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第 1 章 子どもの家庭内性被害とは

子どもの家庭内性被害 
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עכյր㳃䉀⫂ך氦榟ג ג┙擻ֿ꞊☔ס⫁㳃䉀עֵַ	 
յ

䓪㨥☭כ㯸סל嘤⮵➇㲹ց炐銧蜗ךն儖鞲乢עךյⱶ㲹縖ֿ鐍־ֵך
ֿל㯸יזמ┙꞊ס擻☔ס⫁յ㳃䉀עַյֵג氦榟ך⫁յր㳃䉀־־מ
⫁㳃䉀סלն㯸ױ辐鋗כ㳃䉀⫂䓪逇㲹ցסל䓪氳逇㲹ցր㯸յֵגׄ
䓪逇㲹עր䓪敨糆ցמ泡磵ֽיյ⮔嫎כ״ע喋չם嫎䏱יזמյ⺨牊
նױַיױ稤䓪氳ⱶ㲹车憡ֿס
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ֿׯ䏅ꮶע榖㛻ךն逇㲹־㯸ל㱤עמ״גյ儔

抅ס◀ꡔכ׆ס؆העյ逇㲹ס企僿氦釤כ企僿☭⪌ֿꄆ釐ךն
(1) 子どもの性被害に関する様々な定義
㯸סל䓪逇㲹עյסא⫂㳊ⱶ㲹縖ס禈凵יזמ喋չמ⮆յ仼儖עךր䓪

氳诼䏨ցյր䓪倽ⱱցלםյ䙫⽏⺬ַס⛍鵟ֹ喋չם辐杯ך磆☭ױַיնגױյ⩩
珡焰炮٬◄⮔嫎לםյ羜俌ֵמ嫎⯆䈱榺全יכꯛ㓊ꝴסך䣽ַ亠ֿ樟יזם
ג辐鋗כյր䓪倽ⱱցֽםնױ鷿ֵַֿמ榫鏤鸵榫י嶖מאյֽ
㕙⺬յր倽ⱱցַֹכ銧蜗ס炐疗㍱עמյ泡䫘骰⛮מ鉴倽ⱱ车憡ׂםךׄדյ銧
蜗מ㫂ֿյ䓪氳ם⯌忁מ㯸ל依ֿכ׆ױ⻠לםכ׆┉芗氳ךն
ֹ׆յעךյ仼儖גױ כ׆䨿ֻכלםցגַם䓪氳ⱶ㲹车憡ֿր䓪氳גזַ
նױ㚜ֵֿյ閛ꖈ둜מ浌䄐逇㲹鬭釱כ׆յֵ
��仼儖ֽׄמ䓪氳诼䏨ס㲊紶
 䇗 僖侇憠յ杯车ס⩩珡诼䏨ꡔ塛嫎יַֽמյր⩩珡םחַמ车憡׆

ֵךח┉ס诼䏨车憡㵚מלյ㯸עցכ׆车憡םחַי珡⩩ע⹑כ
閾縖⟊ע⛮╚车憡סאյף⽛כր䓪氳诼䏨ցמն┉芗ױַי伺鋗כ 	˥
מ
㲊ױַיն�仼䅻յ㯸סל泃閾ַדֹ׀ַםַי鈐仌לםյ⟊閾縖♓㛙ס
縖מ䓪氳ⱶ㲹车憡עյאꡔַֹׅכגז־ם䙫⽏ךր	⟊閾縖מ
ցعؠٝءؾ
նױַי䣽יכ
㯸סל釱憠כײ־յⱶ㲹縖ֿ⟊閾縖־־מ־ֹל־ֵךյַ䓪

氳诼䏨מכ׆ֵך㚺ױֵע؆նֹ׆ յ䇶ֵ㚜ׄ־橎ゖ䤷ׅמ㲊紶ג
ַ釱憠־㯸סל䓪逇㲹䨿ֻ䑒釐ֵֿכ銧ױַיն

˥�鈐嘤车ֹ縖յ儔䡗䇗䏲釤☔ס☽סא縖ךյ⩩珡杯מ泃閾縖
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(2) 子どもの最善の利益を優先するという視点
㯸מל㵚䓪氳诼䏨ע敨糆ךնր굺罫┕ס鐐갭מ颯㍔ַםַיցյր굺罫מ⪒

ׂ┘䑒釐ם车憡ֵךցַֹכ憠ךյ☽ס诼䏨牊⮯עכ┉稗槆ױַיնրׄחց
ֹ׆ն؆ױֵעךסס걉םֹ銧ַ⮆ֿ鵟榫סⱶ㲹縖ַֹכ յ־敨糆䓪ג
㯸סל䓪逇㲹יַחמ縒ֻ׀כյր◄㲔ס錞伺ցրⱶ㲹縖ס⭚糏ցגזַכ⣐ꪫ
־ꄆ憠ֿ糋מ 夠י㵚מյ䓪氳诼䏨؆הնױַי銧כֹױיזׂם
抅גכ䛜䈱ך舂׳䑒釐ֵֿעכ׆銧ֹױֵךױ؆ն־յր◄㲔ס錞伺ց
釱ם⮉㛻ַֹכց⩝⨣沟⮵ס僃ャסלյր㯸ױֵד׆מրⱶ㲹鞊♳ց
憠ֿ䑫כַ銧ױַיն
㯸סל䓪逇㲹עמյր鐍ֿⱶ㲹縖־ցյր鐍ס鞊♳־ցגזַכⶡ硾ם杼㷍ךׄד

ր逇㲹ׄמյ䅻עמ״גַםכն儖韬釤蛽ױֵֿ邾ꥭַם⮉Ⱏע
նױ䑒釐ֵֿׂי亠縒ֻ㏇ס䶹䭤յ㵚䑴־釱憠ցסל㯸ג

� 宾㛙ֽׄמ䓪氳诼䏨 	$IJME�4FYVBM�"CVTF
 㲊紶ס
㎁꤀氳עמյⱶ㲹縖ֿ鐍־־מ־ֵךյגױ㳃䉀⫂٬㛙ゖյ㯸ל

ր䓪氳诼䏨ֿי⪑ס䓪氳ⱶ㲹车憡յ䓪氳䯭车憡㵚מ 	$IJME�4FYVBM�"CVTF
ցך
յעך溿狒ג㲊紶鐧ס槡⺨㎁┩ג״⻠לם'&$*/6ն8)0ױַיכֵ
	
 㵚霄ֿ㯸ֵךלյ	
 洠ס䙫⽏סךր⺱䙫ցַֿםյ	
䎎鎉车憡ֿ䓪氳סם

	յֵך 车憡ֿ诼䏨氳䓪韬䅮ַיצ 	 ⱱ꞊➟ס䄐ֵֿյ玮㕙ֿ㵚璡ַםךյ
䯭ֵך
ֵך䓪氳诼䏨ցםր伺澬י⪑עאյףג嵹♭釐סחַֹכ
նױַיַכ
儖鞲乢עךյס׆ סח釐♭嵹ג㎁꤀氳םր䇶紶ס䓪氳诼䏨ցמ嶖יյ攐מ

㳃䉀⫂ך氦榟גյֵ ז㳃䉀⫂䓪逇㲹ց䣽סלր㯸ג┙擻ֿ꞊☔ס⫁㳃䉀עַ
նױַי

㯸ל焰炮ס杼䒝 ���⩩珡诼䏨עր㯸סל㱦⪒ゖ갭ֵךց
㯸ל焰炮ס⮆ꄇעמյր㯸סל釱憠מ玮הյ㯸סל嘤⮵⟊꤃כ僃ャס⮵
沟⩝⨣ցַֹכ杼䒝ֵֿױնמא玮耽ג䶹䭤ֿ㷣ꝧױն⩩
珡诼䏨עր㯸סל㱦⪒ゖ갭ցךն㳃䉀⫂䓪逇㲹❆㛙ױֵעך؆ն䓪逇
㲹ׄגյֵעַյ逇㲹ַׄם־ג㯸סל釱憠־յס׆㱦⪒
ゖ갭מ㵚㵚䑴䶹䭤ס㏇亠縒ֻױ׀יն
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(4) 被害の内容

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עמյ㯸סל骰⛮מ泡䫘鉴ס 	 泡䫘䫘鉴䓪 
 לյ㯸
逇㲹גזַכ䓪车憡釤ֿ 	 ꪜ䫘鉴䓪 
ն㳃䉀ױױ⻠㳊ֿ⫁םյ喋չלם
䓪גזַכ┙꞊מ䓪逇㲹סך٤ٚؕ٤؛յג㚞你䍚釐־鈐仌璡ס⫁
氳䯭꞊鵽逇㲹ױֵն骰⛮氳ם䫘鉴ס僗扛ゖյםֹסל逇㲹יזֵך
㯸סל岐⯍ם䏅ꮶֵֿכ銧ױַיն
辐 עյւ㯸ל诼䏨㵚䑴ס䣆䌕׀փ����遨䍚䏔Ⱏ䥵ֹւ㯸סל䓪氳诼䏨٬

