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近代ドイツにおける売買春論争を考える 

―ヘレーネ・シュテッカーの女性解放思想を軸に― 

 

15K056  多田 優 

はじめに 

本論1)は、20 世紀初期のドイツで活動していた女性運動家ヘレーネ・シュテッカー（以

後、シュテッカー）の思想を軸として、当時ドイツで活発に議論されていた売買春問題に

ついて考察するものである。 

19 世紀以降のヨーロッパに近代社会が形成され、それと同時に近代社会の公衆衛生を理

由に警察が娼婦を管理・監視する公娼制度が広く実施されるようになる。しかし 19－20

世紀転換期以降、ドイツでは医学者や女性運動家などがこの制度を問題視し、活発な議論

や運動を展開した。そのなかでシュテッカーは個人を重視する「新しい倫理」を提唱して

議論を展開しているが、これは当時としてはあまりに急進的すぎる思想でもあった。 

シュテッカーについての日本での先行研究としては、市野川容孝の研究（1996 年）と水

戸部由枝の研究（2000 年）の二つがある。市野川は、シュテッカーのラディカルな女性解

放思想の卓越性を認めながらも、彼女の女性解放思想と優生思想との親和性に注目し批判

している2)。対して水戸部は、シュテッカーの思想と優生思想との関係性を認めながらも、

ナチズムに代表されるような「人種的」な優生思想とは異なるものであることを強調し、

女性個人を重視し「産む・産まない」を選択できる自由、つまり堕胎の権利を認めるシュ

テッカーの思想を評価している3)。本論ではこれら市野川と水戸部の先行研究を参考とし

ながら議論を進めていく。 

本論の課題は三点ある。すなわち、①シュテッカーの思想形成の軌跡、②それまでの女

性運動家たちと比べたシュテッカーの思想の特異性、③今日、シュテッカーの思想を考察

する意味である。これらを検討するため、第 1 章ではシュテッカーが女性運動家になるま

での半生を、第 2 章ではシュテッカーの女性解放思想の特徴を取り上げることで、彼女の

思想の形成をみていく。第 3 章では近代ドイツの売買春論争における医学者や女性運動家

の議論と比較して、シュテッカーの特異性を考察する。 

第 1章 ヘレーネ・シュテッカーの半生 

1869 年 11 月 13 日にシュテッカーは、ドイツのエルバーフェルトで繊維工場を経営す
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るペーター・シュテッカーの長女として生まれた。ペーターは熱心なカルヴァン派信者で

あり、もともとは伝道師になることを夢みていたが、工場経営者の長男であったことから

夢を諦め家業を継いだ4)。 

伝道師の夢を諦めたペーターではあったが、プライベートでは地域での宗教活動に熱心

に参加していた5)。そのためシュテッカー家はペーターによる方針からか、禁欲と倹約を

旨とする信仰生活をおくっていた。例えば、観劇などの娯楽は許されず、読む本でさえ自

由に選べなかった6)。 

しかしシュテッカーは 14 歳頃から信仰生活から距離をとりはじめる。彼女は幼いころ

からキリスト教の教義が理解できず、「善と贖罪の具現である神が、哀れな、誤る人間を無

限の苦悩の中に置き永劫の罪を下すなんて、私には想像できないし、彼を愛せない。」7)と

感じていた。しかしシュテッカーはキリスト教を全否定していたわけではなく、「山上の垂

訓」にみられるキリストの慈悲深い倫理的な理想には共感を示していた8)。 

1879 年から 89 年まで、シュテッカーは 10 代の大半をエルバーフェルトの市立高等女

学校で過ごした。エルバーフェルトは先進的な女子教育の伝統があり9)、シュテッカーも

その空気の中で勉学に励んだ。彼女はとくに歴史と地理と外国語を熱心に学び10)、必修だっ

た裁縫は目の病気をもっていため受講しなくてもよしとされた11)。 

女学校時代のシュテッカーは特に、文学を読むことや詩作に熱中していた。また作文は

得意だったようで、女学校の教師はシュテッカーが書いた課題作文を読んで、本当に 1 人

で書いたのかと尋ねるほどだった12)。 

そして、この女学校時代のシュテッカーが最も影響を受けたものとして、ゲーテの文学、

ニーチェの哲学、ベーベルの社会主義が挙げられる13)。その内容については、第 2 章で詳

しく取り上げる。 

（1）ベルリン時代 

女学校時代に受けたゲーテ、ニーチェ、ベーベルの影響から、シュテッカーの女性問題

や哲学への関心が高まり、さらに学びを深めたいと思うようになっていた。しかしエルバー

フェルトの女学校を卒業後に、それをすぐに実行に移すことはできなかった。というのは、

病弱な母に代わって家事や7人の弟や妹たちの育児をしなければならなかったからである。

この経験は、後にシュテッカーが熱心な産児調節論者になっていくきっかけの一つともなっ

た14)。 

1892 年、シュテッカーが 22 歳の時に両親からベルリン行きが許され、ベルリンでの生

活が始まる。その 1 年後には女学校の教員資格を得たが、シュテッカーの真の目的はそれ

ではなく、女性問題を学び女性解放運動に取り組むことであった15)。シュテッカーは以前
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から父親とベルリンを何度か訪れており、そのときにミナ・カウアーなどの女性運動家た

