
 
 
精神医学・心理学の領域における性被害の質問項目から見た性交類似行為、およびその精神的反応 

 
1．日本の調査について 
 
a. 石井・飛鳥井・小西ら（2002） 性的被害によるトラウマ体験がもたらす精神的影響－東京都内女

子大学生調査の結果より－，臨床精神医学，第 31 巻，989－995.  
 
 ・性的被害の定義－望まないのに、性器やその周辺、胸などを直接あるいは衣服の上から触られたり、 

触らせられたりする性体験 
 ・さらに質問項目では、暴力やその脅しの有無、挿入の有無（ペニス、指、舌または異物の膣や肛門 

への挿入を伴ったかあるいは、ペニスの口への挿入があったか）を尋ねた 
 ・重度被害：暴力ないし脅し、または挿入のどちらかがあり 
  軽度被害：暴力ないし脅し、または挿入のいずれもなし 
 ・女子大学生 321 名のうち、重度被害の経験率は 17.1％、軽度被害の経験率は 30.8％であった 
 ・IES-R 平均得点は、重度被害群が 23.8（SD＝17.3）、軽度被害群が 13.2（SD=14.4）であった 
 

   ＊IES-R：改訂版出来事インパクト尺度  24/25 が PTSD のカットオフポイント 
 
 
 
b. 性暴力被害少年対策研究会（平成 11年）の少年の性暴力被害の実態とその影響に関する研究報告書，

財団法人社会安全研究財団助成研究事業 
 
 ・東京都在住の 20 歳から 59 歳までの女性 2400 人を対象に、19 歳までに遭遇した被害について質問 
 ・質問項目と精神的反応（IES-R 得点）は以下の通り（19 歳までに遭遇した被害で最も傷ついた被

害 
について質問） 
 

質問項目 IES-R 平均（標準偏差） 
言葉で性的ないやがらせを受けた  平均 11.71（SD=11.22） 
性器をわざと見せられた 平均 8.60 （SD＝7.14） 
無理やりお尻、胸、背中などからだをさわられた 平均 10.98（SD=12.62） 
無理やり抱きつかれた 平均 22.45（SD=13.88） 
無理やりキスされた 平均 20.57（SD=18.18） 
無理やり性器をさわられた 平均 18.89（SD=15.1） 
したくないのに性交されそうになった 平均 16.44（SD=17.81） 
したくないのに性交された 平均 25.13（SD=16.81） 
 
  



 
 
c. 内海・野坂・石橋（2006）小・中学生の性暴力被害の問題と特徴－高校生を対象にした性暴力被害

実態調査から－，発達人間学論，第 9 号，1－7  
 
・質問項目 
 ①言語的身体暴力 「あなたの体について、からかわれたり、いやらしいことを言われたことがあり

ますか」 
 ②露出曝露・視覚的性暴力 「相手の裸や性器を、わざと見せられたことがありますか」 
 ③強制的身体接触     「無理やり、体を触られたり、抱きつかれたりしたことがありますか」 
 ④レイプ未遂       「無理やり、セックスをされそうになったことはありますか」 
 ⑤レイプ既遂       「無理やり、セックスをされたことはありますか」 
 
 
d. 野坂・吉田・笹川ら（2005） 高校生の性暴力被害と精神健康との関連 トラウマティックストレ

ス，第 3 巻，67－75  
 
 女子人数 IES-R 平均と SD 男子人数 IES-R 平均と SD 
verbal harassment 158 17.89（SD=18.20） 77 19.62（SD=21.78） 
exhibition 177 14.69(SD=15.11) 6 7.83(SD=16.42) 
Sexual molestation 236 18.03(SD=14.91) 13 12.92(SD=15.63) 
Attempted rape 65 26.23(SD=17.34) 6 16.50(SD=20.32) 
Completed rape 48 30.13(SD=22.34) 5 39.40(SD=22.40) 
  