㳃䉀⫂䓪倽ⱱס⮣僿㵚䑴䣆䌕׀փմך磆☭ַי逇㲹⫂㳊ך❆┉סն

(3) 子どもの家庭内性被害の対応件数

��⩩珡注鐶䢥ס注鐶㵚䑴♭丗
⩩珡注鐶䢥עյ閛㴔ך؆┾כ㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ס㵚䑴䥵ֹ╈䑏氳ם嚀꞊ס

յ⺨齉鷹䈡יכ嚀꞊ח䤗软䧏ם㵠ꝛ氳ם㵚䑴⺎耆מ䓪逇㲹סלն㯸ךח┉
洈䷓♐䄫מלם錃糋ױַיն 䇗䈱מյ⪒㎁ס⩩珡注鐶䢥ֿ㵚䑴ג⟊
閾縖٬泃閾鞊♳縖מր䓪氳诼䏨ցע ♭յ⟊閾縖♓㛙ס縖מ䓪氳诼䏨 ؾ	
ע
عؠٝء  㵚ס䓪逇㲹ג꤉ַי┕銶מ⮯注鐶牊ס☽նגױםכ♭
䑴♭丗כ״⻠յ䇗ꝴ稀銶  ♭爊䈱ס㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ֿյ⩩珡注鐶䢥ך
㵚䑴ַֹכגַי䫟㲊磵冽䐂ױַיն

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עյ⼽㍱ס־氦釤ֿꦘׂյגױյ逇㲹ׄג㯸על
喋չם杼榺404יזמ 氦⟓ם׀ך 㲔ֿ◄סն䓪逇㲹ױ攐䐶ֵַֹֿכׂם
㳃䉀⫂ך꤉յ䑒釐ם䶹䭤מ笋ַֿםַיז㯸ֿל丗㛡ׂ㰆㏇ױַיն┕鋗
յր弍㏇ֽי縒ֻכֵך鉈┉סյ姦㸓ע注鐶㵚䑴♭丗ցסךր⩩珡注鐶䢥ס
ַי㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עյ䇗ꝴ丗┒♭♓┕־ַםעךסשמցכ銧
ֵסյ⪒㎁յ齉䄫鼧٬㏐亠鼧ゖע㳃䉀⫂䓪逇㲹סלյ㯸ֽםնױַי
նױַי氦榟ך㏐㓊
յ⼽㍱䶹䭤縖꞊מלյ㯸מ״ג企ׂ逇㲹氦釤ך㛡ׂյ仼ך☔┉

նױַי״姲ֿ浌䄐ם䷧ꌨס☔㛻ס

��弍㏇㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹

＊1

＊2

� 逇㲹⫂㳊ס⪮⛮氳ם❆
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מյ┕鋗עך⪰⸊  憠מⱶֻי 	
 䓪逇㲹ס氦榟ֿ䠫䒝氦銧٬注鐶ֵעַ氦榟◀ꡔ┕䧗㵵ס䑒釐ֵֿ敯䛜յ	
 䓪逇㲹ס氦榟⺎
耆䓪ֿ䠫䒝㯸סל车Ⳃյ	
 逇㲹ס泘䱡յ錞䦠٬擻錞璡מ꞊浓浌憠ֿ䫴鬼ױַיն

伺ם־䓪氳诼䏨䓪倽ⱱ逇㲹ס⫂㳊
伺ם־䓪氳诼䏨车憡כ׆גֵמ 	㯸סל㱦⪒ס➇㲹车憡٬䓪氳䯭车憡 


	
 㯸סל䓪◫յ䓪㉺缻ꝛ⪋٬⪋מյך䓪㉺缻ꝛמ鉴٬鉴�
〝䷷䍚釐٬ס䓪氳车憡גֹאצ䓪氳倽车յֽס璡������� כ׆ׄ⺸☼	 

	
�䓪㉺鉴ע⹑鉴յ艏ت؞גז✳յ翹┖ⶐ骰ס٤٭دع٭يؕٚوלם䫘
մ��鉴ֵעַ鉴סלם䓪氳倽ⱱյגֹאעגױ䓪氳车憡ס䍚釐٬䷷〝
	
�䓪㉺䓪◫㯸מל釤յَٜؿ䗯㕔釤٬绱٬־泘מ鉴מ׆כ䷑
մ��糋
	
䡗⛼鋗ꎰימלם⛮⫝逇ס槆⥼璡䐂םכ٭ؔنٚءؿَٜ�

䓪氳诼䏨䓪倽ⱱ逇㲹ֿ橎㯸סל氦銧璡
泡䫘氳ם䓪倽ⱱ逇㲹ס⪮⛮氳⼔氫ַֿםעյ⛰ס־䓪逇㲹橎氦銧

表1 性被害の内容例 (『子どもへの性的虐待・家庭内性暴力の初期対応手引き』より)

��逇㲹⫂㳊ס遨餉◄ꯁ

	
�րׂؙיכ׆םزش ց
	
�ր⛮鉴מ ցֿٕؕסךםցյրֿٕؕס鉴⛮ցյր鉴⛮ցյրׂ
մג״ם���璡ס┘䒍䫘鉴
	
�րֽ䄭㍚ׂיז⪋מ 	ց ┘鸵⮉ם䇗룻ך 

	
�ր僜聰ֿցյր那ֿٕؕסמց	㕙ꪫ┘伺ך 

	
�րֿٕؕסت؞ց
	
�ր䕛ׄ־׀ ցֿٕؕס
כ璡شؒـ־כشؖن	
	
�րؙםزش何⥼璡釤ցյր嘦ך釤ַיցյրꮟֿ绂ֻ׆ց
	
�ր䥚ֿٕؕס־ח׀ցյր ׂיַחׂז ցֿٕؕס
	
�ր⫝洠䲯ցյր何ֿٕؕסց	㕙ꪫ┘伺ך 

	
�	 㯸סל釤ך׆כַי 
րַؙיزشյ釤ց
	
�	 䓪◫岹עכַֿם 
րؙכ׆םزشյ׆כ釤ց

辐 מ炐ג⫂㳊עյ㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹מ注䎎ם╚逇㲹❆ךն⪮⛮❆榫
׆յיזֿגն؆ױַ⺗עכ׆禿糵י⪑յֿױַי☭逇㲹ֿ磆ם╚יַ
ց⩝⨣沟⮵ס僃ャסלր㯸מյ䅻ׂםעך־ֹל־ױעעי䎎מ逇㲹⫂㳊ס
氦榟ֿאյכ嘤⮵➇㲹车憡٬敯䛜㵚מל㯸גכ☭յր䓪㨥־釱憠ַֹכ
מ釱憠סלն㯸ך⮉㣓ⳙֿ㛻ַׂי縒ֻיכյ逇㲹⫂㳊י⪑ס耆䓪ց⺎ַי
玮כחյ域םֹס鈝憠縒䜡䑒釐ֵֿױ־ֿכ׆ն
	
�㲊紶מ窜ַם䨿ֻ亠 ��骰⛮ס➇⪌车憡ףםֵךյֿא䓪㉺כֵֹך
������䧗擻כֵֹךյ㯸מל岐⯍ם䏅ꮶֿכ׆ֻ┙䠫䒝ױն昗ם銧蜗
մ��容צյ䓪曻⪮釤٬鉴٬鉴յ㳃䉀⫂ך氦榟סך٤ٚؕ٤؛
մ������䓪逇㲹璡ր㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ց逇㲹ס疗㍱כױ⻠מ縒ֻױն
	
