人

も、民族も人種も問わず、文字通りあらゆるすべての人間が入ります。そしてまた、すべての被害者が自分

の人生を取り戻す権利を持っているのです。 

 

 夜がふけるにしたがって、昼間は止んでいた雨が、ふたたび降りはじめました。夜のアジサイの葉を打つ

雨音が、どこか楽しげで、リズミカルに聞こえてきます。窓外の深い暗闇が、歴史の沈黙を象徴していると

すれば、心地よく葉を打つ雨音は、沈黙を破るサバイバーたちの声。ぼくの耳には、そんなふうに聞こえて

きます。 

 

★サイト名：「If He Is Raped」 

ＰＣ：http://www.comcarry.net/~genbu/index.html  

携帯：http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/ranka2001/ 

★「IF通信」：メールマガジンの「IF通信」を発行しています。どなたでも購読できます。お申し込みは、上記メ

ルアドへお願いします（できたら簡単な自己紹介もお願いします）。内容は、性虐待、男性サバイバーのた

めの自助グループ情報、援助職の倫理違反、平和と戦争などです。 

※初出：「Ｃサポート・こうべ」2008 年夏号（７月５日発行号） 
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私を傷つけていたもの 
英 人 

 

Ⅰ 

 

今回は、いまから８年前までに私が受けていたカウンセラーからの不当なカウンセリングについてお話

したいと思います。 

 そのカウンセラーは、カウンセラーが所属するカウンセリングルームに通い始めてから３人目の担当者

です。（ちなみに、そのカウンセリングルームには通算で約８年間通っていました。なお、カウンセラーが交

代したのは、私自身の一存ではなくすべてカウンセラー側の都合によるものです。）そのカウンセリングル

ームの名前は、分かる人には「ああ、あそこか。」と分かるところだと思います。ずばり「ＡＣの総本山」的存

在のクリニックの系列下にあるカウンセリングルームです（ちなみに４年前の夏に閉館になりました）。 

 

 そのカウンセラーのカウンセリングに違和感を覚えるようになったのは、カウンセリングを受けて１年ほど

たったある日のことでした。私がカウンセラーに自分と母親との関係について訴えたところ、そのカウンセ

ラーは「（母親を）他人のように見る訓練をしよう」と言い出してきました。その言葉が、その時の私にはあ

たかも自分が「母親から自立出来ない情けないヤツ」だと言われたような気がしたので、その次のカウンセ

リングでそのことを訴えたら、そのカウンセラーは「そう聞こえたらごめんなさい」とその場で謝罪しました。

その後も母親との関係についていろいろ話したのですが、そのカウンセラーはその都度私の行動パターン

の修正を指示しました。私はその指示に対し、以前の時とは違った何とも言いようのない不快な気分にな

り、どうしてもそれを実行することが出来ませんでした（なぜそうなったのか、その理由は後で述べます）。

そういったやりとりが重なるにつれ、そのカウンセラーはだんだん私を強引な形で自分の意に従わせようと

するようになりました。たとえばそのカウンセラーが母親を受け入れているフリをしろと提案した際に、私が

それは母親を承認することに感じるからできないと言うと、「あなたは十分母親を受け入れている」と返して

きました。その時、私は自分の認識がおかしいのか、と混乱しました。また別の時に私が指示に従わない

そぶりを見せると、そのカウンセラーは「じゃあ、いまのままの苦しい状態が続くよ」と半ば脅迫めいた言動

をしました。 

そのカウンセラーのカウンセリングの内容は、私と母親との関係にすべてのスポットを当て、そして私自

身がその関係から離れることを最終的な目標として行われていたのでした。問題はそのやり方です。その

カウンセラーは、私が少しでも母親からの関係から離れるように（今にして思えば）カウンセリングを通じて

私自身の考えを「自立」の方向に持っていくように仕向け、かつ、「自発的に」行動に出るように仕向けるも

のだったのです。これ自体、カウンセリングとしてはとてつもなく危険なもので、そしてこのようなカウンセリ

ングを受け続けた結果、カウンセリングを受ける前と後には急に胸が苦しくなったり、不快な気分になった

りするようになりました。しかし当時の私は、その反応が「異常な」カウンセリングの結果によるものだと気

づくことが出来ませんでした。 

もっとも、私自身はそのようなカウンセリングを受けたにもかかわらず、母親からの関係から「自立」す

ることはありませんでした。そうなったのはもちろんそのようなカウンセリングに対する反発ということもあ
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るのですが、他にも理由があります。実は今から 10 年以上前にＡＣであることを自覚するようになった当

時、私と母親との関係は非常に危険なものになり、それゆえに私は家出同然で家を飛び出さざるを得なく

なりました。それから２年以上たってから行き詰って実家に戻るまで独居生活をすることになったのですが、

この家出と独居生活が私の心身に与えたストレスや、社会人としてのキャリア形成へのダメージは著しい

ものがありました。あんなしんどいことをまたする羽目になるのか…という思いが、私が自立に躊躇する原

因だったのです。しかしそのカウンセラーは、私が家出した当時のカウンセラーではなく、そういった事情

を知らなかった可能性もあり（何らかの形で引き継ぎは行われるはずなので、事情を知らないはずはない

のですが）仮に知っていたとしても、「あんなことが出来たのだから、また出来るはず」と読んでいたのかも

しれませんが。 

また、当時時給１０００円だった派遣社員の私の給料では、毎日自活していくことはおろか、アパートの

敷金礼金を払えることすらままならないのです。そのことをカウンセラーに訴えると「自分の尊厳が守れれ

ばいいじゃな～い」とまるで他人事のように軽くかわされました。こんな調子ですので、最終的にはそのカ

ウンセラーに母親との関係以外のことを話しても聞いてもらえないようになってしまいました。（無視された

のではなく、母親との関係以外の問題がフレームアップされなくなってしまったのです。） 

 

Ⅱ 

 

一連のカウンセリングの中で私が一番苦痛だったのは、性別も含めて私とカウンセラーとは別個の人間

であるにもかかわらず、カウンセラーと私との境界線は事実上無視された形でカウンセリングは進められ

たことでした。私は買い物依存症でもあるのですが、ある時「買い物」を理由にして経済的に自活するのは

難しいと訴えたところ、そのカウンセラーは「私は給料いくらでも、服はフリマで購入し、かつ旅行もしてい

て貯金もできる（だから貴方も自立することができるはずだ）」と言ってきました。またある時は、いま月々

いくらで国民年金や国民健康保険も支払っているので、経済的に苦しいと言った際には「私の弟はそんな

ものを支払っていない」ということも言ったりしました。カウンセラーが、クライアントの生活に直接介入する

こと自体大変問題があることですが、たとえ話として出るならともかく、クライアントの生活に介入する際に

なぜカウンセラー自身の弟の話が出てくるのでしょう？つまり、クライアントに共感するのではなく、自分と

他人との話を混同しているだけなのですが（いうまでもなく、両者はまったく似て非なる話です）。要するに

そのカウンセラー自身が、クライアントと自身との立場を峻別できない人だったわけです。その極めつけが、

２００４年の３月のある出来事でした。 

 

