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要旨 

 
 日本の性犯罪で最も被害数が多いのは「痴漢」であるが、痴漢の被害を受けた際に通報できたのは8%と

いう報告もあり、実際の被害件数は発表数よりかなり多いことが推察される。本研究は痴漢問題が解決され

ない要因を社会構造の視点から捉え直すことを目的に、痴漢に関する様々な文献を収集・分類し、考察しな

がら総説として取り纏めた。その結果、直接的に痴漢を規制・検挙・処罰する役割を担うべき鉄道・警察・

司法の各問題点と、人々の認知に影響を与える学校教育やマスメディア等の問題点を指摘できた。これらの

構造の根底に潜在する「ジェンダーバイアス」を更改していくことが重要であるという結論に至った。直接

的アクターらが被害者の泣き寝入りを救う環境作りを徹底し、社会全体が被害者・加害者、そして痴漢が発

生する構造を正しく認識していくと共に、性差別や偏見を無くすための性教育、メディアや行政の啓発等の

改善策が急務である。 
 
キーワード: 痴漢、ジェンダー、性犯罪 
 
1 背景 
痴漢は人権を侵害する性犯罪であり、被害が後を

絶たないにも関わらず、軽視されている現状がある。

平成30年版犯罪白書（法務省, 2019）によると、過去

5年間日本の性犯罪において「痴漢」被害が最も多

い。痴漢は海外にも広く知れ渡っており、英国から

日本への渡航者に向けた公式安全情報渡航情報サ

イトには「日本では性犯罪の被害立証については被

害者側に大きな負担があり、女性の人権が守られて

いない」「通勤列車内で痴漢の被害が発生すること

は一般的」といった記述がされている。痴漢は雑誌

や新聞、テレビなどのマスメディアには「話題」と

して取り上げられることが多い一方で、痴漢問題に

関する研究論文や書籍は限定的という実態がある。

「性犯罪」というキーワードを選定し、国立情報学

研究所の学術情報データベース「CiNii」にて検索を

行うと、ヒット数は2021年3月現在で1339件である

のに対し、「性犯罪 痴漢」というキーワード選定

を行った場合だと、わずか11件であった。世間だけ

でなく研究者の間でも痴漢問題が深刻に受け止め

られず、解決しようという意識が薄いことが伺える。

痴漢被害発生の構造や有効な解決策が研究エビデ

ンスとして示されていないことにより、決め手とな

る政策立案がされないという悪循環も推察される。 
こうした問題意識から、本研究は、性犯罪の中で

もきわめて身近で日常的な性犯罪であり多くの数

の被害者を出している「痴漢」の問題を、構造的に

解き明かすことを目的とした。痴漢問題は、加害者・

被害者のみに焦点が当てられることが多いが、本研

究は両者を取り巻く環境にも注目しながら、痴漢問

題が解決されない要因を、社会構造の視点から捉え

直すこととした。 
 
2 方法 
 本研究は、痴漢に関する調査、論説、雑誌記事に

至る様々な文献を収集・分類し、加害者と被害者を

取り巻く環境や、影響を与えているアクターを整理

し、それぞれが抱える問題を構造的に整理し考察し

た。文献収集は学術情報データベース「CiNii」、電

子ジャーナルプラットフォーム「J-STAGE」、慶應義

塾大学蔵書検索システム「KOSMOS」などにて、『痴

漢』をキーワードとして収集し、主要な文献が引用

している文献も可能な限り原典を収集した。それぞ

れの論文や書籍が論じている内容を痴漢問題に関

わるアクターごとに分類し、その構造を検討した。 
 
3 結果 
 本研究では、官公庁発表資料、学術論文、書籍や

非公開資料を含む120件の文献が分析の対象となっ

た。主に警察や司法が発表する文献（警察庁,2011 ;
法務省, 2019）では、痴漢問題は加害者と被害者の

心理・行動のみに注目されながら議論がされていた。

一方で、加害者や被害者の心理に影響を与えるメデ

ィアや教育の現状や問題点を指摘する文献（斉藤, 

2017）や、痴漢発生を抑止すべきアクターである鉄

道・警察・司法の問題点を指摘する文献（牧野, 2019）
も存在していた。 

文献を検討し明らかになった痴漢問題に関係す



る直接的、間接的アクターと根底にあるジェンダー

バイアスの関係を図1に示した。本稿では、加害者

と被害者を取り巻く鉄道・警察・司法（直接的アク

ター）の主な問題、次にその外側に存在し、痴漢問

題の当事者および直接的アクターの認識にも影響

を与えるメディア・教育（間接的アクター）の問題

を指摘する。さらに、それらアクターの問題は、日