�䓪逇㲹סր橎ַցֻכג���伺澬ם錞䦠ֿם յיַחמ㱦⪒䓪ס䓪סלյ㯸ׂי
մմ��ֵעַյ䓪逇㲹氦榟◀ꡔ┕յ⛰ס־䧗㵵ֿ䑒釐כֵך縒ֻ㕙⺬עמյ
մմ��⩩珡注鐶䢥閛㴔璡鵟⼔٬注鐶٬鵽礘ֿכ׆䑒釐ךն鐧削עךյ⛰־
մմס��╚錎 	 ㍭כׇ 
䶹䭤嚀꞊ך 焰炮注鐶鼧ס䄫槄兎עגױ珡注鐶䢥⩩עך׆׆	
մմ��ꝛ 
磵冽ַֹכ僿ꝴֿ湾ַցסךױ㕙⺬յր䓪逇㲹ֿ氦釶ֵֿ꞊סכ
մմ��䐂ױն逇㲹ֿ橎ג㕙⺬ס㵚䑴⸉⯞עյ瑬 珕⹆拨ׂי նַד
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� Ꝏ僿שמ㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עמյ䓪逇㲹♓㛙ס☽סゖ갭ֿꄆ邾ַֹכր逇㲹ס㛡ꄆ
䓪ցֵֿכ銧ױַיն骰⛮氳诼䏨عؠٝءؾյ䑏杼氳诼䏨לםյꄆ邾
逇㲹מ㛡喋ױֵֿסםնך־םյ؛ؕف٬ؠشؔطتْغ ت٤ٝ 	%7յ鿥⣒
縖璡ס־倽ⱱ 
յ%7ֽיז岐ַ꞊鵽䓪䧏כ㳃䉀⫂䓪逇㲹סל㯸ע 逇㲹注鐶ס
ױַי銧כ㛡ַכ׆㳃䉀⫂䓪逇㲹ֿ氦釤סל㯸־╈ յ%7ֽם	 ם
㲊紶יכր䑏杼氳诼䏨ց㵚מלյ㯸ע䑏骰倽ⱱ车憡סך⯥ꪫסל㯸סל
ױַי 
ն

逇㲹ס禆禈כⱶ㲹䡵樋
մ逇㲹ֿ禆禈յ岐⯍羜俌עמյ喋չם釐㍔ֵֿױնր攐⮯ׇם郘紆ցր䚁
ׄטםր䣆䚁ֿ⺎ל㯸־յ擻䑏┸ꪫלם氫ց⼔ס ء٤ِ٭ٜء	 
ցյ⽜♐٬耕٬
倽ⱱלם榫ַי㯸סל䍏ײ䄆מײ䳩ր䳩⛼ 	 ٤٘ب٭ٖٝمؼُ 
ցסלםⱶ㲹
䡵樋סא┉㍔ךն㯸ל⪦敨縖מ☼玮יזמלםיյ䶹鿥氳啶鵰䍚㍾מյ
熹㳡ס䍚釐㕙⺬ױֵնր㯸ֿלㇵכ׆ׂח䍚鐧ցלםյ⼽㍱ס
ⷄ霄䳩⛼䗯㕔䄄⛼车ַյ氦釤鷐㕙⺬ױֵն㯸ֿל䥟䤺ⱱ㜊ַյ
404 氦⟓ךכ׆םׂם׀ךյゖ갭ֿ禆禈٬鶟车כ銧ױַיն

(6) 被害の継続性と進行性

(5) 複合・重複する被害

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עյ逇㲹ֿր┉䈱ׄדցױֵל؆כעכ׆ױֽך؆ն
ն丗㛡؆ױ㛡ֵׂכ׆笋ֿמ注鐶סך䶹䭤嚀꞊ך逇㲹ס⮣յ僃גױ յך❆◄ׂס
ր逇㲹ס禆禈䓪ցֿ鏀ױַי״ն鐧削עךյ逇㲹ֿ氦釶מךױ 䇗♓┕ס
磬鷨釐ג◄❆ֿ丗㛡ׂ鏀״յ僃Ꝏ 䇗שמ逇㲹澬鏀ױַיնגױյ
ⱶ㲹縖מ㵚㳃仌鈐仌סր嫰䙫ցעך逇㲹ֽֿױյꝎ僿מ峚יז逇㲹ֿ禆
禈כג㕔⼔ױֵն
�䓪逇㲹ס鶟车䓪յ逇㲹ס岐⯍
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עמյրゖ갭ֿ禆禈ל⫂㳊ֿ岐⯍ցַֹכ攐䐶
ֿם岣ַ㳝מלյ㯸ע⮣ն僃ךր鶟车䓪ցסն逇㲹ױַי銧כֵֿ
鲣׀טյ䏸չٚوמ מ䓪氳车憡םױ־յֵ־לםزشذס㛙♓٤٭دع٭ؕي
ֹ׆նױֵכ׆磬鷨鱵גזַכש յף鶟车䓪縒ֻכ禆禈䓪ס逇㲹גזַ
ր骰⛮鉴ׄדגցַֹכ㕙⺬יזֵךյ婊י鬭釱ױ׀ךעכ׆؆ն
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(7) 子どもの性被害の中・長期的な影響
㯸סל䓪逇㲹עյ逇㲹ׄג㯸סל榟尐יזגמ䏅ꮶכׯ銧י
סלյ㯸ע逇㲹ס־㰆㏇ם骰鲣יזכמלյ㯸לם鈐仌յ㳃仌מն攐ױַ
䑏骰㵚☔꞊➟ס劮䇠מ岐⯍ם䏅ꮶכג銧ױַיն

⫋敍攄٬ⱶ㲹ס鬇 ��ꪜ车٬鈐㳡ם☽縖ס�☽縖ס־䓪逇㲹
մꪜ车㵼䇗 	 㝵ס㯸ױײ⻠ 
 㵚霄גכ鐧削עךյ㵚霄גזםכ㯸סהגל㛡
ֿׂ鷨⸻מ㳃䉀⫂٬㛙סך䓪倽ⱱ逇㲹ֿׄכ׆גַי伺ױַיזםמ־ն舅⮆
㛻⮉ךלםכ׆םׂם׀ךמյ倽ⱱꪜ车מ舗כֹױיז縒ֻױַיնגױյ
䓪逇㲹ׄג㯸עלյ鈐㳡ם☽縖ס � ☽縖ס־ 	 䓪 
 倽ⱱמ꞊┙כַ
銧ױַיնגזַֹ׆ր⫋敍攄ցրⱶ㲹ס鬇ցꡔמ״ג׃յ㯸ל
նךյ企僿氦釤٬企僿㵚䑴ֿ䑒釐כ氦榟◀ꡔס䓪逇㲹ס

�䓪逇㲹ֿ㯸٬╈ׯמלꝎ僿氳䏅ꮶ

٬䑏氳㛙⥏䏲عت ꤃㲹ٝت 	154%
 檪յ┘㱦꤃㲹յ䯵괏꤃㲹յחյֹ
���鉮ꦕ䓪꤃㲹סלם瞿烕檛䖱յ舅⥏车憡յ舅変璡סゖ갭
٬舅䄕┖յ扛❫⡁鈝յ糆䖾䚉յ䕊鱑䚉յ扛ⱱ䚉յُءؔطت䚉䗯յ
���䚉䗯鐧疐٬辐杯ס㍭ꦘלםյ鏀湳٬䚉䗯ꪫס䏅ꮶ
٬☽縖סכ䧏禈氳ם꞊➟䧏כ׆חյ
���鈐鲣䚉䚉סכ׆㍭ꦘסלם㵚☔꞊➟ꪫס䏅ꮶ
٬ꪜ车٬敨糆յַ״ⱶ㲹յ鈐㳡ם☽縖ס倽ⱱյ話擻▞榫յ
���䓪敨糆ס꞊┙סלםրⱶ㲹ס鬇ց
٬鈐㳡ם☽縖ס־倽ⱱ逇㲹յ䓪敨糆逇㲹סלםր⫋敍攄ց
٬┩♏ꝴ⚥鷼٬┩♏ꝴ鵽ꑷ 	诼䏨氳ם굺罫喋䌋ֿ┩♏飃ֻי筝鲭䌕׀禆ֿכ׆ 


㯸סל䓪逇㲹ֿ٬╈גꝎ僿氳ם䏅ꮶעמյ域ױֵֿסםֹסն׆
ゖ갭羜靷ַյ炘⚡氳٬磬岷氳ם⯍岐מ⢸䉓סյ䑏骰יזמ䏅ꮶם喋չג״⻠
ס㳃䉀⫂䓪逇㲹סלյ㯸גױնױַי銧כֵֿ⺬㕙םמ舅玮ֿ㍭ꦘם
㵚䑴ך╈յրⱶ㲹縖ֿյ㲔ע鷨⸻ס逇㲹縖גזֵךցַֹכ◄㲔ֿ伺םמ־
ם喋չס炘⚡榟孨䑏骰סלյ㯸ע䏅ꮶסն䓪逇㲹ױַי磬꽦מ값竳כ׆
ꪫמ杯ױն

禈מ䏅ꮶֿꝎ僿氳ס鋗┕յ䑒יזַכ־גյ䓪逇㲹ׄדג ױעׂכ
؆ն域疐מ磆☭氳澬ם䭤Ⲃׄךכ׆յ䏅ꮶֿ稷⽰כ銧ױַיն
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כع٭َئٜٔب٭خ�㵠ꝛ氳媩殴סꄆ釐䓪
䓪逇㲹ס־㍑䐝עמյ⟓갔׀ך㳃仌סלם☔䶹ֻכյ㵠ꝛ氳ם䶹䭤٬媩殴