その前年の１１月に母親が突然会社を退職すると言い出し、さらにそれと前後する形で、妹が婚約する

ことになりました。つまり経済的な負担も含めて、今まで以上に実家から抜け出せなくなることになったわ

けです。（今から考えれば大げさな話ですが、その当時はカウンセリングの影響もあってそのように考えざ

るを得ませんでした）問題なのは、その話を私から聞いたカウンセラーが非常に困惑した様子になったこと

です（このこと自体、そのカウンセラーの資質に重大な問題があるということになるのですが―通常は、ク

ライアントがテンパった状態になった場合は、冷静に振る舞い、かつクライアントにもそうさせるように努め

るのがカウンセラーの役割なのですが）そしてその後に、そのカウンセラーは「家にいるリスクを高めよう」

と私の飲食費を自己負担しろと言う提案をしました。当時の私は、苦しさのあまりそれを実践せざるを得ま

せんでした。そして当然な話ですが、その結果は、家庭内に著しい混乱をもたらしました。私がその事を報
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告し、さらに再度経済的に自活は難しいと訴えるとそのカウンセラーは驚くようなことを口にしました。「そう

だよねぇ、自活するのは大変だもの」カウンセラーにこう言われた時、私は正直気が狂いそうになりました。 

 しかしこのような異常な事態のあとも、そのカウンセラーは私の問題を母親との関係に絞り込む姿勢を

捨てませんでした。このため、さすがの私もこのころになるとカウンセリングルームの変更を真剣に検討す

るようになりました。 

 そしてこのころから、私はしばし街中を歩いている際に、他の人がすれ違いそうになる時何者かが覆い

かぶさってくるような感覚に襲われるようになりました。そして「性的虐待」の文字に急に敏感になるように

なりました。そして２００４年７月に、私自身がかつて父親より受けた性的被害の記憶を取り戻すようになり

ました。 

 

Ⅲ 

 

カウンセラーに性的虐待の回想のことを訴えたのは、記憶を取り戻してから１か月たった後のことです。

私の訴えを聞いたそのカウンセラーの反応は「子供はそれを愛情と感じることもある」と言う驚くべきもので

あり（カウンセリングルームの特徴から、クライアントからそのような言葉が出る可能性が大いにあるにも

かかわらず）さらに性的被害の影響と思われる、私自身の子供のころの性的遊戯体験についても、「子供

はよくそういうことをする」と答え、しまいには「私はあなたの事を、母親から溺愛されて育ったと思っていた。

で、お母さんは？お母さんのことは？」と素っ頓狂な声で驚きを見せ、カウンセリングを母親と私との関係

の話に半ば強引に戻そうとしました。クライアントの主訴を全く取り合おうとしないカウンセラーのこの態度

に私は大いに失望し、さすがにそれからはカウンセリングルームに通うことをやめました。しかし、こうした

カウンセリングに対する不快感、そして治療者への不信感はその後も依然として続きました。 

 

カウンセリングを打ち切ってから一年半ほどたったある時、上記のことを「If he is raped」の管理人で

あり、そして私にとっての「先を行く仲間」でもあるくろたけさんに相談したところ、「そのカウンセラーのカウ

ンセリング内容はおかしい。特に性的虐待の主訴を「親から愛情」という形でいいくるめるのは、クライアン

トに対する対応としては失格だ。一度そのカウンセリングルームに、治療費の返還をしてみては？」という

アドバイスをいただきました。それで私はそのアドバイスを受け、思い切って元のカウンセリングルームに

カウンセラーから受けた不当なカウンセリングの内容と、カウンセリングルームの姿勢に対する批判を書

いた内容の手紙を送付しました。 

それから約１ヶ月後にそのカウンセリングルームの室長から返事が来たのですが、その内容はまたまた

驚くものでした。以下にその内容を記しておきます。 

 「（前略）カウンセリングというものは、クライアントとカウンセラーとの信頼に基づいていて（中略）ご本人

がカウンセリングを打ち切るかは、ご本人の自由な意思に基づくことと思われます。○○様（私のことです。

以下同）がカウンセリングを継続されていたことは、自己の意思に基づいてのことと思われます…」 

 「（カウンセリングルームのカウンセリング方針の採択は）カウンセラーの判断と、○○様との信頼に基づ

いて行っております。○○様もこの方針を受け入れてカウンセリングをお受けになったと思いますので、こ

れら治療方法、治療方針に誤りはありません」 

 要するに通ったお前が悪い、これがそのカウンセリングルームの回答でした。クライアントの訴えを全く

取り合おうともせず、かつ平気の平左でクライアントに責任をなすりつけられる言い草にあきれて言葉が出
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ませんでした。治療方針を受け入れるも何も、そもそもそのカウンセリングは、私の意向を頭から無視した

形で行われたのですが！しかも、私がその指示に従わなければ、脅しやなだめすかしで私を従わせようと

する、こんなカウンセラーのやり方のどこが「信頼に基づく」ものなのでしょうか！冗談ではありません。ま

た、文面から明らかなようにそのカウンセラーに対するカウンセリングの実態調査も行ってないようでした。

これでは、いったい誰のためのカウンセリングなのでしょうか？？？ただ、この返答から、いままでいった

い自分を苦しめていたのが一体なんだったのかが分かってきました。私を長らく苦しめ、そして傷つけてい

たのは、そのカウンセラーの暴力的なカウンセリングそのものと、そのカウンセリングルームの無責任な体

質だったのだと。  

 

Ⅳ 

 