ちと知り合い、大学の修了後はカウアーとともに女性解放運動を展開していくこととなる16)。 

教員資格を取得した後、シュテッカーは大学入学準備のために引き続きベルリンで 4 年

間学び、1896 年にベルリン大学でドイツ文学や哲学、国民経済学の聴講をはじめた17)。 

ベルリン大学でシュテッカーに最も好意的だった教員は哲学者ヴィルヘルム・ディルタ

イ18)である。シュテッカーは度々ディルタイの家に食事に招かれ、ディルタイの二番目の

妻とも面識があったほど親しく交流した19)。また、この時シュテッカーはロマン主義派の

神学者フリードリヒ・シュライエルマッハーの書簡集の編集助手をしていたが、この仕事

はディルタイからの推薦によるものだった20)。 

当初、順風満帆の大学生活をベルリンでおくっていたシュテッカーであったが、突如と

して転機がおとずれる。シュテッカーはベルリン大学で博士論文を提出しようと考えてい

たが、これを主任教授が認めなかったのだ。当時のベルリン大学では、教授の受け入れの

許可がない限り博士論文の提出は認められなかった。そのためシュテッカーは 1899 年、6

学期を過ごしたベルリン大学を去ることになる21)。その後にシュテッカーはイギリス・グ

ラスゴー大学で学ぶことになる。そのきっかけは、シュテッカーがベルリン時代に出会っ

たアレキサンダー・ティレとの恋愛であった。 

（2）グラスゴー時代―ティレとの恋愛― 

1897 年、ベルリンで大学生活をおくっていたとき、シュテッカーは 1 人のイギリス人

研究者に出会った。その人がグラスゴー大学のドイツ語教員であったアレキサンダー・ティ

レで、当時彼は妻子を母国においてベルリンで在外研究中の身であった22)。シュテッカー

とティレの出会いのきっかけはニーチェ哲学であり、ティレもニーチェの影響を強く受け

ていた23)。 

ベルリンでのティレとの交流について、「私たちが最初の出会いで直感的に通じるものを

感じ、この後何の困難もなく毎日会えるのは特別な幸福だった」とシュテッカーは書いて

いる24)。シュテッカーは、ティレとのカフェでの議論から知的・精神的な発展を高めてい

た25)。 

1898 年の夏にイギリスに残してきたティレの妻が急死したことで26)、ティレはシュテッ

カーに妻として、そして自分の子ども 2 人の母親になってほしいという旨の電報を送る。

シュテッカーはこれによりグラスゴーに行く決心をして、1898－99 年の冬学期をグラス

ゴーの大学で過ごすことになった27)。 

しかしグラスゴーの生活の中で、シュテッカーとティレの関係は悪化していった。ティ

レは、シュテッカーに「良き妻・良き母」であってほしいだけで、彼女の知的・精神的発
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展に以前ほど興味がなくなっていた。またティレは、キリスト教の教義と距離をおきなが