յ䓪־ն؆ױ׀ךעכ׆־埝הלնױַי銧כֵך⮉亠ֿ㛻┸ס
逇㲹ׄג㯸מל㵚㵠ꝛ氳ם媩殴עّٚءٞوյ㎁⫂㛙ゖ儔ד氦㷣鵍
⛮յ逇㲹舅כ׆氦榟מ檮敯ֿ㛡ꄆס邾丗יזמյ䓪逇㲹ע׆նױֵמ┕
ֿ邾⺬氳ך邾ꥭמכ׆ֵך榺全ױַיն
㎁⫂עךյրؓآ٬غّ٭ؚن٤ُؕؗٚعց╈䑏יכյրُؗٚع扥憠㑔鏀湳车

Ⳃ殴嫎ցסלם媩殴٬䶹䭤䤗软ס㵵⪌ֿ鶟ױַי״ն☽מյ䓪逇㲹יַחמ
㯸ל㛻☔ֿ杼鉮ס״ג䑏杼䷷罫碛免לם⛼䡗ױַיնֹ׆�� 㵠ꝛגזַ
氳ם䤗软״⻠յ㯸סל䓪逇㲹מ㵚㵚䑴䶹䭤ס⩗㲔٬䦡㛻ֿ姲ױַי״ն

性被害の影響から子どもが回復するために重要なこと

被害を受けた子どもは、非行や暴力に頼らざるを得なくなり、しばしば「問題児」とみな

され、突き放されてしまうことがあります。性被害からの回復には、信頼できる家族や友人、

周囲の大人の支えが大きく貢献します。専門的な支援と組み合わさることで、被害後の経過

がより安定するとも言われています。荒れる子どもの背景を理解し、子どもの声に耳を傾け、

丁寧にかかわり続ける姿勢が大切です。

2. 信頼できる家族や友人、恋人や配偶者、周囲の大人の継続的な支え

3. 専門的な支援・治療

1. 子どもが安心して生活できる環境を整えること
加害者との十分な距離を確保し、子どもが「守られていると感じることのできる、安心し

て生活できる」環境を整えることが、回復の基盤になります。性被害の発生環境には、元

に戻ろうとする強い力が働くとされ、加害者の分離には困難が伴います。家庭等で抱え込ま

ず、児童相談所や警察等の第三者機関の手助けを求めることが必要です。

信頼できる家族や友人などのソーシャルサポートはとても大切です。しかし、被害による

影響で生じた心理的・身体的な症状に対しては、周囲のサポートだけでなく、医療を含めた

専門的な治療・専門家の力が必要です。できるだけ早期に、医療機関や心療内科等に相談

することが大切です。

＊3
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子どもの家庭内性被害 : 加害と被害
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹յ┉ْؕסח ն逇㲹؆ױ׀ךעכ׆䨿ֻך❆㑔⪰ة٭

ׄג㯸סל䇗룻䓪⮯յⱶ㲹縖ס禈凵յ㯸סכל꞊➟עלם喋չךն㍾㲊
扛杼鉮յ⢎釤סלյ㯸ׂםךׄד־鸜־杼鉮ם⮉յ鸵כֹױי釤亠ג
㛡סյր䓪逇㲹עמ״גַםםֹאնױֵꣅ䓪笋ֿמ璡ء٤ٛي䄐⮯յٚ
喋כ邾ꥭց湳䑒釐ֵֿױն

第2 章 加害と被害
被害の発生状況について

�� 㲔撜٬㲔撜♓㛙ס撜٬夳ס⫂穩槀䓪
㲔撜յ㲔撜♓㛙ס撜 	굺撜٬禆撜璡 
յ夳鈐ס⫂穩槀䓪עյ㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ך

僃㕔⼔ס㛡ַⱶ㲹縖ס禈凵ךն㯸ל夳鈐מ㵚י倽ⱱ氳מ䨕艵ֹ㕙⺬ֵ
յ㱦㲊⺬㕙ם㱦㲊┘מն磬岷氳ױֵ⺬㕙ַי橈㛙־夳鈐לյ㯸ף
ױֵ⺬ց㕙ֵך擻☔ֵמ玮㕙ֵ♳鞊ם玮孬מյր炘⚡氳יַי㶨ַמ绷哅ג
	כלյ㯸ֽיזםכ굺罫縖ס┉ずךלםյ撜㯸㳃䉀גױն 鷿⽰䚉ֵס
 鈐㳡ם
꞊➟疣ַַי㕙⺬ױֵն

(1) 加害者

���㲔夳٬㲔夳♓㛙ס夳
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹יַֽמյ夳鈐ס㛡ׂעⱶ㲹縖ױֵעך؆ն־յ撜鈐

敨⪧כ穩槀䓪⫁ס舅骰 敨⪧עֵַ	 
յ㯸מל㵚䓪ⱶ㲹车יזם
כց㚞你䍚釐מցյր㤌յր䓪车憡釤עמ־םնױַי⼔㕔❆◄ַ
նױַי⼔㕔❆◄סⱶ㲹מ夳鈐גזַ

㳃䉀⫂䓪逇㲹סⱶ㲹縖עյ䡗☔ג槀䓪ױֵעךׄד؆ն鐧削עךյ㳃䉀⫂מ㷈
նגױֵֿ⼔鎉䎎㕔סⱶ㲹מ禈凵ס㳃仌٬鈐仌סי⪑ל؆כյ⪋⭳עֵַ⛨
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��烅撜夳٬鈐䡡
烅撜٬烅夳յրֽף٬ֽցסלם鈐䡡מⱶ㲹◄❆㕔⼔ױַיն־ם

յעמ 塶♓┕ס烅撜յր烅撜ס㠟ס鿥⣒縖ցמⱶ㲹גױֵ❆◄סն

ַדֹ׀��� 	逇㲹ׄג㯸יײ־לյ樟撜夳סַדֹ׀ס㕙⺬׳⻠ 

逇㲹ׄג㯸יײ־לյ⩖㡈յ䌩ס־ⱶ㲹ױֵֿ❆◄סնրַדֹ׀ց

յעך鐧削ס溿狒◄哅ג䡗⛼ն儖鞲乢؆ױעכֵךל㯸ֿאյיזֵך
 յע䇗룻䄐סכל㯸גն逇㲹ׄגױַיױ⻠לם❆◄䓪ⱶ㲹ס־⩖ס♏
㛡ׂעⱶ㲹ַֿדֹ׀ג䇗┕ֿךյ塶䇗┖־ 塶䇗┕ךױ䆋ֵֿױն
Ⱏמⶡ硾עך➟꞊ַֹכ逇㲹ցכյրⱶ㲹עמ㳃䉀⫂䓪逇㲹סךꝴַדֹ׀յֽם

ױַיױ⻠ր䓪氳ゖ갭ցַם׀ךסכ׆⮉ 	 䏲鳭 
նדגյ逇㲹ׄג㯸ל
ֵע㚺מכ׆ַֹכֵך䶹䭤ֿ䑒釐㵚䑴ס־⛰յף縒ֻיז玮מ釱憠ס
ն؆ױ
ס☽סא��ⱶ㲹縖
׀նױַי┙ⱶ㲹縖ֿ꞊ס玮㕙םյ喋չעמ㳃䉀⫂䓪逇㲹סלյ㯸מ☽סא
յ㳃䉀撜鈐סꦕ㦧䏲㷈⺱מ⫁յ㳃䉀☔סַדֹ׀穩縖յ⫁☔䔝סַדֹ
ⱶ㲹縖ֿ㕔םյ㛡喋לם☔㛻גז⚡⭳ך٤ٚؕ٤؛յ⦎⺱ס绷㕙ס鈐⪋⭳מ⫁
նױַי⼔

ⱶ㲹縖מ釤攐䐶 ��䓪敨糆⮆ꄇס溿狒־
㎁⫂עך溿狒ֿ㵼ססַםյ宾㛙עך䓪敨糆סⱶ㲹縖מ꞊溿狒ֿ鶟؆

յ⺬㕙ח䛜䈱䧏ם炘⚡氳յ倽ⱱ氳٬㛡喋䓪ֵֿמ⥼նⱶ㲹縖ױַך
ր炘⚡氳מ玮孬ցכ䎬㳊㕙⺬ױֵלםն☽מյր炘⚡氳מ儔䡗捘
⛰ցյրֵך꞊➟啶疣ֿ㍭ꦘם鈐㳡סכ☔㛻ցյր炘⚡氳㰜玮ֵך㰆氳❣ך
	յמ羜俌כ׆גזַכց舅⟓ㄨ㜊ֵֿ㜊䷴⛮꽦ס־ 㛻☔ס骰♏כ
י 
 㯸סכל䓪氳꞊➟姲״ⱶ㲹縖㕔⼔ױַיնגױյ㛡 ⱶ㲹ׂס
縖מ⪦鵟釐碛יכյր䓪מ꞊塦؆ד鏀閁❫⡁鈝䧏ַיזցյր轿
Ⳃ䓪٬䤰⯆ס㍭ꦘֵֿցגזַכ攐䐶ֵֿכ׆䧗䰔ױַיնסא☽
յ邮鵰סؿ珡َٜ⩩כ⛮⫝逇ל㯸סյ舅יכյ磬岷氳⮵沟泘氳מ
㚞你ס䍚釐ⱶ㲹縖㕔⼔ױַיն
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��㝵ס㯸ס䓪逇㲹