上記の私のカウンセリングの内容を見た方はお分かりになったかと思いますが、そのカウンセラーのカ

ウンセリングは、私個人の態度や行動を私自身が変えるように促すではなく、直接私の行動や態度の修

正を図ろうとするものでした。具体的に言えば、私自身の母親への行動や態度の修正をすることで、クライ

アントである私の母親に対する思考パターンの修正を図ろうとしていたように思われます。つまり私自身の

「人格」を変えようとしていたわけです。しかし、それは先にも述べたとおり、カウンセラーが私自身の考え

や思考を直接操作しようとする非常に危険なものでした。つまり、カウンセリング自体マインドハッキング

につながる暴力的なものだったわけで、私がそのカウンセラーの指示に不快感を覚えたのは当たり前とい

えば当たり前であったわけです。もちろん「病んだ」考え方や破壊的な行動をもたらす思考パターンは、変

えられれば変えられるに越したことはないでしょう。しかし、トラウマ的な被害経験を受けたからと言ってそ

の被害経験そのものを人格から抹殺できるわけではないように、それがどんなに「病んだ」ものであっても

思考パターンそれ自体はその人の人格の一つたりえます。したがって、外部から思考パターンを変えよう

とすることは、その人個人の尊厳の否定につながります。まして、指示に従わないクライアントを脅しやな

だめすかしで従わせようとするようなやり方ではなおさら、ですが。（ちなみに、思考パターンそのものを変

えることは出来なくても、それに惑わされないようになることは出来ます。実際、以前の私はひとたび心気

症的な思考パターンが始まるとそれにずっと囚われてしまっていたのですが、今ではそういう思考のパタ

ーンが始まると「ああ、また始まった」とそういう考え方をある程度客観視することが出来ます。） 

囚われる、ということで気づいたのですが、いわゆる器質性の障害でないつまり心因性の病気の場合

は、医師は通常患者の愁訴そのものを聞くのではなく、患者が愁訴を重視しすぎる（つまり“とりつかれて

いる”）状態に注目し、その思い込みを取り除こうとします。これがいわゆる心理療法のイロハとなります。

しかしながら、私が受けたカウンセリングは、私自身の「自立」への思い込みをかえって増大させる（そして、

そのことで私自身の自己評価を下げる）ものでありました。つまりカウンセリングのあり方自体、本来のそ

れとは逆のベクトルになっていたわけで、そういう意味でも先のカウンセリングは、方針そのものがまったく

の見込み違いだったと言わざるを得ません。 

 また先ほども述べたとおり、そのカウンセラーが担当になる以前に私は家出同然の形で親元を飛び出し

たことがありますが、その時私が受けた心身の疲労はとてつもなく大きいものでした。母親が納得するよう

な形で家を出るには、彼女をあらゆる形で説得する必要がありますが、特にＡＣを生み出すような依存的・

幼児的な親を説得するにはそれ自体大変なエネルギーが必要になりますし、また、それが上手くいかな

ければ、前と同じようなリスキーな、そしてそれゆえに心身の疲労をともなう自立の形を選ばざるをえない
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わけです。一度そのような形の自立を遂げて失敗した私に同様のことをさせようとするとは、そのカウンセ

ラーはいったいどのようなつもりでいたのでしょうか？そもそも、親とのコミュニケーションがうまくいかない

からこそカウンセリングに来ているわけで、そういったコミュニケーションの形式をクライアントの側を「弄

る」形で修正しようとしても、かえってクライアントの自尊心を減らすだけで終わることは火を見るより明ら

かなはずです。私個人は、カウンセラーが間に入る形で親との三者面談のようなカウンセリングが行える

ように望んでいたのですが、そのカウンセラーがそのような対応に出ることはありませんでした。また、現

家族を離れて自活すること自体、カウンセリングというよりソーシャルワークの領域に入るわけですから、

そういったことを専門に取り扱うソーシャルワーカーないし団体へのエスカレーションも必要になるはずで

すが、そのカウンセラーはそういった対応もしませんでした。ただ、私の問題点を「修正」するだけのカウン

セリングに終始するだけでした。 

 

Ⅴ 

 

以上、私が受けたカウンセリングの問題点を指摘してきましたが、そのカウンセリングルームも初めのう

ちからそのような体質だったわけではありません。先にも述べたとおり、そのカウンセリングルームにつな

がった当時、母親と私との関係は「殺す、殺される」こともありうるような切迫したものでしたが、当時のカウ

ンセラーはさすがに私と母親との関係を見るに見かねたのか、もし何かがあったら何らかの形でリレーショ

ンをすると提案し、そして私が家を離れた後は実際私と母親との連絡を取り次いでくれました。もちろん既

述のとおり、そのことで私が受けた悪影響は大変大きかったのですが、その時でさえ、そのような対応が

できたのです。となれば、先のカウンセラーのカウンセリングはいったいなんだったのか、ますます疑問に

なってきます。もちろん私のケース自体が、そのカウンセラー一個人の資質ないし、人格の問題に限定さ

れるものなのかもしれませんが、しかしながらそのようなクライアントとカウンセラーの境界線を守れない

「カウンセラー」が専属のカウンセラーとして存在すること自体、そのカウンセリングルームの体質に問題

があると言わざるを得ないでしょう。 

そして、クライアント軽視の態度やパワハラ同然のカウンセリング、そして組織的な責任回避はそのカウ

ンセリングルームの問題だけでなく、いわゆる「ＡＣの総本山」のクリニック（とそのグループ全体）に共通す

ることのように思われます。 

 実は、そのクリニック内部で「教祖」扱いされている人物は、さる講演の中で、被害体験に対しては、「別

の加害を加えることで、元の被害体験を軽減させることが出来る」という意味のことを言っています。まる

で「借金を返済するために別のところから借金をする」とでもいわんばかりの話で、あきらかに詭弁そのも

のです。またそれは、その人物が治療行為の中で自らクライアント・患者の尊厳を全く顧みないと白状して

いるも同然でしょう。実際問題、そのクリニックではその「教祖」による圧迫面接まがいの治療方法が問題

になっていますし。さらにその人物は別の場面で「（私に癒されようなんて思うな。）癒されたかったらトトロ

のぬいぐるみでも抱いてなさい」と、自身の治療行為に対する居直りとでも言うべき発言をしています。な

るほど、確かにトトロのぬいぐるみを抱いていれば、癒されるかどうかはともかくとして少なくとも二次被害

を受けることもないでしょうし、そのことで致死にいたることもないでしょう。 

 おそらく『「ＡＣの総本山」のクリニック（のグループ全体）』で、このようなクライアントに対する暴力的かつ

無責任な対応が当たり前になっていることを考えれば、おそらく私の他にもさらなる多数の「被害者」が出

ているのは間違いないと思います。そしてその多くは闇から闇へと葬り去られていることでしょう。いずれ
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にしてもこのような治療方法がまかり通り、そしてそのことが表立った批判されないまま行使されていくとい

うことは恐ろしい話ではありますが。もっともその人物は、近著の中で「私のクリニックではここ数年自殺者

が出ていない」という意味のことを言っているのですが、どこまでホントの話なのでしょうか…。ちなみに、

その人物は以前の著作では「トラウマ」という言葉をうんざりするくらい乱発していましたが、ある時期から

急に「トラウマ」という言葉を著作の中で用いなくなっています。このことにも何やら不気味さを感じてなりま

せん。 

 

それにしても、そのクリニック自体既存の精神治療に対する批判ないしアンチテーゼをスローガンとして

いたはずなのですが、にもかかわらず、いつの間にか既存の精神治療以上に抑圧的でクライアント＝患

者無視の治療が半ば公然と行われるようになっている、これはいったいどういうことなのでしょうか？いず

れにしても、アンチテーゼを唱えていた者が抑圧的な支配者に成り下がること自体に日本の精神医学の

病根の深さを感じるのは私だけでしょうか。「あんた、根が相当深いね」これは先の「ＡＣの教祖」的人物か

ら私が直々にいただいた言葉ですが、この言葉を上記のカウンセラーとカウンセリングルーム、および「Ａ

Ｃの教祖」にそのままお返ししたいです「あんたら、根が相当深いね」と。 

 