本社会の根底に存在している社会的・文化的性差別、

偏見が関連していることを指摘する。 

 
図1: 痴漢問題が解決されない構造 

 
3.1 痴漢を抑止すべき直接的アクターの問題 
① 鉄道：根本的な解決策の欠如 
 痴漢行為の現場である鉄道は、講じてきた対策が

根本的な解決につながらないという課題を抱えて

いた。例えば、鉄道会社が女性たちの安全な通勤・

通学の手段を確保しようと始めた女性専用車両の

歴史は長く、1947年に初めて中央線で設けられた。

しかし、迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数・

電車内における強制わいせつの認知件数は、一定し

て横ばいであり（法務省, 2015）、痴漢行為そのもの

の減少には繋がっていない。山本（2017）は、痴漢

常習者は女性専用車両以外の場で犯行に及ぶため、

「単に犯行場所が移動しているだけだ」と指摘して

いる。また、各鉄道会社は痴漢撲滅ポスターも掲示

してきたが、その内容やデザインは、劇画で被害者

の羞恥心を表現するなど、他の犯罪や迷惑行為に比

して深刻さに欠け、肝心の加害者や傍観者について

は描写がされていない等、抑止力につながっていな

いことも指摘された（産経デジタル, 2017）。いずれ

の策も核心を突いたアプローチにはなっていない。 
② 警察：データに基づかない防犯指導 
警察の主な問題として、第一に防犯対策が根拠に

欠けること、第二に取調べにおいて被害者を精神的

に追い詰めることが指摘された。まず、警察は2009
年から痴漢や性暴力犯罪から女性を守るための防

犯対策に力を入れているが、誤った先入観に基づい

た対策も散見されている。たとえば熊本県警の痴漢

対策のキャッチコピーには「こんな行動や格好をし

ていると犯人に狙われやすくなります 露出度の

高い服を着ている人」（熊本県警察, 2015）とあるが、

電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書

（警察庁, 2011）によると、被害者の「挑発的な服

装」を痴漢被害者の選択理由として挙げたのは、加

害者の1.8%に過ぎない。同様に、静岡県警鉄道警察

隊は、痴漢防止キャンペーンを「女性が軽装となる」

夏休み前に毎年行っているが、牧野（2019）による

と「薄着の季節」である8月は、性的被害相談件数が

年間で最も少ないことが明らかになっている。 
また、被害を届け出た者は、長時間にわたり拘束

され、事情を聴取される。痴漢は被害者の身体に触

れる犯罪であるため、検分でも被害者が触られてい

る状況を再現する必要がある。被害者にとって精神

的に辛い被害申告のプロセスが、泣き寝入りを生み

出している可能性（須田, 2019）も示唆された。 
③ 司法：犯罪被害の条件とされる「羞恥心」 
痴漢をした犯人には、刑法の強制わいせつ罪、軽

犯罪法違反、各地方公共団体の迷惑防止条例違反の

いずれかが成立する（日本司法支援センター）。し

かし痴漢事件として検挙された9割以上が自治体の

迷惑防止条例違反によるものであり、法令での検挙

は非常に少ない（牧野, 2019）。そもそも多くの迷惑

防止条例はできた当初は痴漢事案を想定しておら

ず、条例内の「卑猥行為の禁止」条項を適用するに

は、単に体に触れたというのみでは足りず、被害者

が「性的恥じらい」を感じていなければ、犯罪とし

て成立しない（東京都, 1962）。 
一方、強制わいせつ罪を適用するためには、加害

者の性的意図の立証が必要とされており（牧野, 
2019）、捜査参考書には、犯行動機の記載に関して

性的意図が明確になるよう、「痴漢事件の場合は仕

事のストレスが溜まっていたとか、妻とセックスが

なく性欲が溜まっていたなどの事情も録取する」必

要があると指導されている（梶木ら, 2006）。 
このように痴漢を取り締まる法規制は、条例の場

合は被害者の羞恥心、法令の場合は加害者の性欲と

いった動機の立証が必要であり、痴漢行為そのもの

を取り締まる実効力に欠けるのはもちろん、捜査機

関が性暴力について誤った認識をしていることが

示唆された。 
3.2 痴漢を許容してきた間接的アクターの問題 
当事者や直接的アクターも含んだ、日本社会の構成

員の痴漢に対する認識の枠組みを形成してきたメ

ディアや教育を、本研究では間接的アクターと位置

付けた。 
① メディアの痴漢の扱い方 

1990年代は芸能人が痴漢を公言することは不名

誉ではない時代であったことが推測される。例を挙