䓪逇㲹ׄג㯸מלյ㛡喋ױֵֿն逇㲹ׄעסյ㝵ס㯸ךׄד
־յ塶ע䇗룻סלն㯸ױַיױ⻠逇㲹ס㯸♓㛙סն㝵؆ױֵע 塶
	 ⩩珡焰炮嫎סךր⩩珡ցס㲊紶 
氦鷼꤃㲹յ骰⛮꤃ն湳氳꤃㲹ױ䆋ֵֿךױ
㲹ֵס㯸סל逇㲹◄❆ױֵն儖疐עךյ儖鞲乢⛼䡗ג溿狒◄哅ךյױ
攐䐶סאյיַחמ逇㲹ցס㯸סր槀כ逇㲹ցס㯸סր㝵ג㕔⼔ֿ䐂גזױכ
丝杼ױն

(2) 被害を受けた子ども

٬ 塶־ 塶ךױ逇㲹ס㕔⼔ֵֿױն㵸㰢劅⛥㰢䇗־냕㰢䇗ׇמ㡎ױյ
���╈㰢榟יזםמ逇㲹ֿ氦釶յ䶹䭤嚀꞊מ笋ֿ◄❆ֿ㛡ַ⥝⺸ױֵמն
ٚو٬ 䓪㉺䓪◫յ育ך㛡ׂյ域ַ骰⛮䫘鉴逇㲹ֿ僃סלם鉴מ٤٭دع٭ؕي
���䓪◫յ浓僀ֻ⪌容釳 յ喋չמ☽סאնױֵמ⺸⥝逇㲹ֿ㛡ַסלׂם
նױַי逇㲹ֿ澬鏀ם���
٬儔㶨㰢ס㯸מלյ䓪㉺䓪◫育䓪◫յ缻ꝛ䓪◫סלם逇㲹ֵֿױն
٬䭤Ⲃ◫꤀⩩珡َٜסלםؿ䓪氳䯭逇㲹յ٤ٚؕ٤؛䓪逇㲹ֿלם✡氦ַי
նױֵכ׆���
٬䓪逇㲹ׂםךׄדյ骰⛮氳诼䏨䑏杼氳诼䏨յסלםعؠٝءؾր㛡ꄆ逇㲹ցֿ
մ���㕔⼔◄❆ס㛡 նױַי澬鏀ׂך

��槀ס㯸ס䓪逇㲹
٬儔㶨㰢־ 塶♓┕ס逇㲹ֿ㕔⼔ױַיն㵸㰢劅⛥㰢䇗־╈㰢䇗־מ
մ���ׄסי逇㲹ֿյ㛡ַ⥝⺸ױֵמն
٬㝵ס㯸כ⺱喋ֵמ逇㲹⫂㳊ס㕔⼔ֵֿױն骰⛮䫘鉴逇㲹յ䓪车憡
���釤סלם逇㲹ֿ㛡ׂյ䓪氳⯌忁מ依逇㲹סⰟ⺬ֿ㝵ס㯸냕ַ⥝⺸מ
סյ㝵־־מն逇㲹⫂㳊ױֵ⼔㕔ס逇㲹סלםؿն⩩珡َٜױֵ���
���㯸ס㕙⺬כ⺱喋מյ㯸מל岐⯍ם䏅ꮶכֻ┙銧ױַיն
٬喋չם㳃仌䎬䛜ךכס逇㲹ֿ氦榟ֿױַיյ夳㯸㳃䉀סך夳鈐ס⫂穩槀䓪
մס־逇㲹ֿ㝵ס㯸㛡ַ⥝⺸ױֵמնגױյ逇㲹ׄג㯸מל湳
մ氳꤃㲹ֿ꣭⛂Ⱏ⺬ֿյ㝵ס㯸냕ַ⥝⺸ױֵמն



13

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עךյ逇㲹ֿׄסַיր┉☔ס㯸ׄדלցעכױ
ַי⼔㛡丗㕔⺬㕙ַך؆倽ⱱֿס䓪倽ⱱյ䑏骰מַדֹ׀ס☔ն邾丗؆
丗⺬㕙ַיז⛂յ%7٬㳃䉀⫂倽ⱱ䓪倽ⱱס鈐仌㷈⺱閾縖⟊ס☽նױ
㛡ׂ澬鏀ױַיն䓪逇㲹ׄג㯸ל㱤ⱱֿⰌ㝥յַיַח⥏ׂלץ
⟊閾縖鈐仌澬鏀ױַיն㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ס敯媲氳澬מ䨿ֻמ״ג
י䇶ׂ釤⛮⪑յמ䑏╈ל㯸גյ逇㲹ׄע նך䑒釐ֿכׂ׆

(3) 家庭内の他の被害者

(4) 非加害親（保護者・養育者）
㯸מל㵚䓪ⱶ㲹车憡ַםַיյⱶ䥵ַםַיյ⪦敨꞊➟ַםמ⟊閾縖

굺罫縖כ׆סրꪜⱶ㲹鈐ցױצ⽛כն逇㲹ׄג㯸סל䶹䭤㷣ꝧך┕
喋չמյꪜⱶ㲹鈐עך㳃䉀⫂䓪逇㲹סלն㯸ױַי銧כֵך٤خ٭ق٭؞ס
նױַי澬鏀ֿכ׆攐䐶ֵֿם
��㛙鼧ס־ⷄ霄㯸מל㵚䛜䈱
٬㯸ל㱤յゖ갭鉮婊גׄ׳מ车Ⳃכꪜⱶ㲹鈐
٬ⱶ㲹縖ס־倽ⱱ璡❣㰆ך扛ⱱյ㱤ג ַיַח⥏յכגז־ם㱤ׂי
մ���ꪜⱶ㲹鈐
٬㯸מל㵚عؠٝءؾյ骰⛮氳倽ⱱ䑏杼氳倽ⱱ䨕ֹꪜⱶ㲹鈐
٬㯸סל굺罫舅䄕齉⺬鷨䈱⩝⨣מꪜⱶ㲹鈐

��� 璡
��ꪜⱶ㲹鈐ֿ䥚ׂ喋չם䚉䗯
逇㲹◄㲔湳גזꪜⱶ㲹鈐ֿ䥚ׂ䚉䗯喋չךնםֹסל䚉䗯䥚 גזֵֿכׂ׆

ն؆ױֵעךסַיזꝴ鷿י婊עאյיכ
ր띲欖ג䚉ցյր岜▞ַם־־ַף⟓⛰٬ցյր逇㲹◄㲔ס⻖鏀٬鷨㵸
鍐❫ցյրⱶ㲹縖ַגַף־ցյր㯸סל㪺㟽ցյր䕊ס䚉䗯ցյր⥏כ׀חյ㯸ל
ⱶ㲹縖מ遊⮉٬ג䦊祀ג妳䧏הցյր㯸לⱶ㲹縖מ㵚䓈ցյրⱶ㲹縖
䚉םյ喋չלםց䚉מ䒝ցյր舅⮆ֿ扛❫⡁ס舅鞊כ٬䦊祀ցյր糆䖾䚉ײ䝤ס
䗯䥚ׂכםמֹ銧ױַיն＊4
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�� 㳃仌䎬䛜
٬㲔撜夳㳃䉀յ٭ِٛؒنوشطت 	㯸鵽ס⫋㦧㳃䉀 
յכץ鈐㳃䉀յ鈐仌⺱㷈
մס���僗扛ゖյ喋չם㳃䉀ך氦榟ױַיն
٬磬岷氳מ遙焰ם㳃䉀ףֵյ㍭獚⛂ֹ㳃䉀ך逇㲹ֿ澬鏀ױַיն
٬夳㯸㳃䉀לםյ槀䓪굺罫縖ֿ┘㏇ַיזםכ㳃䉀סך逇㲹עյ夳鈐ס⫂穩槀䓪
䓪车סכն⫂穩槀䓪ױַ⼔ⱶ㲹❆ֿ丗㛡ׂ㕔מַדֹ׀㛙鼧鈐仌յ���
���憡釤גזַכ逇㲹յ䓪氳䯭璡ס逇㲹ס㕔⼔ֿ泘玮ױהն
٬撜㯸㳃䉀לםյ㝵䓪굺罫縖ֿ┘㏇ַיזםכ㳃䉀סך逇㲹עյ㲔撜槀䓪鈐仌յ
ס┉յずעל㯸גն逇㲹ׄױֵמ⺸⥝ⱶ㲹◄❆ֿ㛡ַמַדֹ׀���

մ���굺罫縖ֵך槀䓪מ㵚יյ┸❫氳 فل٤ؓ	 םع٤ٝ 
 䚉䗯յ⢸⪒עכ銧ֻם
մ���ַ䚁浓❣㰆䚉䗯䥚ׂ⥝⺸ױֵמն逇㲹ֿ鶟车־י氦釶מ舗ֿכ׆մ
մ���㛡ׂյր䄐鳠嚀䅯㱝䔤䓐ց羜俌מյ逇㲹סꝧ炐מ舗◄❆ֿ㛡丗㕔⼔
մױַי���ն
���굺罫梪㗞
굺罫梪㗞מ喋չֿױֵֿ❆◄םյր哕珷מ於ַ鼧㷑ך邾丗☔ֿ榟孨٬㴏ַיց

ٚوסל梪㗞յ㯸ױ䫘鲣ֿ榟ס饃ꦕם擻杼氳גזַכ ַם⟊澬ֿ٭بؕف
梪㗞סך逇㲹ס氦榟ֿ泘玮ױהն
י榟孨ךյ那גַי糋䷑מ㕙䢥ׂחמ泘סל璡ֿ㯸؛ظلعٜرյؓגױ

⪑┘泃涍סյ굺罫梪㗞לם梪㗞םցַױր䓪氳㗞槡ֵַֿגזַכגַ ٝءؾ	
նױַי⼔丗㛡ׂ㕔逇㲹סך┖梪㗞⽛כ
عؠ

(5) 家族形態・養育環境

ت٤ٝ؛ؕف٬ؠشؔطتْغ 	%7
㳃䉀⫂䓪逇㲹סל㯸כ
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹יַֽמյⱶ㲹縖ג╚סⳂ嚀ע䓪氳培姲ס⩗餉ךׄד

ն%7؆ױֵע ⱶ㲹縖ֽׄמ㳃䉀⫂䓪倽ⱱעךյրⱱ٬嘤ⱱס鎶炐澬鏀ց
䶹鿥⛮⪑㳃仌יזמ泃釱璡ס䓪倽ⱱյ车Ⳃյ䑏骰倽ⱱיכⳂ嚀ג╚
ֹ׆糋מ┖ ն%7ױַי銧כ䍚ַⳂ嚀ֵֿכ 注鐶㝵䓪注鐶־╈סյ
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ֿ氦釶㕙⺬㛡ׂյ䶹鿥氳ם㳃仌꞊➟ֵֿ㕙⺬עמյ
攐מ嫰䙫ֿ䑒釐ךն

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עյ┉鼧ס攐墤ם㳃仌䎬䛜굺罫梪㗞מיז氦榟ס
ն؆ױֵעך
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きょうだい間の性的問題と子どもの障害

(1)きょうだい間の性的問題
յי縒ֻ־氦榟敯媲ס逇㲹䄐ס➟յⱱ꞊עמ╈ס㳃䉀⫂䓪逇㲹מַדֹ׀
伺澬מրⱶ㲹כ逇㲹ցס꞊➟ך䨿ֻױַיױ⻠❆◄ն┉亠ךյⱶ㲹׀ג
ג嵹ֿث٭ؼؓآסַדֹ׀ֵסյ꤃㲹⺬㕙ַי逇㲹ׄס诼䏨璡ַדֹ
⼔㕔ֿ❆◄םױױյלםגזױיז鉴⛮骰ס㠟מ轿Ⳃ䤰ֻםյ䓪氳
ゖמյ㞬㤣ה䧏➟䓪氳꞊ַֿדֹ׀ך╈ס诼䏨ם⯍岐ס־ն鈐ױַי
갭ֿ氦釶❆◄ַֹכג澬鏀ױַיնגױյ鈐עיזכמյ逇㲹ׄג㯸לյ
ⱶ㲹ס玮㕙ַֿסַדֹ׀גזםמ⟊閾ס㵚霄ֵךյ㛙鼧ס注鐶鵟⼔גמ
նױַי銧כ榟ַֿ״

(2) 障害のある子どもと家庭内性被害
꤃㲹ֵס㯸מל㵚䓪逇㲹עյր㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ցס┉鉈ⶭַי״澬

յ湳氳מյ攐ֿױֵ❆◄逇㲹סל㯸ֵס骰⛮꤃㲹ն氦鷼꤃㲹ךゖ갭ם־
꤃㲹ס鎉䎎曍ֿ냕ַ⥝⺸ױֵמն־յր䓪逇㲹ׄג㯸סל꤃㲹ײסցֿ
⺨㵚מלյ㯸ךն㛻ⶐ؆ױ釤ׄל؆כյע❆◄ַיזםמ釐㍔ם╚
牊ס诼䏨յױַיז⛂ֿعؠٝءؾն

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ך╈סյ㯸לꝴסך䓪ゖ갭עյրⱶ㲹כ逇㲹ցגזַכ꞊
蝀諰榟ם喋չמ䶹䭤縖㛡ׂյ㳃仌סַם׀ךסכ׆⮉Ⱏמⶡ硾ך➟
㳃䉀⫂䓪逇㲹ցסל㯸ֵסր꤃㲹כ䓪氳ゖ갭ցסꝴַדֹ׀յրעך׆׆նױ
նױ丝杼ع٤َؕגזםמ־伺ךյ鐧削יַחמ

ך敯媲عؠٝءؾס־յ굺罫縖㵚מל㯸ג䓪逇㲹ׄמյ攐ַדֹ׀٬
մס����氦榟ֿ㛡ַն
骰⛮氳٬䑏杼氳诼䏨ֿס־յ굺罫縖㵚מל㯸ג䓪逇㲹ַׄדֹ׀٬
մմֵ㕙⺬ֿ㛡ַն
նֵ❆ַי䓪ⱶ㲹ֿ氦榟ס邾丗מյ槀䓪굺罫縖璡ׂםךׄדַדֹ׀٬
նֵⱶ㲹ס־ַדֹ׀┖䇗לם㡈־յ䌩ססⱶ㲹ֿ㛡ַס㠟־⩖٬

㯸סל꤃㲹עյ诼䏨סלםعؠٝءؾ攐㲊ס梪㗞┖מ
縒ֻכֵך釐㍔״냕ؠتٛסյ㳃䉀⫂䓪逇㲹יַֽ
סյ꤃㲹־釱憠ס企僿氦釤氦榟◀ꡔסն逇㲹ױ
銧ֻכֵֿث٭ؼؓآם⮯攐꞊מյ䓪עמל㯸ֵ
նױ
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子どもの家庭内性被害 : 見立ての基本

第 3 章 早期発見の手がかり
見立ての基本と子どもからのサイン

ꝥꑷ䓪
⟊閾٬䭤Ⲃ釐鑁嚀耆ס┘㏇עגױⰌ㝥

䓪氳㗞槡ס➇㲹
┉亠氳עגױ亠氳ם䓪氳饃ꦕס鲣䫘כ鶱聰

(1) 基本的な考え方

(2) 閉鎖性 : 保護・援助要請機能の不在または剥奪

ꝥꑷ䓪עכյր逇㲹ַׄי㯸סל䥟䤺ⱱյ䓪逇㲹־㯸ל㱤⼽㍱סⱱյ
逇㲹־鴢מ״גⲂׄ姲״ⱱֿ㜊յ逇㲹ס䗯㕔ֿ㛙鼧מ⚥鷼յ䑒釐
㳃仌ֿלյ㯸ַםַי㱤ֿלն㯸ך銧蜗敯䛜ց炐ַם笋ֿמ䶹䭤ם
㳃䉀ס㛙מ 404 յր㳃䉀ꝥꑷסך逇㲹꞊➟ց٭նրⱶ㲹ױַֻכ敯媲ַם⭳
榟孨⪒芗ס㰜玮⥝⺸ցמ㳃䉀ⶡ⛣סךꝥꑷױֵֿלםն㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹
ֹ׆յע նױַי弍㏇榟סյ逇㲹ֽי氦榟ך٬梪㗞➟꞊םꝥꑷ氳ג
䶹䭤縖ס釱憠ע־յր㯸כל熹㳡ס硜兠ֹױיցյր䶹䭤縖ֿךכץ䥚ֻ鱮