 

【注】先の「ＡＣの総本山」の詳しい内情については、下記ＵＲＬが参考になるかと思います。 

ttp://www.human-service-center.org/news_pdf/31nl.pdf 

ttp://www.human-service-center.org/news_pdf/32nl.pdf 

上は、さる市民団体のニューズレターですが、そのニューズレター内にある「精神科クリニックと

のたたかい」という文章には、その「ＡＣの総本山」のクリニックで受けた、被害体験が赤裸々につ

づられています。はじめてこの文章を読んだ時、そのクリニックの「規律」を盾に取った患者への高

圧的な対応の仕方と、何か不都合があれば責任転嫁する姿勢に驚きました。 

 お手数をおかけしますが、具体的な内容をお知りになりたい方は「特定非営利活動法人(NPO)ヒ

ューマンサービスセンター」宛に「貴団体のニューズレターに掲載されている『精神科クリニックと

のたたかい』という一文が読みたい」というように問い合わせていただくようお願いします。 
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12 才の晩秋、紅葉を血に染められた体験 

ＫＥＮＴＡ （男性サバイバー） 

 

 「ギャーー」しかし、唸るだけでした。それまでの性器弄りが延々と 30 分以上は続いた後です。自然に泣

き出しました。地獄でした。そうです。いきなり睾丸を力一杯握られたのです。悶絶して、のた打ち回る激痛

に猿靴輪をされたまま、腹ばいになり体を動かしました。変質者は、横からやったので、当初は体を下向き

にできたのです。あまりの痛さに耐えることができなかったからです。性器ははっきり記憶にありませんが

勃起から元に戻っていたようです。尻を振り、のたうち回っても、晩秋の枯れ草に触れて睾丸の痛みの解

消は無理でした。変質者は「フフフ、可愛らしい坊やの尻振りダンスか」と屈辱発言を言われました。又、

「ハハハ、玉が痛いか、可愛らしい小さな尻を見せてもらうぞ」と言いながら尻を撫ぜられ見られた記憶は

かすかにあります。肛門を弄ったのか指を入れたのか、又は臭いを嗅いだだけなのかは覚えていません

が、何かされた事は事実です。なぜなら「ケツを何回拭いてるのか？まだまだクソの臭いがあるぞ。それに

誰が腹ばいになれと言った! 又上を向け」と睾丸の痛みが治まらない中、再び仰向けにされました。 

  

 変質者は足に乗られ、動く事も不可能になりました。変質者は「おい可愛い坊や、ここが何の為にあるの

か知っているな」と性器を握り言われたので、頷きました。嗚咽はようやく止まりましたが、睾丸の激痛にま

だ涙が溢れ、止まりませんでした。  

 「いいか、今度無断で下を向いたら、ここを全部切断して、カタワにするので覚悟しな」とかなり高圧的で

した。体は、最初から凍りついたまま震えてましたが、『切断』という言葉を聞き、大人しくするしかないと屈

辱に耐えました。再度、性器全体をさんざん弄られました。又、激しく勃起してしまい変質者も興奮していま

した。 

  

 変質者は、暫らく弄っていました。私は子ども心に「早く終わって欲しい。生きて帰りたい」と心の中で思い

続けていました。 

  

 本当の地獄はこの後でした。変質者は、ナイフを取り出しました。私は「まさか、殺される？」と思っている

と変質者は後向きになりました。なぜ？と思っていると左足親指に激痛が走りました。変質者は、私の爪

から付根まで切られたのです（今でも大きく傷跡があります）。「もう、やめて僕が何か悪い事でもした

の？」と心で思っていました。 

  

 変質者は、又前を向き、性器に血の付いたナイフを当てられました。「まさか？切断されるの？いやだ」と

思っているとナイフは横に置き千枚通しを出しました。左足の新たな痛さと睾丸の痛さが残る中でした。変

質者は、まだ痛みが続く私の睾丸を握り、左睾丸下から副睾丸まで力を込めて千枚通しを貫通されたので

す。尻を上下に左右に体が動く範囲で自然に振り、必死に痛みに耐えましたが変質者が足に乗っていて、

動く事ができなかったからです。『激痛どころではありませんでした。火の棒を刺し込んで来たかと思われ

る』腹から胸にまで届いた激痛が体を走りました。さらに、右睾丸も貫通されました。過去経験した事もな

い激痛でした。失神しそうな超激痛でしたが、切断される危険性を考え失神はしませんでした（救急病院で、
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傷が回復して母から聞いたのですが、医師によると神経をまともに貫通したので、耐える事が不可能な激

痛被害を受けたらしいです）。「変質者は見ろ、お前の玉を」と言われても痛さでそれどころではありません

でした。 

  

続いて、変質者は勃起したままのペニスを持ち、「さぁ、可愛らしい坊や、皮を剝いたら坊やの局部のよ

うにおしっこ臭くないぞ、その可愛らしい顔に小便の臭いは似合わないぞ」と覆っていた皮を剥かれ、海綿

体を貫通されてしまいました。既に勃起したペニスでしたので、血は周囲から出たのでしょう。怖くて見る事

ができませんでした。千枚通しを抜く前に変質者は、まだ勃起したままのペニスを私の顔あたりに千枚通

し向ける念入りようでした。千枚通しを抜いたとたん、血しぶきが噴水のように噴き出て私の顔は血まみれ

となり、変質者は「赤がにあうぞ、可愛い坊や」「あ、そうそうこの小便が黄色に染まった臭いパンツはもら

う。絶対に臭いが消えない方法で保存して、今日を思い出すよ」「今夜は早速これを臭いながら、いい気持

ちとなるか」「それとこれを警察に届け新聞に出たら、中学のどこか生徒の目につく場所に『この臭いパン

ツは１年の○○がペニスを切られた時の黄色のパンツです』とかざりお前の恥を晒してやる」と案に大きく

されないような屈辱発言を言い去りました。 

  

 私は、睾丸を見ると紫色出腫れて大きくなって不気味でした。内出血が酷かった様です。下向きになった

ペニスからは、まだ激しい出血が続き、左足の親指の出血も続いていました。私は、下半身に血を流しな

がら、とにかく、左足親指の痛みと出血と睾丸の痛みを抱え、ビッコを引きながら人家に助けを求め、すぐ

に医師を呼んでくれて緊急入院をしました。 

  