げると、タレントのそのまんま東が「オレなんかも、

やむにやまれないって感じで、痴漢しちゃうことあ

るもんね。」と、自身の痴漢加害を語っている記事

が掲載されていた（微笑, 1990）。痴漢を推奨するか

のように誇張された本や記事、加害の矮小化を表す



ような「たかが痴漢」、「痴漢騒ぎ」（週刊読売, 1982）
といった表現も散見された。朝日新聞の記事では

「痴漢事件が起こるのは自然なことであり、痴漢さ

れたいと望むことも自然である」（朝日新聞, 1987）
と、教育研究協議会代表幹事自らがコメントしてい

る。このようなメディアのフレーミングは、痴漢を

軽視する世論の形成に影響を与えていたことが伺

える。 
② アダルトコンテンツの影響 
 斉藤（2017）は、アダルトコンテンツは痴漢加

害行為を亢進させる要素であるとし、「AVがある

から、性犯罪が抑止されるという言説は、加害者

の実態を踏まえると全く逆である」と述べてい

る。斉藤の調査によると、性犯罪者の多くは犯行

の直前にマスターベーションの頻度が高くなる傾

向にあり、アダルトコンテンツを容易に視聴でき

る環境はマスターベーションの欲求に拍車をかけ

ることがわかっている。性犯罪再発防止プログラ

ム受講者にヒアリングした結果、ほぼ全ての痴漢

が「痴漢モノ」と言われるアダルトビデオを見て

いることがわかった。中里は「女性や子どもを

『モノ扱い』する過激なAVは、性暴力を容認する

価値観を、見る者に植え付けかねない」（西日本新

聞, 2015）と述べており、インターネットの普及

でアダルトコンテンツが及ぼす危険性は高まって

いると警鐘を鳴らす。 

③  日本の性教育の課題 
 間接的アクターには、学校などの教育機関も位置

付けられた。日本の性教育が不十分な現状において

は、一見痴漢問題とは関係していないように見える

が、必要かつ十分な正しい性の知識を性教育で得ら

れていない青年たちが性の情報源としてアダルト

コンテンツに手を伸ばし、歪んだ性の認識を構築し

てしまうという負のサイクルを生む原因となって

いることが、本研究から示された。日本性教育委員

会（2019）によると、男子高校生は「性交」に関す

る情報源として「友人・先輩」と回答したのは64%、

次いで「インターネット」と回答したのは40%、「ア

ダルト動画」と回答したのは34%であった。「友人・

先輩」自身もインターネット・アダルト動画から情

報を得ていることを推測すると、青年は学校での性

教育ではなく、インターネットやアダルトコンテン

ツから性の知識を得ていることが推察される。即ち、

性教育の現場において、他者の考えや思いを尊重す

るといった健全な性行為のあり方を十分に伝えて

いないことが、前述の性暴力を容認する価値観にも

つながり得ると示唆される。親や教師が性を過剰に

タブー視せず、性にまつわる悩みや事柄をオープン

に話せる環境を青年に提供することが望ましい。 
3.3 日本社会の根底にあるジェンダーバイアス 
痴漢問題の構造として、上述の直接的、間接的ア

クターを含む、日本社会の根底にジェンダー不平等

の課題があることが、各種文献の検討から浮かび上

がった。 
国連女性機関（2018）は、「ジェンダー」は一定の

背景において女性・または男性として期待され、許

容され、評価されることを決定し、課せられる責任

や負うべき活動、資金・資源へのアクセスと支配、

意思決定の機会において、女性と男性の間に違いや

不平等が存在していると述べている。世界経済フォ

ーラムが公表している「ジェンダー・ギャップ指数

（GGI）」は男女の格差の度合いを表し、その国のジ

ェンダー平等性の状況を知るための指標であるが、

2020年の日本の総合スコアは0.652であり、世界153
カ国中121位であった。これはG7の中で最下位であ

り、日本が抱えるジェンダー不平等問題が深刻であ

ることを示している。 
ジェンダー平等性が高い国ほど性犯罪・性暴力加

害者に対して厳しい罰則が存在していることが示

されている。例えば、ジェンダー平等性が3位のフ

ィンランドの「刑法 レイプ罪」「刑法第5条 性的

虐待罪」は、「暴行・脅迫等がなくてもレイプが成立

する」とされている。4位のスウェーデンにおいて

も、「暴行・脅迫等がなくてもレイプが成立する」と

2018年に法改正が行われた。順位が少し下であるカ

ナダ（19位）、イギリス（21位）においても性犯罪法

にて「No Means No=同意のない性行為は全て性的暴

行として処罰される」と記されている。一方、日本

では、レイプ罪が成立するためには、暴行・脅迫、