ⱶמꝥꑷעַյֵױ鱮׀䄢מյꝥꑷמלםց橎ֹ٬䦊祀לցյր㯸׳
䥵ֹױי⺎耆䓪מ嫰䙫䑒釐ֵֿױն

��րꝥꑷ䓪ցעכ

㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עյրꝥꑷ氳ם꞊➟٬梪㗞┖ך氦榟גյ㯸סל䓪氳㗞槡
ր䓪ց־⛰ע釐㍔⭳⛼նրꝥꑷ䓪ױ銧ַ䬵ֻכֵך㲹车憡ց➇㵚מ
氳㗞槡ס➇㲹车憡ֿ榟杼榺־⛰עց縒ֻךכ׆յ㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ס氦
榟ٛؠتյ逇㲹ס啶鵰䨿ֻכ׀ךֿכ׆縒ֻױն

‒ 子どもの家庭内性被害をとらえる二つのキーワード ‒
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��րꝥꑷ䓪ցס氦榟釐㍔כ縒ֻס
րꝥꑷ䓪ցעյ域מ炐םֹ喋չם釐㍔יזמ氦榟כ縒ֻױն逇㲹괏
ַ塛עמ״ג״յꝥꑷג꞊➟٬梪㗞כ㛙ס┩槡ךַםח ⼽նך䑒釐ֿכׂ׆
㍱ס㛻☔ֿյ仼ꮽ־㯸סל㚜מ繰⥝ׄյ⟓갔꞊➟疣ַֽי նך⮉㛻ֿכׂ׆
	
�ⱶ㲹縖ס䶹鿥٬ⱶ㲹䡵樋
մ٬�䑏骰ס倽ⱱ䈱飃ֻג车Ⳃ泃釱סלם䶹鿥礴⯆
մ٬䳩⛼䣆ׄטםյ⼽鱨☔擻ס䄢׀鱮ײ⪦敨
մ٬塛״յ熹㳡ס䍚釐٬耕鳠յ꤉襞٬䗯㕔䄄⛼յ㛙鼧סⷄ霄䳩⛼
	
�㯸סל䥟䤺ⱱյⲂׄ姲״ⱱס┘㏇٬┖⛥٬Ⰼ㝥
մ�٬逇㲹鏀閁ס埝㞜 	㯸ֿל⛥䇗룻յ氦鷼氳儔䡗捘յ扛䙫閁┖סך逇㲹 

մ٬䓪ֽצ䓪ס嘤⮵מ꞊湳閁ס儔暠䐂
մ٬塦؆ד䓪氳❫⡁鈝٬凂磝סײ鏰גז㰢綗 	 䚁䗯כ䓪车憡ס岜⺱לם 

մ٬扛ⱱ䚉յ糆䖾䚉յ祀僶䚉յ䕊鱑䚉յ⼽㍱מ㵚״׀ֵյ
մմր舅⮆ֿ䖾◄גם䖾ַ㯸גזױיזםמց
մ٬逇㲹⼔氫ס䔤 �ր㳃仌ֿ㾆㙗־ַםעךסֹױיցյր舅⮆ֻ䡘䜇ףցյ
մմ��ր׆湳גյ㳃仌ֿ㙗ֹױיցյր舅⮆ע㳃םַמ ցׂם
	
�ꪜⱶ㲹鈐ג״⻠㯸ל㱤⼽㍱סⱱס┘㏇٬┖⛥٬Ⰼ㝥
մכץ٬鈐㳃䉀璡מꪜⱶ㲹⟊閾縖ס┘㏇
մ٬굺罫縖ס鷨䈱ם舅䄕╈䑏䓪յ굺罫縖ꝴס㵚玮蝀諰ֿ㳃䉀ס╚갭
մ٬㯸סל诼䏨氳䇕岹յ扛꞊䑏յ䄹訄ם꞊➟յ逇㲹ס⻖鏀満㵸
մ٬ⱶ㲹縖מ扛ⱱյⱶ㲹縖ס⺱鐧⪦敨
մ٬ⱶ㲹縖ס磬岷氳٬瞿烕氳٬炘⚡氳ם❣㰆յ舅玮ס㍭ꦘ
մ٬炘⚡氳㰜玮յסع٭َئٜٔب٭خ┘餉埝㞜
մ٬瞿烕氳辠䍏յ鷨⸻ס儔鉮婊ם䓪倽ⱱ逇㲹璡ס磬꽦
	
�㳃䉀㛙ס־氦釤㍭ꦘյ㛙⣐ס־ꝥꑷյ炘⚡乃氳䤰㏆
մ٬逇㲹ׄג㯸סלր扛檮敯ցր釤ס┕ׄ־鸵䑴ց
մ٬䓪逇㲹 璡㛡喋㲔䛜ס	 
⢎釤כյ鏰鉮ײ餉յ䓙ַ鱮┘ס杼鉮㵚מ
մ٬逇㲹ס鬭釱⻖鏀յ䷑糋
մ٬逇㲹ׄג㯸מל㵚㫂䖾䚉յ⭚糏䚉䗯յ橎ֹסלם⻖㲊氳䛜䈱
մ٬逇㲹ׄג㯸סכל熹㳡ס⪦僗յ熹㳡ס釐鑁מ䑴ֹױי
մ٬鵟⼔注鐶ַ״גסյ鵟⼔釐♭璡ס⮣僿㵚䑴מ꞊鏰鉮
մ٬磝笝氳㵚䑴梪㗞ס儔丝⤓յ⠕☔氳ם⮭了כ㵚䑴
մ٬䓪逇㲹מ㵚炘⚡氳⢎釤䄐⮯氳浌䄐յ扛杼鉮
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(3) 性的境界の侵害 : 一方的または双方向な性的距離の近接と逸脱
䓪氳㗞槡עכյ䓪מ꞊嘤⮵ֿ٭بفؕٚوⶇ⮆מ㱤յ擻杼氳٬䑏杼氳
עגױյ┉亠氳עכ㲹➇סն䓪氳㗞槡ך銧蜗⽏㗞槡稗䙫ס饃ꦕסכ縖☽ם
亠氳ם䓪氳饃ꦕס鲣䫘כ鶱聰ֿ氦榟ג敯䛜䧗յ㛡 מ氦榟ס㕙⺬յⱶ㲹车憡ׂס
注䎎ױն־յ➇㲹车憡ע䑒ր倽ⱱ氳ցם喋注עככױ؆նրق
מ鶱聰ם⮉鸵┘ס־➟꞊ם鈐㳡ֹ⛂סյ鷿⽰䚉םַֹֹכցַיז⺬׀♀כق
նױֵכ׆䓪氳㗞槡ֿ➇㲹סלյ㯸יז
㯸סל䓪氳㗞槡מ㵚➇㲹ֿ氦榟羜俌釐㍔מ喋չֿסם䧗䰔ַי
ז憠ֿ丗㛡ׂ墦םյ┘伺ֽך؆溿狒ֿ鶟꞊מⱶ㲹縖⣐עךյ仼儖דגնױ
նױַי

ր䓪氳㗞槡ס➇㲹ցס氦榟釐㍔כ縒ֻס
	
�ⱶ㲹Ⳃ嚀 ��塦؆ד䓪氳❫⡁鈝٬鏀湳喋䌋
մ٬�㯸ל䓪ס㵚霄מ 	 㛻☔ַימ♏ס㕙⺬׳⻠ 

մ٬ⱱ嘤ⱱס澬鏀٬鎶炐յ䶹鿥氳培姲
մ٬	䓪氳䯭璡מ꞊鵽
 磬岷Ⳃ嚀٬榟孨㍭獚
մ٬鶱聰ג䓪氳❫⡁釨疗յ⩝⪌鈝
	
�ⱶ㲹縖ס轿Ⳃ䓪٬䤰⯆ס㍭ꦘ
մ٬�䓪轿Ⳃ٬ⱶ㲹车憡מ㵚䤰⯆ס㍭ꦘ
մմ	ٜٜؓ٭ؤ❣㰆յ擻韬▞榫յ鏀湳檮璡ס꤃㲹璡מ榺全׳⻠ס 

	
�ⱱ꞊➟٬玮㕙ס䄐
մ٬�㳃仌ס꞊➟玮㕙ֿ㵚璡ַםךյⱱ꞊➟ס㛻ם׀䄐
մ٬鷨Ⱍם嘤㣚╚紶סאכ䥨♀ׄ
մ٬攐㲊ס㯸סל⨣鷔٬䄐⮯氳䣽ַ
մ٬㯸לꝴס䇗룻䄐꤃㲹꣭ס⛂
	
�偵佣ם䓪氳㗞槡٬泃涍耆ⱱס┘⪒
մ٬�㳃䉀⫂ס䓪氳㗞槡ֿ偵佣յ釨疗䙫閁ס⛥┖յعؠٝءؾ
մ٬哕珷מ於ַ鼧㷑ך㴏ַי璡յ擻杼氳饃ꦕס鲣䫘
մ٬┩䅮מ氧ꎰַםס㛻☔璡ֵֿ⪋⭳ס 	ⶇ⮆מ泃涍ַםַי 