 さて、最初にショッキングな傷害被害を先に書きました。私としても毎日見える傷跡を見て、被害を忘れる

事が不可能ですのでそれに至った経緯を書きました。 

晩秋の紅葉の中での被害でした。その日は 11 月も末の樹木は紅葉し、落葉を始めた頃でした。目には

きれいな季節の紅葉はなぜか小学生の頃から感動していました。 

私が生涯忘れず、傷も残された「屈辱性被害」を受けた場所は、雑木林の中の軽自動車１台がようやく

通行できる道があった広大な雑木林内に隣接する草むら内です。事実上、雑木林でしょうか。その人生に

残る屈辱的な雑木林は、小学生時代にまれに友人達と遊んだ事もありました。私が変質者に掴まった道

は、あちらこちらに獣道の様な枝分かれした細い道がありました。尚、当然通学路には指定されてなく、雑

木林内の小道で会うのは子どもからお年寄りまで男性のみでした。小学生は私的時間に、中学生や高校

生は、私と同じ通学の下校時の近道で、大人は散歩や犬の散歩でした。といっても、大変寂しい場所であ

り利用者は男性でもごく僅かでした。しかし、私は友人と下校中に話に夢中になり、この雑木林を近道とし

て、１人で時々利用していました。 

  

 私が女の子であれば、いくら近道でも利用はしないでしょう。なぜなら『男の子が性的被害に遭う事など

ない。』との風潮が今以上にあったからです。被害は 12 才の晩秋の 11 月も末の土曜の午後でした。部活

は、担当の都合で早く終わり、気のあった親友と帰宅中でした。 

  

 その前に私は、幼い頃から「可愛らしい」と言われ続け、正直大変恥かしかったです。当時の写真を見る

と「確かに可愛い子だな」とは自分ながら思います。同級生の女子、下級生の幼い女子、上級生の女子・
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男子、女子中学生、女子高校生、母の友人、伯母達、親戚のいとこ、付近の大人の女性達・・・・・・・に言わ

れ続け、外で遊んでいても女子中高生の一部が立ち止り「ねぇ、ねぇ、見て、あの男の子可愛いよー」と何

人かで見られた事もありその時は、「いいかげんにしてよ」との認識でした。既に、小学校時代に見知らぬ

男性から「声かけ」が何回かあり、小学生時代は気をつけていました。さらに、登下校中や、その他のいく

つかの場所で意味不明な男性の「偽視」を何度も経験しました。 

尚、私が被害に遭遇した広大な雑木林は、小学校時代は「セミ撮り」にせよ、「中での紅葉集め」にせよ

先に述べた通り友人達や先輩達と入り、１人で入った事はありませんでした。 

  

 被害当日です。現在と違い、冬の訪れはかなり速かったです。晩秋の木枯らしが吹き荒れる日でした。

土曜の部活が早く終わると知らずに、友人と帰宅中は先に述べた通りです。友人方の方へかなり行き分

かれました。自宅から遠くなり雑木林のほぼ中央に真っすぐではないもののうっそうとした道を利用したら

距離は半分で済むので、通行していました。草はほぼ枯れて、寒い木枯らしは紅葉の葉っぱを落していま

した。襲われる直前、目の前に赤や黄色の葉っぱが落ちて来たのをよく覚えています。 

  

 「騒ぐな!声を出すと刺すぞ」と目前にナイフが表れました。と同時に首をはがい締めにされました。一瞬

「えぇ、何、冗談」と思った程、油断していました。まさか、この後人生に大きな影響を受けた「性犯罪の序

曲」等、考えもしませんでした。まさか、後から男が来ていたなど全く気付きませんでした。一つは木枯らし

の風が木々を鳴らしていた事もいくらかあったかもしれませんが、言訳になります。 

振りかえる事は首を羽交い絞めにされていてすぐには不可能でした。「黙って来い」片手にナイフを持っ

た若い男を見たのは、男の腕が首から外れた時でした。片手は強い力でぐんぐん引っ張られ、とても「助

けを求める事は不可能であり自殺行為」でした。黙って連れて行かれる以外方法はなかったのです。雑木

林の奥深く連れ込まれ「誘拐ではないな、一体何だろう？」とまだ考えながら連れ込まれました。 

  

 雑木林の奥は、誰も立ち入りしない場所で、さらに雑木林に隣接した草むらに連れ込まれました。既に草

はほぼ枯れていて、大人の背より高い草むらの奥に連れ込まれました。私はしだいに恐怖が増し出し「何

か盗まれるのだろうか、カネ目の物はないのに・・・・・」とまだ性被害を予想もしませんでした。 

  

 若い男は手袋をしていました。「ほう、中々可愛いな、いくつだ」と聞かれ「１２才です」と返答しました。「生

徒手帳を出せ」男が脅すので、出しました。私は「何だ、生徒手帳が欲しかったのか？」とまだ安易に構え

ていました。男は「いいか、大声を出したり騒いだら心臓を刺す、だから俺の言う事に従え、いいな」と脅さ

れ「はい」と返答する以外にありませんでした。若い男は「手を後にせよ」と脅され言われるままでした。手

は完全に後に縛られました。次が、猿靴輪をされて、一体全体何をされるのか不安になりました。男は以

下「変質者」と表現します。 

  

 私は、変質者に突き倒され仰向けにされてしまいました。体は恐怖で小さく震えていました。靴は脱がさ

れ、靴下も脱がされました。ついに私は、変質者からベルトを外されすぐにチャックを下されました。変質者

から、すぐにズボンとパンツを一気に脱がされました。実は、小学５年から性器を人に見られるのがとても

恥ずかしくなり、一度従姉の女子大生と一緒に入浴して以来、いつも１人で入浴していました（小学６年の

修学旅行でも、多くの同級生は前を手やタオルで隠す恥かしい年齢です）。 
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 私は、『恥かしいー』『このような怖い場所で変質者に見られ』頭が混乱する程の恥かしさでした。体は恐

怖でさらに震えました。 

  

（以下、変質男から言われた、下品な言葉は言い方をかえさせてください。あまりにも惨めです）。チンポ→

ペニス。臭い→もう変えませんので、そのまま言われた通りに書きます。ふさわしくない部分は削除するな

り、言い方の変更をお願い致します。 

  

 変質者は、白ブリーフを見て臭い「フー、臭せー、可愛い顔をしやがり、パンツは何だ。黄色に小便を染

めて、ほら臭え」と私の鼻にあの汚れた部分を当てられました。屈辱でした。どのような子も下着の汚れか

ら免れることはできないのです。下着の目的は汚れを吸収することですので、黄色になろうと臭くなろうと

当然です。その汚れの臭いを無理に嗅がされるはめになりました。 

  