心神喪失などの厳しい要件が求められている。その

ため、被害に遭った女性の多くが暴行・脅迫の証拠

が取れずに泣き寝入りをしていることが「全国の検

察庁が取り扱った強姦罪のうち起訴された事例は

36%のみ」（内閣府, 2017）というデータからも裏付

けられている。痴漢に関しても、同じような構造が

発生している背景には、ジェンダー平等が関連して

いる可能性が示唆された。 
 
4 考察 
痴漢問題がなかなか解決されない原因の構造を

解き明かすために、多面的に文献を収集し考察した。

その結果、各アクターが抱える問題は相互に関連し

ており、さらにその根底にはジェンダー不平等の問

題が横たわっていることを示した。上記の結果を踏

まえて、解決に向けた方向性を考察する。 
痴漢問題の解決には、当事者である被害者の努

力や加害者の更生ばかりに頼るのではなく、まず

痴漢問題と直接的に関わっている鉄道・警察・司

法がそれぞれの問題を認識し、施策を改善するこ

とが不可欠である。さらに、痴漢を許容する社会

を創り上げた教育・メディアは、痴漢の娯楽化を

諫め、日本の歴史・文化によって積み重なって構

築されてきた男女の役割についての固定概念や、

社会の女性に対する差別的な評価や扱いなどの、

人々のジェンダーバイアスを改めていくことが必

須と考える。 



例えば、3.3で述べたように、ジェンダー平等が進

んでいる国では、日本とは違い、同意なき性行為を

全て性犯罪と定義しているが、こうした法制度とは

その社会の規範を反映するものである。痴漢も含め

た性犯罪は、被害者による立証がどれほど難しく、

それゆえにどれだけ多くの人が泣き寝入りしてい

るのか、その問題の深刻さを日本社会が広く認識す

る必要がある。日本の認識の不足は、性犯罪を犯し

た者への処罰や再発防止策にも表れている。3.2で
述べたように、日本では誰でもアダルトコンテンツ

にアクセスできる環境があり、性犯罪者に対しての

規制などは特に定められていない。それに対し、ジ

ェンダーギャップ指数が19位であるカナダの最高

裁は、2016年に被害者が未成年の性犯罪事件で有罪

判決を受けた者に対してインターネットの使用を

禁ずることを可能にする判断を下した。「ここ10年
間のテクノロジーは、性犯罪が起こる社会の現状を

根本的に変えた」と指摘し、「性犯罪のネット使用

を監視することで、再犯の機会を制限し、この悪事

を防止することができる」（AFPBB News, 2016）と

明言されている。このように我々を取り巻くテクノ

ロジー環境と犯罪の関係の検討も重要であろう。 
被害者のエンパワーメントと社会の意識改革に

おいても、テクノロジーの活用は有用と考える。

本稿では紙面に限りがあり触れられなかったが、

筆者は位置情報とインターネット技術を用いて痴

漢問題を可視化する仕組みを提供するRadarLab株
式会社と「#NoMoreChikan」プロジェクトを立ち

上げてきた。痴漢を「仕方ない」で終わらせるこ

とを次の世代まで続けたくないという思いから、

被害者をエンパワーし、社会全体として痴漢撲滅

への強い意思表示をする必要があると考えたから

である。一刻も早く問題を解決し、被害者を増や

さないために必要なことは「被害者」の声を反映

させた解決策を実施することである。被害に遭っ

た時の行動や、被害後の警察や鉄道会社、周りの

人の対応を共有・フィードバックするiOSアプリの

実装など、より有効な痴漢対策や被害に遭った際

のサポート体制を実現することを目指した（詳細

は卒業論文を参照のこと）。 
本稿では、日本における制度的なジェンダー不平

等を改善していくこと、長年日本で刷り込まれてき

た「ジェンダーバイアス」を、教育やメディアなど

多方面から改新していくことが、痴漢をはじめとす

る性暴力を防止するために必要であると示してき

たが、ジェンダー平等を目指すとは、決して男性に

とって生きにくい社会を指さないということを述

べておきたい。男女平等とは性別・分類に捉われる

ことなく、一人ひとりを「個」として尊重し合い、

自分の人生を自分の意思で決定できることである

と考える。2020年6月、内閣府は「性犯罪、性暴力対

策の強化の方針」を発表し、政府として日本の性犯

罪について取り組むという意思表示をしている。今

こそ、性別や立場に関係なく互いに思いやりを持ち

尊重し合える社会を創造していく時ではないだろ

うか。 
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