らも「山上の垂訓」などの倫理観に共感するシュテッカーの中の矛盾にも理解できずにい

た28)。シュテッカーもまた、ティレが社会ダーヴィニズムに傾倒し、社会淘汰により「才

能のない」貧困層が減少し「再生産」されなくなることを支持していたことを理解できず

にいた29)。ここでも、シュテッカーが社会的弱者を守る社会主義の理想から影響を受けて

いたことがわかる。結局 2 人は破局し、シュテッカーはドイツへ戻ることになる。 

（3）ベルン時代 

 シュテッカーはベルリン時代の恩師からスイスのベルン大学行きをすすめられ、そこで

博士論文に取り組むことになる。彼女は 18 世紀に活躍した美術史家のヨハン・ヨアヒム・

ヴィンケルマンと、早世した文学者のヴィルヘルム・ハインリヒ・ヴァッケンローダーの

芸術観をテーマに研究を始めた30)。 

 この時代にシュテッカーはロシア生まれの女性哲学者アンナ・トゥマーキンなどの女性

知識人たちと交流した31)。またドイツへ調査研究のために帰国すると、ロマン主義の女流

作家リカルダ・フーフや、理学博士で女性運動家のマリー・バウムたちとも交流を広げた32)。 

 当時、女性が博士号を取得できても、それがキャリアにつながる可能性は極めて低かっ

たが、シュテッカーは博士論文執筆時のことを、「私たちはもっと高い段階に恒常的に上昇

できると信じることが許された」と振り返っている。シュテッカーはキャリアのためでは

なく、ただ知的探求心の充足のために研究し、この時代のことを「何も分からない幸福な

時代」だと感じていた33)。 

 1901 年、シュテッカーが 31 歳の時に、博士論文「18 世紀の芸術観に寄せて ヴィンケ

ルマンからヴァッケンローダーまで」をベルン大学に提出し、総合評価として「優」の成

績をもらっている34)。その翌年にこの論文は出版されるのだが、最後に掲載されたシュテッ

カー自身の「履歴書」は大変興味深い。ここでは、ディルタイをはじめ恩師たちにシュテッ

カーが感謝を述べているのだが、驚くべきことにそこにはかつての恋人ティレの名前もあ

る。価値観が対立し結果として破局はしたが、ティレと過ごした時間と対話はシュテッカー

にとって真に有意義なものだったといえよう35)。 

ベルン大学で学位を取得した後、シュテッカーはベルリンに戻って大学での非常勤講師や

フリーライター、雑誌編集の仕事に加えて、各地での講演で身を立てた。またそれと同時に

以前から面識のあった女性運動家ミナ・カウアーたちの急進的な女性運動に参加し、売買春

問題や女性の参政権獲得について議論を展開した36)。次章では、シュテッカーの急進的な女

性解放思想の背景、そこから形成されたシュテッカー独自の思想である「新しい倫理」、そ

してそれに基づく自身が立ち上げた組織・「母性保護同盟」の実態についてみていく。 
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第 2章 ヘレーネ・シュテッカーの女性解放思想 

第 1節 シュテッカーの女性解放思想の生成 

 第 1 章(1)でもふれたように、シュテッカーがとくに影響を受けたものは、文学者のゲー

テ、哲学者のニーチェ、社会主義者のベーベルなどの著作だった。この 3 人の影響から、

シュテッカーは社会における女性の問題に興味をもつようになり、そのことは後に彼女の

構想する女性解放思想「新しい倫理」へと繋がっていくことになる。以下、彼らの著作が

シュテッカーに与えた影響をみていくことにする。 

（1）ゲーテの『ファウスト』 

 シュテッカーが 13、14歳の時に密かにお小遣いで買って読んだ『ファウスト』は、当時

の彼女に多大な影響を与えた。シュテッカーは初めて読んだ時のことを、後になってこの

ように振り返っている。 

 

「今日私が『ファウスト』の最初の教訓のことを振り返るとき、その中で認識問題よ

りもグレートヒェンの悲劇が私を驚愕させたと思う。どれほどの憤激を伴って、性関

係の暴力と悲劇の最初の印象が私に当時どれほど影響したか私は言い表せない。」37) 

 

 『ファウスト』内で登場する純真な乙女グレートヒェンは、主人公ファウストの子ども

を身籠るが、2 人は結婚していなかったためグレートヒェンは「婚外子」を産むこととな

る。しかし社会でそれは許されない行為であったため、グレートヒェンは生まれたばかり

の子供を殺す。グレートヒェンは「婚外子を産み」「嬰児を殺した」という二重の罪によっ

て刑死する、という物語にシュテッカーは憤激した。 

 シュテッカーがとくに憤激したことは、婚外子を「孕んだ女」に罪があり「孕ませた男」

には罪がないことだった。そして、彼女が『ファウスト』におけるグレートヒェンの悲劇

から学んだことは、社会的・道徳的抑圧は常に「弱い」人にのみ向けられるということだっ

た38)。シュテッカーが女性問題に興味を持ち、後に運動に従事するようになったのは、グ

レートヒェンの悲劇がきっかけの一つだったと推測できる。 

（2）ニーチェの哲学 

 シュテッカーの女性解放思想に最も影響を受けたのがニーチェだった。彼女が 21 歳の

ときに読んだニーチェに関する本が39)、以後のシュテッカーの思想に根強く反映される。

既存の社会規範を批判し新しく自己実現を目指すニーチェの思想を、シュテッカーは女性

に置き換えて理論を展開した40)。シュテッカーはニーチェについて次のように書いている。 
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「イタリアのルネッサンスの日々以降、ニーチェほど、従来の道徳が耐えがたいもの

であったこと、また有害であることを明るみにした人間はいない。今やわれわれは、

物事についての判断をわれわれが修正するとき、われわれはその価値を書き換えてい

るものだということを、われわれの生を幸福なもの、不幸なもの、価値あるもの、価

値なきものにしているのは、われわれ自身であるということを知っている。（…）倫理

的な価値判断の根底は人類の発展と高貴化にとって最良であると思われるように、わ

れわれの古い道徳概念を修正するよう全力を尽くすであろう。」41) 

 