 本番は、その後です。まだ陰毛は１本もなく、性器は皮かぶりで小学生と何らかわりませんでした。つい

に性器弄りが開始されました。「くすぐったい」それが最初の印象でした。変質者は、指全体で弄り出し、前

後左右と弄られてすぐに勃起しました。当時の余りにも恥かしい記憶が甦ります。弄られ剥かれ臭いを嗅

がれ、延々と 30 分は、続きました。睾丸もこの後にやられた傷害行為の目的遂行の為の位置確認のよう

でした。とにかく、人があまり通行しない寂しい場所を利用したばかりの生涯忘れない「猥褻傷害被害の概

要です」。その後は最初に書いた傷害被害が待ち受けていました。 

  

 事件の後遺症と思われる、精子が少ない、運動量が弱い結果で、結婚は諦めていました。ところが、知

人の医師が「人口受精」「体外受精」で子どもが可能との診断を20代に受け、医師から「被害のことは結婚

しても、一切一生奥さんになる人に知らせないよう」と言われ、言わないまま結婚しました。人口受精で子

どもは授かり感謝しています。 

  

尚、父（故人）は大きな会社の重役でした。県警本部捜査１課の警視と親しく、治療に専念していて 10 日

位に刑事が病院に来て簡単な事情を聞かれました。両親と私と話して、被害届は私が耐えられず無理、と

言う事で出しませんでした。出さなかった理由に父の親戚の女の子が性犯罪に遭い、結果性器を×に切

られ全く犯人が分からなかった事もあります。刑事に色々聞かれ、セカンド被害に遭った事もあるようでし

た。  
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ＳＡについて 

ひろ（女性サバイバー） 

 

わたしは小学時代に祖父から性被害を受け、中学時代に精神科の閉鎖病棟で他者から性被害を受け

ました。女性からの被害もあります。性虐待ではありませんが、教師に心的・身体的に虐待を受けたことが

あります。 

 十代の頃は、薄っすらと性被害について覚えていましたが、すでに学校信仰になっていて、大人や教

師や医師たちは正しい、子どもの私がおかしかったのだと考えて、それ以外のことは考えませんでした。 

 二十歳を越し、自助グループなどで認め合える仲間に出会い、大人や権威者は正しいという呪縛から解

放されるにつれて、侵害してきた人自身や、閉鎖病棟で患者の私を性被害に遭わせる状況に置いたこと

を知りながら何も改善しようとしなかった医師に、わたしの受けた性被害の責任を返せるようになりまし

た。 

子どもの私、全ての子どもは悪くなかったという理解をするようになったのです。 

 わたしには、これからの自分の人生、行うことに責任があります。被害から回復するに従い、わたしは教

師たち、医師たち、権力者、目上の人を、無条件で神様のように正しいと感じさせられ、不可思議な罰則と

号令に従ってきたことに気づかされました。 

わたしをそのように条件付けたのは特に小中学校です。性被害というものが間違った権力指向により増

長するものだということを、いま身にしみて感じています。 

 ここで一番語らせて頂きたいことの一つは、男性も女性も、女の子や男の子に性犯罪をする、性別は関

係ない、ということです。そしてもう一つ、教師や医師が、絶対の神のように子どもの上に君臨してはならな

い、子どもと大人はその性別や年齢にかかわらず、それぞれを仲間であり、同じ地球に生きる同胞だと思

う自然で豊かな目線が必要だ、ということです。 

 わたしに仲間のあたたかさを教えてくれた人たちに学び、これから生きて進んでいく自分の道にあらわれ

た光を感じています。 

 読んで下さり、ありがとうございました。 

 

※SA は、sexual abuse（性的虐待）の略です。 
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精神科医による性的搾取と不正研究 

～文科省・科研費によるセクハラ論文は撤回を！～ 

玄野武人（男性サバイバー） 

わたしが精神科医から性被害を受けた事件について、その概略を簡単に紹介しておきたいと思います。

この事件には、性暴力被害者支援を専門にしている次の３人の援助職が関わっています。 

 A 精神科医（女性）：インタビューアーであり論文を書いた執筆者、国立病院勤務。 

 B 精神科医（女性）：某国立大学勤務、「論文集」の編集者で、文科省の科研費の研究代表者。 

 C 弁護士：性暴力を専門にする女性弁護士。 

・事件そのものは、2003 年３月に、男性に対する性暴力をトラウマの学会で紹介したいという研究目的の

インタビューで起きました。A 精神科医が自分の性体験（自慰、セックス、恋愛や結婚、性暴力被害体験な

ど）を、長時間、開示して調査するなど、倫理上不適切な内容のインタビューをおこなった上に、わたしの

許可なく活字として論文に書いため、わたしは PTSD が再燃するなど、極めて体調を崩し、健康被害を受

けました。 

・インタビュー内容が論文に収められ、2004 年３月に、「論文集」（科研費助成研究）として K 出版社より出

版されました。わたしは活字にすることについてちゃんと同意を求められたことはありません。 

・３年後、仲介者を交えて、論文の執筆者と交渉し謝罪や治療費の負担をしてもらい、いくぶん気持ちが楽

になりました。この間、カナダのカウンセラーのリンダ・ジンガロ氏をはじめ 4 人のカウンセラーに援助を受

けています。 

・とろころが、論文取り下げに関して、「論文集」の B 編集者（研究代表者）に問いただしたところ、いきなり

「違和感を感じる」とか、この件に関与しないなど連絡を絶ってきました。また、録音された A 精神科医の証

言によると、この B 医師は A 医師にたいし、わたしが健康被害を受けたにもかかわらず「ほっておけ」と助

言したとのことです。Ａ医師から私に送信されたメールにも、体調悪化を知りながら、治療･ケアを提供品し

ないという返信が来ています。また、さらに C 弁護士を通じて、両精神科医に接触するなという内容証明が

来たため、論文について撤回されないままになっています。 

・この「論文集」は、トラウマとジェンダーの関わりを研究目的とする文科省の科研費（国費）を利用した研

究です。編集者はその代表者であり、国費を使った研究にたいする責任もあります。また、論文集の販売

を停止し回収しないことは、購入した読者に相応の価値のない書籍を購入させ続けていることになります。

このほか、両精神科医は上記学会の役員で、同学会で上記科研費による研究を発表しており、当然わた

しへの不正なインタビューも発表に含まれていると思います。 

・この事件の問題点を、被害当事者の立場から見て整理しておきます。 

 ①精神科医が自分の性的体験を開示するなど、不正な性的接触をして調査をおこなった。 
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 ②許可なく論文（活字）に書いて出版したこと。 