 
 
e.齋藤（2011） 学位論文「性被害の被害者に見られる「汚れ感」について」より 
 
（以下非公表） 
  



 
2．海外（主にアメリカ）の調査について 
 
a. Sexual Experiences Survey short form victimization 
 
質問項目＜行為について＞ 
 ①Someone fondled, kissed, or rubbed up against the private areas of my body (lips, breast/chest, 
crotch or butt) or removed some of my clothes without my consent (but did not attempt sexual 
penetration) 
  同意なく、私の身体のプライベートな部分（唇、乳房／胸、股間、臀部）を触る、キスする、愛撫

する、あるいは服を脱がせる（ただし、性的な侵入の試みはない） 
 
 ②Someone had oral sex with me or made me have oral sex with them without my consent 
  同意なく、私にオーラルセックスをする、あるいは私にオーラルセックスをさせる 
 
 ③A man put his penis into my vagina, or someone inserted fingers or objects without my consent 
  同意なく、男性が私の膣にペニスを挿入する、あるいは指や異物を挿入する 
 
 ④A man put his penis into my butt, or someone inserted fingers or objects without my consent 
  同意なく、男性が私の肛門にペニス、あるいは指や異物を挿入する 
 
 ⑤Even though it did not happen, someone TRIED to have oral sex with me, or make me have oral 
sex with them without my consent 
  たとえ完遂されずとも、同意なく、私にオーラルセックスをしたり、させたりする 
 
 ⑥Even though it did not happen, a man TRIED to put his penis into my vagina, or someone tried 
to stick in fingers or objects without my consent 
  たとえ完遂されずとも、同意なく、男性が私の膣にペニスや指、異物を挿入しようとする 
 
 ⑦Even though it did not happen, a man TRIED to put his penis into my butt, or someone tried to 
stick in objects or fingers without my consent 
    たとえ完遂されずとも、同意なく、男性が私の肛門にペニスや指、異物を挿入しようとする 
 
質問項目＜暴行脅迫について＞ 
a. Telling lies, threatening to end the relationship, threatening to spread rumors about me, making 
promises I knew were untrue, or continually verbally pressuring me after I said I didn’t want to. 
  私が嫌だと言った時に、嘘をつく、関係がやめると脅す、噂を流すと脅す、嘘と知っていると約束

をさせる、嫌だといってもなお、言葉で圧力をかけ続ける 
 
b. Showing displeasure, criticizing my sexuality or attractiveness, getting angry but not using 
physical force, after I said I didn’t want to. 
  嫌だと言った後に、不快感を示す、私のセクシュアリティや態度を批判する、怒る（身体的な暴力

はない） 
 
c. Taking advantage of me when I was too drunk or out of it to stop what was happening. 
  酔いすぎて行われていることを止められない状態を利用する 



 
 
d. Threatening to physically harm me or someone close to me. 
  私や、私の近しい人を傷つけると脅す 
 
e. Using force, for example holding me down with their body weight, pinning my arms, or having a 
weapon. 
  体重を使って押さえつけたり、腕を固定したり、武器を携帯するなど、強制を用いる 
 
グループ分け 
 1. Non-victim: all items checked 0（どれもチェックがつかない） 
2. Sexual contact: item 1 checked any number of times on c, d, and e 
         （1 にチェックがつき、c、d、e に該当する） 
3. Sexual coercion: any item 2 through 7 checked any number of times >0 on a or b 
         （2 から 7 のいずれかにチェックがつき、a か b に該当する） 
4. Attempted rape: items 5, 6, or 7 checked any number of times > 0 to c, d, or e 
         （5 か 6、7 にチェックがつき、c、d、e のいずれかに該当する） 
5. Rape: items 2, 3, and 4 checked any number of times>0 to c, d, or e 
         （2 か 3、4 にチェックがつき、c、d、e のいずれかに該当する） 

 
b.司法局による全国犯罪被害調査（National Crime Victimization Survey:NCVS）での定義 
                   
Sexual assault：レイプの既遂または未遂をのぞく幅広い被害。一般的には、被害者と加害者の間にお 

ける、被害者の意に反する性的接触を伴う攻撃や攻撃未遂を含む。性的攻撃は強制を 
伴うこともあり、被害者の身体をつかんだり、撫でるといったことを含み、言葉によ 
る脅しも含む。 

Sexual assault - A wide range of victimizations, separate from rape or attempted rape. These crimes 
include attacks or attempted attacks generally involving unwanted sexual contact between victim 
and offender. Sexual assaults may or may not involve force and include such things as grabbing or 
fondling. Sexual assault also includes verbal threats. 
 