 ニーチェの影響からかシュテッカーは後に大学で哲学を専攻している。また女性運動に

従事していくとき、慈善活動より啓蒙活動・プロパガンダを重視したことは42)、自分のこ

とを運動家として以上に思想家として認識していたからであり、ここからもニーチェの影

響を読みとることができる。 

（3）ベーベルの社会主義 

シュテッカーの生まれたエルバーフェルトは古くからの工業地帯であったため、労働者

たちの結束・組織化がかつてから進んでいた。また経済思想家で革命家のエンゲルスがエ

ルバーフェルト出身であったこと、そして 1848 年に革命的な労働運動がおこったことか

ら、この地域ではとりわけ社会主義への理解があり、社会民主主義的な潮流も強かった43)。 

このような地域で生活していたからか、シュテッカーも社会主義者ベーベルの著書『女

性と社会主義』を読み、女性問題への関心を深めていった。ベーベルの描く、社会主義的

な未来社会における解放された女性像に、シュテッカーは自分の目指すべき女性運動を見

出した。後年、シュテッカーはベーベルの追悼辞で彼を「女性の友」、「女性の、包括的、

社会的、経済的、精神的そして性的な開放のための最初の闘士」として評価した44)。 

ベーベルは後にシュテッカーがベルリンで活動をしていく上での心強い理解者となった。

シュテッカーが 1905 年に結成する「母性保護同盟」にも、ベーベルは創設時から会員と

なって協力していた。シュテッカーは社会主義者にはならなかったが、理解は示していた45)。

それは後にシュテッカーが構想する「新しい倫理」にもみることができる。 

第 2節 「新しい倫理」と「母性保護同盟」の結成 

シュテッカーが構想した「新しい倫理」とそれまでの女性解放思想が異なる点は、性交

と生殖の関係性である。それまで一般的であった性交の目的は生殖にあるという考え方で

なく、シュテッカーは性交と生殖を別のものとして捉えた46)。またシュテッカーは、性交

渉を「飢えの次に、健康な人なら誰にでも自然に必然的にわいてくるもっとも本能的なも
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の」47)と捉え、女性にも男性と同じく性欲があることを基本としている。そのような考え

方は、それまでの女性解放思想にはみられないものだった。 

シュテッカーにとっての婚姻関係とは「男性と女性の共同体」であり、従来の男尊女卑

的な婚姻関係ではなく、内面的相互理解に基づく男女平等の実現であると考えた。またシュ

テッカーは法的手続きを経た婚姻と自由婚は同列にあると考えていた48)。 

シュテッカーは、このように記している。 

 

「生涯にわたる強固な一夫一妻制の婚姻というものが、いつでもどこでも、一にぎり

の者にとってのみ達成可能な理想であったにすぎない。そして今もそうであるにすぎ

ないということ、それをわれわれは見落としているわけではない。性生活は大部分の

ところ、婚姻前および婚姻外でおこなわれているのだ。」49) 

 

ここでシュテッカーは「一にぎりの者」、つまりブルジョア市民女性への批判を展開して

いる。婚姻内でしか許されない性交渉と性への無知という市民的貞操を強要するそれまで

の市民女性を、シュテッカーは許すことができなかったのだ。 

シュテッカーの活動した世紀転換期の女性解放運動（市民的女性解放運動）は、保守派、

穏健派、急進派と三つの大きな流れが存在した50)。そのなかでシュテッカーは急進派に属

するのだが、彼女の思想は急進派よりさらに急進的な性倫理の改革を構想していたため、

なかなか他の女性運動家たちから同意は得られずにいた。そのためシュテッカーは 1905

年に自身の主張を実現させるために「母性保護同盟」を結成した。組織の目的は、婚外子

（当時、1 年に約 18 万人の私生児が生まれていた）とその母親の法的・経済的・社会的地

位を改善することにあった51)。 

「母性保護同盟」の初期の規約第 1 条では、「この同盟の目的は独身の母親とその子ど

もを経済的および道徳的な不利益から保護し、彼らに対して広く抱かれている偏見を取り

除くことである」とあり、そのためには啓蒙的な広報活動をはじめ、独身女性や母子家庭

の経済的自立を助ける活動を目指した52)。具体的には、女性への性教育（避妊器具のこと

など）の講義や、女性労働者など社会的身分の低い女性のための相談所を設置した53)。 

また、「母性保護同盟」には社会学者のマックス・ヴェーバーをはじめ、人種衛生学者の

アルフレート・プレッツ、性科学者のマグヌス・ヒルシュフェルトなど男性も多く参加し

ていたことも、特筆すべき点である54)。 

 これまでシュテッカーの人物像と女性解放思想にふれてきたが、次章からは本論のテー

マである売買春論争を、当時の売春制度やシュテッカー以前の廃娼論者たちと比較しなが

ら、シュテッカーの売買春についての見解や思想の特異性を考察する。 
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第 3章 近代ドイツの売買春論争 