 ③健康被害を受けたにもかかわらず、なんのアセスメント（調査・ヒアリング）もケア（治療・カウンセリン       

グ）も提供しなかった。 

 ④B 精神科医は、国民の税金を使った研究で、不正な研究を出版・提出した上に、わたしにたいし説明                 

責任も謝罪もしていない。おそらく所属大学や文科省・学振、K 出版社などにも、また論文集を購入した読

者たちに、なんら報告や説明責任もしていないことでしょう。しかも、不正研究を含むこの論文集を自分の

業績の一部として、助教授から教授になっている。 

 ⑤性暴力被害者支援を専門とし、性被害者支援の NPO 役員などもしている弁護士が、性暴力の加害者   

に協力した。なお、この C 弁護士は性暴力被害者からも守秘義務違反で裁判に訴えられている。 

 ⑥３人は、いずれも性暴力被害者支援を専門とし、その種の支援団体や学会に属し、男性性被害にか

んする翻訳や、精神科医による性的搾取の文献の翻訳などをしているにもかかわらず、性被害１者を傷

つけた。 

 ⑦学術界にたいして、正確な研究を提供する責任を怠った。 
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‘写真で見る’RANKA の自助ミーティング！ 

 

2001.12.16 第１回 性的被害の男性サバイバー自

助ミーティング in 大阪  

 無事終わりましたぁ～。 参加者７名、やっと出会

えましたね。みんなありがとう！！ (^o^) 

 定期的に会って直接話すミーティングとしては（オ

ンライン BBS 自助ミーティングを除けば）、たぶん日

本で初か、２番目かそのくらいの男性の性被害サバ

イバーのための自助ミーティングだね。 

↓参加者が飲んだ飲み物と部屋に飾った花でご報

告です。 

 

 

2002.3.9 第 2 回 in 大阪 ７人  

 

2002.４.６ 第３回 in 大阪 ４人 

   

2002.4.27 第４回 

 大阪 ４人 

 

  

2002.5.25 第５回 

 大阪 ５人  

 

 

 

2002.6.8 第６回 関東（埼玉熊谷市） 

 初の関東ミーティング！  

カンはいっぱいあるけど、参加者は４人で～す（笑） 
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2002.6.15 第７回 大阪４人です。(^_^) 

 

2002.7.6 第８回 大阪３人です。(^_^) 

 

  2002.7.20 第９回 熊谷 ３人。 

くろたけは欠席したので、写真はみねみねさんが送っ

てくれました。サンキュウ！ 

 

2002.9.7 第 10 回 大阪 ３人。 

回を重ねたおかげで、リラックスしてざっくばらんに

話しが出来るようになりました。 

 

2002.9.14 第 11 回 熊谷５人。 

    スパゲティーを食べながら、二次会もしました 

（右の写真）。しばしば、二次会のほうが貴重な話し

や楽しい話しが出るんですよね。（笑） 

 

   

2002.10.6 第 12 回 静岡 

６人、新しい方が２人、男性の精神科医１人。 

リンダ・ジンガロさんを招いて、男女のサバイバーや

家族、サポーターなど広く対象にしておこなった２日

間のセミナーで、男性サバイバーの自助ミーティン

グを行いました。リンダさんにも 30 分ほど男性サバ

イバーについて話してもらい、質疑応答もしました。

有意義でかつ歴史的なミーティングになったと思い

ます。 

 

2002.10.20 第 13 回 青山 １０人 

新たに参加してくれた３人の皆さん、お会いできてよ

かったです。 

 

2002.11.2 第 14 回 大阪 ３人 
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2002.11.9 第 15 回 静岡 

２人。静岡での初めてのミーティングを、開けてよかっ

たね。写真はみねみねさん提供。次回の静岡はいよ

いよ東西合同ミーティングの予定です。(^_^) 

 

2002.11.17 第 16 回 東京。 

3 人です。写真はみねみねさん提供。サンキュー！ 

 

2002.12.7 第 17 回 大阪。３人 

以後、大阪ミーティングはしばらく休会です。 

希望者がいれば、いつでも再開するよ。 

 

 

 

 

2002.12.14 第 18 回 静岡（合同ミーティング）&忘年

会（笑） ６人 

 

 

花は、庭のサザンカを折って。(^_^) 左と中央は忘

年会のメニュー、右は参加した仲間の手。(^_^) １年

間でミーティングが通算１７回、参加者は延べ７０余

人。こんなに回数が重ねられるとは思いもよらなか

ったです。 

 
花はガーディナー（庭師）の象徴 

被害後を生き、自分の心にも、社会にも、種をまき、 

花を咲かせ、鳥や虫を呼び寄せて、豊かさを築いて

ゆく。 



 23 

2003.1.19 第 19 回 東京ミーティング ５人。 

写真はみねみねさん撮影。 

ファシリテーター、ありがとう。 

 

2003.2.23 第 20 回 横浜。総参加者数 20 人 

男性サバイバー７人、一般女性１０人、一般男性３

人。横浜のアデクション・セミナー（総参加者約 500

人）で、大ホールでの男性サバイバーによる体験発

表と、一般人を招いたオープン・ミーティングを行い

ました。当日はもしかしたら、来ている仲間はわず

かなあと不安に思っていたところ、朝から何人もの

仲間の男性サバイバーが来てくれて、それだけで感

激して涙が出そうになりました。一般に向けて男性

サバイバーの存在を主張した点で、歴史的な１日で

した。 
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男性性被害にかんする偏見と事実 

※The 5th International Conference on Incest and Related Problems（1991.8 スイス）の報告を改訂 

 

偏見１：少年や男性は性被害にあうことはない。 

 わたしたちの社会には、幼い少年であっても男性は性被害にあうはずがなく、また性被害にあっても傷つくこと

がないという間違った偏見があります。 この偏見は「男らしさ」というジェンダー（文化的な性差）を通じて社会的

に刷り込まれており、ときには「マッチョ」な男っぽい男性イメージと結びつけられて語られることがあります。わた

したちの社会では、男性はたいへん幼い時から自分で自分を守ることができなければならないと教えられていま

す。 しかし、実際は少年といえども、加害者よりずっと弱く傷つきやすい子どもにすぎず、反撃したりやり返したり

することはできません。 

 なぜ反撃したりやり返したりできないのでしょうか？ 加害者は身体も大きく力も強く、知識も被害者の少年を上

回っています。 こうしたさまざまな力が、子どもよりも優位な立場にある者によって悪用されるのです。そのうえ、

加害者は少年の歓心を引くためにおこずかいやプレゼントなどを用いたり、ときにはあからさまに脅すなど、子ど

もを性的に搾取できるものならなんでも利用します。  

 

偏見２：性被害の少年の大半が、同性愛の男性から加害されている。 

少女を性虐待するペドファイル（子どもを性行為の対象にする人）が、たいてい異性愛者として振るまっている

ように、少年を性虐待するペドファイルもまた同性愛的な傾向を示していません。加害者の大半は、被害者の性

別や年齢にたいしそれなりの好みを持っていますが、少年を探しているペドファイルもその多くが同性愛者では

ありません。加害者は、あくまで子どもを性の対象に選ぶペドファイルなのです。 

 