Rape：心理的抑圧、物理的強制を含む、強制された性交。強制された性交とは、膣や肛門、口腔への

加害者による挿入を意味する。挿入には、ボトルのような異物の挿入も含む。レイプ未遂も、被害者が

男性であっても女性であっても、異性間であっても同性間であっても、レイプに含まれる。レイプ未遂

は、言葉によるレイプの脅しも含まれる。 
 
Rape： Forced sexual intercourse including both psychological coercion as well as physical force. 
Forced sexual intercourse means vaginal, anal or oral penetration by the offender (s). This category 
also includes incidents where the penetration is from a foreign object such as a bottle. Includes 
attempted rapes, male as well as female victims, and both heterosexual and homosexual rape. 
Attempted rape includes verbal threats of rape.  
 
c. Psychological Impact of Types of Sexual Trauma  (Kaltman, et al., 2005, Journal of Traumatic 
Stress, vol8, 547-555) 
 
 性被害の定義： 



 
子どもの頃の性的被害－12 歳未満のときに、5 歳以上年の離れた相手から行われた強制わいせつ、あ 

るいは異物や指、ペニスの肛門や膣への挿入 
青年期の性的被害－12 歳以上のときに行われた、親族ではない加害者による、強制わいせつ、あるい 

は異物や指、ペニスの肛門や膣への挿入。それは身体的な力の行使や心理的な脅 
しを伴っており、被害者の意に反している、あるいは被害者が無力であった時に 
行われたもの。身体的強制や心理的脅しを伴うレイプ未遂も含める。 

子どもの頃の性的虐待－12 歳未満の時に、1 年間に同じ加害者から 5 回以上性的被害が行われた場合 
再被害－子どもの頃と青年期と、どちらにも性的被害を受けている場合 
 

 女子大学生 125 名を対象に調査を行った結果、以下のような結果となった 
トラウマ歴 ASD％ PTSD％ 抑うつ％ 物質依存％ TSI（トラウマ尺度得点） 
トラウマなし(58) 0.0 0.0 15.5 6.9 平均 19.2(SD=14.3) 
CSA(15) 0.0 13.3 20.0 0.0 平均 24.9(SD=17.0) 
ASA(33) 11.1 21.2 33.3 18.2 平均 30.3(SD=15.0) 
CSA abuse(9) 11.1 0.0 11.1 22.2 平均 30.2(SD=7.5) 
再被害(10) 10.0 30.0 70.0 10.0 平均 42.7(SD=15.8) 
TSI は侵入と回避の下位項目を使用 
 
d. Kessler et al., (1995) Posttraumatic Stress Disorder in the National Comorbidity Survey 
 
強姦：意に反して、脅しや力の行使を伴った望まない性的挿入＜アメリカでは一般的に、挿入には膣お 

よび肛門への性器、指または異物の挿入、口腔へのペニスの挿入も含まれる＞をされた 
強制わいせつ：意に反して性器を触られた 
 
トラウマ生涯体験率(N=5877) 
強姦 300 人 5.10% 
わいせつ 454 人 7.70% 
戦闘 179 人 6.40% 
暴行傷害 523 人 8.90% 
事故 1125 人 19.10% 
災害 999 人 17.00% 
 ＊戦闘のみ、N=2812 

 

PTSD 有病率 
強姦 55.40% 
わいせつ 19.35% 
戦闘 38.80% 
暴行傷害 11.55% 
事故 7.55% 
災害 4.55% 