第 1節 公娼制度の社会問題化 

 売買春論争にはいる前に、まず当時問題視されていた公娼制度にふれなければならない。

何故ならこの論争の共通点は多くの場合、この制度の廃止にあったからだ。 

近代ヨーロッパにおける公娼制度は 1802 年のフランス・パリで、医務局の創設と警察

による娼婦の登録から始まった。近代ヨーロッパの公娼制度の始まりである。これらの目

的は、軍隊内における性病蔓延の防止と兵士たちの性欲の充足にあり55)、その背景にはナ

ポレオン戦争のさなかで各地を転戦する軍隊内での衛生問題と性欲の充足という深刻な問

題があったからだ。 

国家権力による娼婦や売春の統制は、公娼制度が娼婦にとって唯一「正当に働ける」場

所として存在する要因となり、またこの制度は、ナポレオン戦争をとおしてヨーロッパ中

に波及していくこととなった56)。 

ドイツにおける公娼制度のはじまりは 19 世紀初期、フランス軍による占領期であり、

当初はフランス占領軍の売春の需要を満たし、兵士の性病感染を防ぐためのものであった57)。

このシステムは、1807 年にハンブルクで取り入れられ、以後ドイツの各領邦に広がり、

1871年のドイツ統一までそれぞれ領邦の法律に則り公娼制度は広がっていった58)。例えば、

プロイセンは公娼制度を一度廃止していたが、軍当局の圧力によって 1851 年に再開して

いる。これは社会衛生の観点から、公娼制度の利点が認められたからである59)。 

法律上では 1871 年のドイツ帝国建国以来、帝国刑法 180 条60)によって売春とその斡旋

行為は禁止されていたが、1876 年の帝国刑法改正で、361 条第 6 項61)より風紀警察からの

管理を受ける公娼のみ合法となった。これは性病撲滅法が成立する 1927 年のヴァイマル

期まで続く62)。風紀警察とは、「公序良俗の保持」と衛生上の「公益」の観点から娼婦と売

春を管理する警察機関の名称のことである63)。このような公娼制度の性格から、警察によっ

て管理される娼婦についての社会でのイメージは悪化していた。 

では、当時考えられていた公娼制度の利点とは何だったのか。それについて、公娼制度

誕生の国フランスの公衆衛生学者アレクサンドル・パラン＝デュシャトレ64)は以下のよう

な説明をしている。 

 

「どぶ、ごみ捨て場、汚物処理場がどうしてもあるように、売買春は男たちにとって

やむを得ないものであり」「彼女たち（娼婦のこと）は社会の秩序と平和に貢献してい

るのである」。「（売春がないと男たちは）欲望を抱いて、あなたの娘を、あなたの召使

女を堕落させ、家庭内にトラブルを引き起こすであろう。」65) 
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デュシャトレは都市社会の衛生的観点から、公娼制度を「精液の排水溝」と称し66)、娼

婦から客である男性へ、そしてその家族へと性病が広がっていかないように、そして市民

女性の貞操と純潔を守るために公娼制度の必要性を説いた。 

しかし 19 世紀後半からヨーロッパでは、公娼制度が次第に問題視され始めることとな

る。それまでの公娼制度を、衛生的な問題視―性病蔓延を防止する役割として期待されて

いたにも関わらず、未だに性病は撲滅されていないこと―、道徳的な問題視―「売る」女

と「買う」男の間の二重道徳―と二つの側面から議論されるようになった。その発端となっ

たのが、イギリスの女性運動家であるジョゼフィン・バトラーの活動である。イギリスで

は 1860 年代から、軍駐屯地での売春を公認し、娼婦への性病検診を強制しながら男性兵

士には強制検診がないという伝染病法が存在していた。バトラーは、この法律を男女の性

の二重道徳の体現であると批判し67)、この法律の撤廃運動を 60 年代から約 20 年間も展開

した68)。では、バトラーは売買春問題をどのように認識していたのか、以下の引用は 1893

年に出版された他者の本に掲載されたバトラーの序文である。 

 

「実際の道徳性の根底には経済問題がある。売買春は女の堕落や男の放縦が原因では

なく、ただ単に、女たちの低賃金、過小評価、過重労働によって引き起こされるので

ある。女たちの状況の酷さが、最も貧しい女たちに露命をつなぐため売春に訴えるよ

う強制するのである。」69) 

 

バトラーは娼婦の道徳心の有無ではなく、貧困などに関係する経済が問題であると認識

していた。またバトラーは売春そのものを否定しているわけではなく、娼婦を犯罪者のよ

うに扱う社会の考え方、娼婦から「搾取する」公娼制度を批判した。また性道徳の問題な

らば娼婦にではなく、「買う」男性にあると指摘している70)。 

バトラーの伝染病法撤廃運動の影響は、ドイツをはじめヨーロッパ中に広がった。1877

年にはスイス・ジュネーブで国際廃娼連盟が設立され71)、ドイツにおいてもバトラーの存

在は、シュテッカーをはじめとする女性運動家に多大な影響を与る思想的主導者となった

のである72)。 

第 2節 ドイツ性病撲滅協会の売買春「新管理」論 

ドイツで売買春問題が本格的に議論されるきっかけは、1891 年からはじまるレックス・

ハインツェ事件である。強盗殺人で捕まったハインツェ夫妻について、過去に売買春に関

することで 44 回の有罪判決を受けていたことが発覚した。このことに激怒した皇帝ヴィ
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ルヘルム二世は、ハインツェ夫妻に対する一切の慈悲を認めないよう声明を出し、また政

府に公娼制度の強化を厳命した。議会でも以後 10 年間、売買春に関する刑法改正が議論

された73)。 

レックス・ハインツェ事件はドイツ国内に大きな衝撃を与えた。この事件がきっかけと

なり、ドイツ国内では 20 世紀初頭から妊娠中絶問題、女給問題などの「性」に関する諸

問題が一大センセーションを引き起こした74)。また、売買春の是非に関する廃娼論も、レッ

クス・ハインツェ事件以後に白熱することとなる。 

本論ではドイツにおける売買春論争のうち、代表的な二つの運動をとりあげる。一つは

医師を中心とした性病撲滅協会で、もう一つは女性運動家が展開した廃娼運動である。こ

の廃娼運動については次節で取り上げる。 

1902 年の 2 月に、性病撲滅協会結成の「よびかけ」が出された。以下の引用は「よび

かけ」の一部であり、協会の目的が記されている。 

 