偏見３：性虐待を受けているときに、少年が性的な刺激や快感を感じたならば、そ

れは少年みずからが喜んで参加しているのであり、また楽しんでいる。 

 現実には、男性は苦痛や恐怖などトラウマとなるような状況であっても、性的な刺激を受けると、勃起など身体

が反応します。加害者の更正にあたるセラピストたちは、加害者が虐待の事実を隠すために、少年の身体が性

的に反応したことを、少年がよろこんで参加した証拠だとして主張したがることをよく知っています。たとえば「ほ

ら、君もほんとうは好きなんだよ」「君だってこうして欲しいと思っているんだよ」などと言って、被害者をだますの

です。  
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虐待されたときに性的に反応してしまった男性たちの大半が、罪悪感と恥ずかしさで一杯になります。視覚や

聴覚をふくめ身体的な反応は、性的な状況であたりまえに起きることなのです。 

 すなわち、虐待的な状況で、性的に反応したからといって、少年が性的な体験を望んでいたということにはなり

ません。また、しばしばその意味を理解できないこともあります。  

 

偏見４：少年は性虐待を受けても、少女よりもトラウマになることが少ない。 

男性は性虐待によって悪影響を受けることが少ないとする調査がある一方で、より多くの調査が、男性も女性

も、長期にわたる悪影響を受けることを明らかにしています。とりわけ男性は性虐待を受けた事実を社会から否

定されたり、なかなか認めてもらえなかったりすることで傷つくことがあります。その結果、男ならばじっとこらえて

苦痛に耐えなければならないと信じ込んでしまうことで傷を深くしてしまうことがあります。  

 

偏見５：男性から性虐待を受けた少年は、もともと同性愛者であるか、いずれ同性

愛者になる。 

 ある人が異性もしくは同性を好きになるという「性的指向性」が、どのように発達するかについてはいろいろな

理論がありますが、性科学の分野の研究者たちは、幼いころの性体験がその後の青年や大人になっての性的

指向性に影響を与えるとする考えを支持していません。 

 そもそも、ある人（加害者が、他人を同性愛者にしたり、異性愛者に変えられるなどということはできそうもあり

ません。性的指向性というのは複雑であり、ある人がなぜ自分を同性愛者や異性愛者や両性愛者であるとみな

すかという問いに対する唯一の解答とか理論はありません。 

 男性から性虐待された場合も、女性から性虐待された場合も、少年や少女の早すぎる性体験は、その子の性

的なアイデンティティと指向性に混乱をもたらすとともに、多方面にダメージをあたえます。男性から性被害を受

けた多くの少年が、自分には男性を惹きつけるなにか性的な魅力があると誤って信じていたり、自分は同性愛者

ではないかとか、女っぽくて男らしさに欠けるために被害にあったのではないかと誤って信じています。再度言い

ますが、これは真実ではありません。少年に惹かれるペドファイルならば、子どもに体毛がないとか、大人のよな

性的な容姿をしていないことに、性的な刺激を覚えると証言することでしょう。 

 ペドファイルが成人との健全な性的関係を発達させ維持する能力を欠いていることこそが問題なのであって、

少年の性的に幼い容貌に問題があるのではありません。  

 

偏見６：性虐待を受けた少年は、犠牲者がさらなる犠牲者を生み出すように、他人

にたいし性虐待を繰り返す。 
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これはたいへん危険な偏見です。というのは、この偏見は、被害にあった少年にいずれ加害者になる運命だと

いう最悪の烙印を押すことになるからです。このため助けを必要としているはずの少年が、潜在的な加害者とし

てあつかわれてしまう可能性があります。加害者のなかには過去に性虐待された体験を持つものが多いというこ

とも事実ですが、しかし、被害にあった少年の大半が加害者になるというのは、あきらかに事実ではありません。

ジェイン・ギルガン Jane Gilgun、ジュディス・ベッカーJudith Becker とジョン・ハンターJohn Hunter は調査を通じて、

性被害にあったことのある加害者と、加害したことのない性被害者のあいだの根本的な違いを明らかにしていま

す。 

 すなわち、加害したことのない少年は被害にあったそのことを誰かに話しており、しかもその少年の生活に大き

な影響をあたえる人々から信じてもらうことができ、サポートも受けることができていました。 

 もう一度繰り返しますが、男性性被害者の大半が青年や大人になって加害をしていません。青年となって加害

者となった被害者も、若い内にサポートを得ることができたならば、大人になってから加害者となることは普通は

ありえません。  

 

偏見７：女性が加害者の場合、少年や青年は性行為をしてもらえて幸運だったと喜

ぶべきである。 

実際には、早すぎたり強要されたセックスは、母からであっても、あるいは、おば、姉、ベビーシッターなど少年

より優位な立場にある女性から行われれば、少年や青年に少なからず混乱を引き起こします。ひどい場合には

コントロールできない怒りに駆られたり、抑うつなど、いろいろ問題を引き起こします。自分よりも優位な立場にあ

る人から性的な「モノ」として扱われることは、男性であろうと女性であろうと、常に虐待的であり、時にダメージを

もたらす体験となります。  

:*:・’゜☆。.:*:・’゜★゜’・:*:. ☆。.:*:・’゜★゜’:..:*::・ 

 

 以上に述べてきた偏見を信じることは、危険であり有害です。 

 社会がこれらの偏見を信じ、子どもに幼いときからこれら偏見を教え続けていれば、男性サバイバーの存在

が社会に認知されず、必要なサポートを得ることはできないでしょう。おなじく、社会がこれらの偏見を信じてい

るかぎり、性虐待された男性は他人を虐待することによって自分の痛みに耐え続けるような少数のサバイバー

に結びつけられて考えつづけられることでしょう。また 性虐待にあった少年や男性がこれらの偏見を信じ続け

ているかぎり、恥ずかしさと怒りを感じ続けなくてはなりません  

 性虐待にあった少年や男性が上記のような偏見を信じ続けていれば、「被害者に落ち度がある」という別の偏

見の悪影響をより強く受けることになります。「被害者に落ち度がある」という偏見は、被害にあったすべての子

どもたちをつねに苦しめる破壊的な偏見です。性虐待はけっして子どもの落ち度ではありません。ところが加害

者はこれらの偏見を被害者に信じさせるとともに、加害者のみがつねに負うべき責任を被害者に押し付ける巧

妙さに長けています。 
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 男性サバイバーにとってここに述べてきた偏見から自由になることは、回復のプロセスの重要な一部なので

す。 

  

                 :*:・’゜☆。.:*:・’゜★゜’・:*:.。.:*:・’゜☆。.:*:..:*::・’゜☆ 

 

※米国の男性サバイバーを支援する NPO である「NOMSV」（http://www.malesurvivor.org/）のホームページの  

コンテンツは自由にリンクできます。コピーや引用をするときは、著者と NOMSV に著作権があることを明記して

ください。 

※「NOMSV」より転載と翻訳の許可済み。（翻訳者 K） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malesurvivor.org/）のホームページの