「（…）今日でも国民の大多数は、教育程度のいかんにかかわらず、性病の広がりとそ

の危険性、蔓延の経路、そしてこれを克服するための手段について、おそろしく無知

である。まさに性病の蔓延を直接に助けているのは、この問題をおおやけに検討し国

民を啓蒙することを妨げている誤った羞恥心であり、この病気にかかった者が強いら

れる隠蔽化であり、さらにすべての階層の人びとから患者に向けられる偏見、そして

立法、行政、救貧事業、病院での治療、疫病保険等々でも性こりもなくみられる偏見

である。さらに売春というこの病気の枯渇することのない源泉にしても、それを根絶

するなどということは考えられないとしても、目的にかなった措置によって事態は改

善されうるし、とくに国民全体を背負わざるをえない健康上の損失は軽減されうると

信じるものである。」75) 

 

19 世紀のドイツでは、都市における性病の蔓延が問題視されていた。性病撲滅協会の目

的は、都市の社会問題となっていた性病についての研究や啓蒙活動をすすめること、それ

まで「もぐり」の医師や治療師、民間療法や水銀による治療ではなく、「正規」の医師たち

による治療を広めることだった76)。 

また性病問題の源泉と考えられていた売買春や娼婦についても、性病撲滅協会は議論を

していた。1903 年 3 月の性病撲滅協会第 1 回大会で、会長のアルベルト・ナイサー77)は

以下のような報告をしている78)。 

 

「現行の管理売春は不十分であるどころか、システムそのものも、また衛生警察的な
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監視の実施という面でも、かかげられた衛生上の目的の達成を多くの点で妨げられて

いる。」 

「われわれは現在の警察的な性格をおびたシステムを衛生的なシステムに転換するこ

と、すなわち現行の「風紀警察」制度を性病全体ととくに売春婦を監視する中心機関

として機能する衛生委員会におきかえることを求める。衛生委員会は、医師（または

医官）を委員長に、法律家とこの問題に経験や関心をもつ非専門家から構成されるも

のとする。」79) 

 

当初は都市の社会衛生や道徳を守るために風紀警察は存在していたが、実際に性病問題

が解決するわけでも道徳心が向上するわけでもなかった。性病撲滅協会はそれまでの警察

による売春と娼婦の管理と監視ではなく、医師を中心とした衛生管理に移行すべきであり、

「売る」娼婦だけでなく「買う」男性客にも性病の治療を義務付けるべきだと考えた。つ

まり、性病撲滅協会は売春そのものの廃絶は考えておらず、ある意味で「新しい」公娼制

度として見直し、継続していくべきだと考えた80)。 

性病撲滅協会は医師だけでなく、官僚や政治家、また女性運動家なども多く参加してい

た81)。そのため性病撲滅協会内では、売買春について会員はそれぞれ独自の考えを持って

いた。その代表例が、ナイサーに並ぶ性病撲滅協会の中心人物アルフレート・ブラシュコ

である。 

 ブラシュコは皮膚病や性病を専門とするユダヤ系ドイツ人の医学者で、性病撲滅協会が

結成される以前から売買春問題に関心をよせて積極的に提言していた82)。ブラシュコは近

代の売春拡大について、1902 年に出版した著書『19 世紀の売春』のなかで次のように論

じている。 

 

「19 世紀になってはじめて、すなわちこの蒸気と電気、そして工業の世紀に、売春は

かつてなかったほどの規模にひろがりだした。かつてはある程度まで特定の人口階層

のぜいたく品だったのが、いまや全人口の必需品となってしまったのだ。これには大

都市の膨張と工業による農業の駆逐が決定的な意味をもっている。」83) 

 

やはりブラシュコもまた、売買春拡大の原因を都市における晩婚化の増加と女性労働者

の低待遇を問題視した84)。 

そしてブラシュコは性病撲滅協会の考えと同様、従来の風紀警察による娼婦と売春の管

理には限界があり、それに代わるプロの医師たちによる診察と治療をすすめていくべきだ

と考えた85)。しかしブラシュコは性病撲滅協会とは違って娼婦の「新管理」論的な考え方
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ではなく、娼婦の「自由意志」による診察をすすめていくべきだと考えた86)。 

またブラシュコは「必要悪」として売買春を認めており、性病予防のための「消毒」や

コンドームなどの「予防具」の必要を説いている。そしてブラシュコは性病問題の源泉で

ある婚姻外性関係を抑止するために、早婚と婚前の禁欲を奨励した87)。 

ブラシュコは性病撲滅協会内の女性運動家たちからも理解されていた。では、その女性

運動家たちはどのような売春観をもっていたのかを次節で取り上げる。 

第 3節 ドイツの廃娼運動 

ドイツの市民女性のなかで廃娼運動の先駆者とみられたのはハナ・ビーバー＝ベームで、

彼女は公娼制度はもちろん、売春そのものの最終的撲滅を主張した。ビーバー＝ベームも

また売買春を性病問題の源泉と考えており88)、「人類全体を破滅の淵に陥れつつある」悪89)

として問題視した。 

ビーバー＝ベームの考えは、「売る」娼婦やその斡旋業者の逮捕と監禁だけでなく、「買

う」男性客への警察による厳格な管理と処罰も求めた。そして男女ともに禁欲し、逮捕さ

れた者には徹底的な道徳の再教育が必要と訴えた90)。 

 ビーバー＝ベームの禁欲的な廃娼論は、禁欲的な道徳を求めるプロテスタント団体から

は支持を受けたが、同性である女性運動家たちからの支持は少なかった。ビーバー＝ベー

ムが活動した 1890 年代は、未だに女性が「性」について語ることは非常に恥ずかしいこ

ととして認識されたからだ91)。そしてビーバー＝ベームの批判をする次の世代として登場

するのが、廃娼連盟ドイツ支部である。 

廃娼連盟ドイツ支部は、ドイツの各地で設立されていた廃娼連盟を 1903 年に合体させ

た組織で、性病撲滅協会でも活動をしていたカタリナ・シェフェンとアナ・パプリッツが

中心となっていた。シェフェンたちは「道徳はひとつしか存在しない。それは男女双方に

同じ道徳である」92)を合言葉に男女の性道徳の改善、とくに男性への自制と責任を教育す

ることの重要性を説いた。そして警察による娼婦の監視と管理は警察権力の濫用であり、

売買春という悪徳を許可しているとして危険・問題視をしていた93)。そして売春について

は、「もっとも品位を損ねる汚らわしい悪徳」94)であること、「われわれの時代でもっとも

重要な社会悪」95)と説明している。 

ブラシュコやシェフェンたちは、「生まれつきの売春婦」という言葉に表されるような、

それまで根強く残っていた娼婦たちの羞恥心や道徳心の欠如を問題視する考え方96)を、採

用しなかった。しかし、依然として売買春問題の解決策は禁欲であったり、夫婦間の「秘

め事」としてのみ性交渉を認めるなど、それまでの解決策と何ら変わらなかった。 

そのように今までと変わらない性認識と理解を批判し、「新しい倫理」によってそれま
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でとは違う性の改革を目指したのがシュテッカーである。ではシュテッカーは「新しい倫

理」の立場から、どのような売春観を持っていたのだろうか。 

 シュテッカーは売春を「愛を商品におとしめ、人間としての女の尊厳を破壊し、病気と

犯罪の消すことのできない発生源を作る」97)として問題視し、それは撲滅されるべきだと

考えた。このような考え方はそれまでの女性運動家とそこまで変わらない。しかしシュテッ

カーはそれまでの女性運動家の廃娼論を以下のように批判している。 

 

「売買春という残虐行為と、その付随現象に反対する際、多くの人は、同時にわれわ

れの道徳状態を改善しようと躍起になっているが、彼らは今のところ、完全な禁欲と

いう解決策しか知らない。（…しかし）正常な人間ならば、その大半が完全な禁欲など

していないということ、また、強制された禁欲はせいぜい自然な欲求の不自然な充足

にしか至らないということを、性の問題の解決策を禁欲に求めようとする人々も、結

局は認めなければならない」98) 

 

 つまり、シュテッカーは女性の性欲衝動を自然な衝動として肯定し、逆にそれを否定し

禁欲を求めてきた女性運動家への批判をみることができる。つまりシュテッカーは婚姻内

にのみに限られ「秘められる」性交渉が個人の性欲を抑圧することで、売買春の需要が高

まり規模が拡大すると考えた。シュテッカーは自由恋愛や自由婚を認める「新しい倫理」

が社会的に広く承認されることによって、売買春は根絶されるものと考えたのだ。 

 近代ドイツの売買春論争はいったいどのような帰結を迎えたのであろうか。その帰結と

なったのが次節で取り上げる性病撲滅法である。 

第 4節 性病撲滅法成立とその後 

 1927 年、ドイツで性病撲滅法が制定された99)。全 19 条からなるこの法律で、本論に関

係のあることは大きく三つにまとめられる。 

 ①「性病罹患ないし他者への性病感染のおそれがあるもの」全て、つまり娼婦も男性客

も関係なく治療の義務があること。そして治療の無償化の道が用意されていること100)。②

娼婦と売春を管理・監視する風紀警察を廃止し、それに代わる保険官署・性病患者相談所

の設置を想定していること101)。③それまでの売買春に関する刑法の改正と公娼制度による

娼館・娼街を禁止すること102)。 

 この法律の制定は、性病撲滅協会だけでなく廃娼連盟ドイツ支部にとっても、売買春問

題の一つの着地点であった。性病撲滅協会にとっては、風紀警察を廃止し医者による治療

を中心とする衛生管理への移行ができたからであり、廃娼連盟ドイツ支部にとっては、公
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娼制度の廃止と男女関係ない性病治療の義務化、すなわちそれまでの性の二重道徳をなく

すことができたからだ。では、性病撲滅法制定後に廃娼論者たちはどのような反応をみせ

たのだろうか。 

 廃娼連盟ドイツ支部のパプリッツは、この法律の制定について、雑誌『廃娼論者』に短

いコメントを残している。 

 

「この法律は偉大な進歩である。売春管理および営利目的の売春に対する処罰が廃棄

され、売春宿と売春宿街は廃止された。国民の健康と道徳を守るための規定はすべて

男性と女性に適用されることになった。二重道徳という原則が打破されたのである。

しかし、「廃娼論の勝利」だというのはまだ時期尚早である。この法律の運用が廃娼論

の立場に立って行われるようになるにはまだ何年もかかることを銘記しなければなら

ないからである。法律の条項が、何百年もつづいてきた考え方ややり方を一挙に変え

ることは不可能である。（……）しかしそれでも、この法律が可決されたことは、われ

われ廃娼論者にとって大きな喜びであり、勇気を与えるものである。」103) 

 

 性病撲滅法による公娼制度と二重道徳の廃止が実現した後、廃娼連盟ドイツ支部はこれ

らが再び復活しないよう凝視していくことがその後の仕事となった104)。 

 しかし 1933 年にヒトラーが率いるナチ党が政権をとると、各自治体で娼婦の隔離や公

娼制度復活の試みがなされるようになった105)。また、「劣等者」「反社会的分子」として断

種や迫害の対象として、再び娼婦への差別観も強まる106)。 

 その要因として、世紀転換期から活躍してきたリベラルな廃娼論者たちが次々と他界し

たこと107)、それによる廃娼論者たちのナチ党への傾倒が考えられる。性病撲滅協会はヒト

ラー政権下で右傾化し 35 年に解散108)、廃娼連盟ドイツ支部も表向き資金不足を理由に解

散した109)。 

では本論で主に取り上げたヘレーネ・シュテッカーのその後をみていこう。1927 年の性

病撲滅法の制定以前に、シュテッカーの関心と情熱は性や結婚などの女性解放思想から、

平和運動へと移行していた110)。シュテッカーは第一次大戦の直後、1919 年にトルストイ

やガンディの非暴力思想の影響を受けて「反兵役同盟」を結成していた111)。 

  そして 28 年にシュテッカーは、論文「産児調節と人間経済学」を書き上げた。この論

文でシュテッカーは近代優生学のパイオニアであるガルトンに触れて、優生学が「未来の

宗教」になるべきと主張した112)。この論文はもともと熱心な産児調節論者だったシュテッ

カーがもつ優生思想の理論的な着地点だといえるだろう。ここで注意するべきことは、シュ

テッカーは社会的ダーヴィニズムの信奉者であったわけではないことだ。シュテッカーは
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あくまで、女性の「産まないという選択肢」を保障するべきだとして、堕胎を女性の権利

として主張したのだ。 

ナチ政権が樹立した 1933 年に、シュテッカーはドイツ国外へ亡命した。パートナーで

あったブルーノ・シュプリンガーが 31 年に亡くなったこと113)もきっかけであろう。そし

て 43 年 2 月 23 日に、亡命先のニューヨークで癌のため亡くなった。 

ではドイツに残された母性保護同盟はどうなったのだろうか。シュテッカーなき後はナ

チ女性に引き継がれ、「ドイツ母性保護同盟ベルリン」として 40 年まで活動した。しかし、

その活動はそれまでのシュテッカーの思想や運動とは全く関係なく、「精神薄弱」「遺伝病」

の女性や子供を断種することを課題にする組織となったのである114)。つまりナチ時代に、

リベラルな廃娼論者たちの思想の流れは潰えたといえる。 

おわりに 

 本論では、ヘレーネ・シュテッカーの女性解放思想を軸として、近代ドイツの売買春論

を概観した。以下「はじめに」で提示した三つの問題提起について、まとめてみたい。 

 まず、①シュテッカーの思想形成についてだが、シュテッカーは文学にいそしみ、哲学

的思考を重ねることで独自の思想を形成した。それだけでなく多くの人々―ベーベルやカ

ウアー、ディルタイやティレなど―との交流も、シュテッカーの思想形成の一助となって

いる。 

 次に、②シュテッカーの女性解放思想の特異性については、シュテッカーの「新しい倫

理」はそれまで認められなかった女性の性欲などを公に認めている。これはそれまでの女

性運動家にはみられない、当時としてはあまりに急進的なものだった。また売買春につい

て、それまでの廃娼論者たちが「必要悪」だと認識していたなかで、シュテッカーはそれ

を認めなかった。それが実現可能かどうかはさておき、シュテッカーは「新しい倫理」が

社会に広がることで、売買春が撲滅されると考えていた。ここにシュテッカーの思想の特

異性があるのではないか。 

 最後に、③今日シュテッカーの思想を考察する意味についてだが、シュテッカーが「選

択の自由」と「精神的な自立」を重視していることに着目したい。シュテッカーの人生そ

のものが「選択」と「自立」によって形成されていた。すなわち少女期のシュテッカーは、

家族の中心にあった信仰ではなく、文学作品をとおして思考を深めことを選択し、その後

のシュテッカーは男性に精神的・経済的に頼るのではなく自らの活動で身を立てた。また

彼女の「新しい倫理」は女性個人を重視し、自らの人生（例えば出産）を選択し自立した

人格を形成できることを目指したものだった。この「選択」と「自由」を重視したシュテッ

カーの人生と思想は、未だに「性＝秘め事」という認識が根強く残っており、また学校で
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の性教育が広がらない現代の日本において示唆に富むといえよう。 
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