	
�㯸סכל鷨䈱ם꞊➟ס鲣䫘٬┘鸵⮉ם䫘鲣
մ٬�㯸מל㵚鈐㳡䓪ס䄹姲յ鷨Ⱍ䚁閾
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典型的な被害構造 : 見立ての例
㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹עמյⶡ硾עמ丝杼ַם׀ך㛡喋ױַיױ⻠ֿ❆◄םն
氳澬❆◄逇㲹םյ喋չעך׆׆ն؆ױַ⺗עכ׆☭磆יַחמ٤٭ذقסי⪑
ַֹכ㲹ց➇סր䓪氳㗞槡כյրꝥꑷ䓪ցמ״ג䨿ֻמ  ג榫ַغ٭٠٭؞סח
釤玮❆סי ח磆☭ױնֽםյ域ס סח嫰䙫憠䑒馐ׂיֻױ նַד

	
עכ׆ׄט氦榟ֿ婊㲊סյ䓪逇㲹יזַכ־舙⺬מ敯媲ג䫴ׅמ❆�
մ��ֵױ؆ն逇㲹ס氦榟啶鵰氳澬מ杼鉮յ釤玮סי┉Ⲃכ׆םמ䙫㍲
մךסג��ն
	
 ⺱ր穩槀䓪ց⫁סյր夳鈐יַיזםכնր撜ցך❆┉ע禈凵ג䫴ׅמ❆
������㷈槀䓪鈐仌ցלםյ☽ס禈凵䎎ױױעיն
	
�㛙鼧鈐仌ס־ⱶ㲹յ㛡㯸┩䅮סך逇㲹לםյ㍲炐ג㕙⺬מ邾ꥭםמ敯
մ��媲״⻠מ❆עיַחמյ氧㕙☔擻ע鐄伺מ״גס僃⛥ױַימն
	
גמ☽� նױ٤ֵֿ٭ذق逇㲹氦榟ס؆ׂ
	
�րםֹסל攐䐶ֵֿףցյրםֹסל꞊➟甙䢥ךꝥꑷֿ氦榟ցյրֹסל
մմם꞊➟釐㍔יזמ䓪氳㗞槡ס➇㲹ֿ氦榟־ֹցַֹכ釱憠־յ逇㲹ס
մմ啶鵰氦榟ٛסؠت釤玮מי孨榫ׂי նַד

ր骰⛮氳٬䑏杼סך㳃䉀מ槀䓪굺罫縖מ╚
氳倽ⱱցր䑏杼٬车Ⳃ䶹鿥ցֿ╚ם浓浌憠םכ
夳ֿ扛ⱱסיכնꪜⱶ㲹鈐ך❆逇㲹ס⺬㕙
յ㯸ל㱤٬Ⲃׄ姲״ⱱֿⰌ㝥
א㕙⺬յր䶹鿥ցֵֿסך⫁ն㳃䉀ױַי
錃糋מ㷑⫂㛙ֿْٚյր泃釱יכ٤ؕئס
ցյꝛֵֿٜ٭ٜ⫁㳃䉀ׁ⸬ցյրַי
ր㯸ֿל鈐מ㵚י丒鏤ַיז✳ցֿלם鈝
㴔ױֵֿכ׆նםֹס׆敯媲עךյ❆
յր㳃יכגזֵך꞊➟ֿ㱦㲊氳ס夳㤌ꝴףֻ
䉀ցַֹכⶡ⛣ךꝥꑷ䓪ֿ氦榟כ縒ֻױ
☽ך㕙⺬յ⫂鼧ַיꝥꑷֿ氦榟ך⫁ն㳃䉀
ն؆ױֵעך䓙閱┘יַי䓪ⱶ㲹ֿ氦榟ס

1. 典型的な支配性暴力環境下での子どもの家庭内性被害

図 典型的な支配性暴力環境下での

子どもの家庭内性被害 (例 )

մմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ��┉❆יכյמַדֹ׀┾车ג䓪ⱶ㲹
炐ױַיնր倽ⱱ氳ם䶹鿥יזמ㳃䉀מꝥꑷ䓪ֿ榟յ㏆⠠氳םⱱ꞊➟ס䄐 鎶炐٬סאעֵַ	
澬鏀 
 ֿ䓪氳㗞槡ס➇㲹ַיזֿםחמցכ鐄伺ױն
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םכ㰆ցֿ浓浌憠❣㵚מ撜鈐סր夳鈐מ╚
㳃䉀⫂䓪逇㲹ך❆סն❣㰆עמյ磬岷氳❣㰆յ
瞿烕氳❣㰆յ炘⚡氳❣㰆ױױ⻠ֿלםնրꦕ㦧
אյֿלם㍭ꦘցׂ舅玮ֿ蜷ם磬岷氳מ⺬㕙ג
כׂםַיז⛂ն骰⛮氳٬䑏杼氳倽ⱱֿך❆┉ס
縒ֻכֹ䶹鿥氳꞊➟ֿ氦榟סך⫁յ㳃䉀
➟յ夳㯸꞊יזמ➟㰆꞊❣ם䍚㍾סն撜夳ꝴױ
䘶㲊⺬㕙氦榟ֿ┖⛥ס閾嚀耆⟊䄹訄ס
䭤Ⲃס㛙鼧יַיזնր夳鈐ֿ逇㲹湳ױ
釐鑁ֿ״גցגזַכ敯媲־յゖ갭ס㳃
䉀⫂סךꝥꑷֿ䠫䒝ױն図 依存関係に基づく支配的環境下での

子どもの家庭内性被害 (例 )

2. 養育者依存型支配下での子どもの家庭内性被害

閾嚀耆ֿ┘㏇敯䛜⟊㵚מלր㯸מ╚
ն夳鈐ך❆逇㲹浓浌מכ׆ցֵמ
㏇ց┘ס夳מ鈐㳃䉀כץյրככמ❆
鎉䎎ֿלם辠䍏ցס夳מր瞿烕檛䖱璡
յր㯸ע־釱憠ג浓浌מ➟ն夳㯸꞊ױ
꞊➟ցյր诼䏨氳ם扛꞊䑏ցյր䄹訄סל
䇕岹ցמלם⟊閾嚀耆ס┘㏇ֿ䘶㲊
״յրⲂׄ姲ע־釱憠סלն㯸ױ
ֹס׆նך敯媲ַֹכցַם׀ךֿכ׆
㕙⺬յס撜鈐ֿⱶ㲹縖ףֻ❆յעך敯媲ם
撜㯸ꝴ 	 ⱶ㲹縖˓逇㲹⩩珡ꝴ 
 ꝥꑷֿ氦סך
榟ױֻնיאյ撜מ㯸ס倽ⱱ氳
꞊璡ֿ⛂ֹ㕙⺬עמյր倽ⱱ氳םⱱ꞊➟
氦榟ֿ䘶ס㲹ց➇ס䓪氳㗞槡榺全מ䄐ס
㲊յ撜ֿ㲔韬氳מず┉ס굺罫縖יזםכ
⺬㕙ֵֿ➟撜㯸꞊յ鲣鷨ׁלם⺬㕙ַ
䓪מ鶱聰ס➟罎㛻٬꞊סր鈐㳡䓪עמ
氳㗞槡ס➇㲹ցס氦榟ֿ䠫䒝ױն

3. 保護機能が不在・低下・剥奪された環境下での子どもの家庭内性被害

図 保護機能が不在・低下・剥奪された

環境下での子どもの家庭内性被害 (例 )
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ր攐㲊ס㯸סל⨣鷔٬䄐⮯氳䣽ַցיזמյ
قַיꝥꑷ氳꞊➟ֿ氦榟סךꝴַדֹ׀
ց⩖鷔٬攐⮯䣽ַ⨣־նր撜夳ך٤٭ذ
י炐❆㠟ց䄐⮯氳䣽ַ־ր撜夳כ
䄐⮯氳䣽ַכյ⨣鷔עך敯媲םֹס׆նױַ
ⱱם䍚㍾סך⫁յ㳃䉀מꝴסכ㠟כ⩖յיזמ
꞊➟٬玮㕙ס䄐ֿ氦榟כ縒ֻױն䓪氳
㗞槡ס➇㲹ֿ䠫䒝ױնיאյր㠟מ㵚
夳撜ֿלյ㯸יזמ䄐⮯氳䣽ַցס鈐┸
յ⩖㠟ꝴ״Ⲃׄ姲מ 	 ⱶ㲹˓逇㲹꞊➟ 

նױ縒ֻכױꝥꑷ䓪ֿ냕סך

攐מրַדֹ׀ꝴס䓪逇㲹٬䓪氳ゖ갭ցס◄
굺굺罫סלր㯸ցعؠٝءؾյրעך❆
罫縖ס齉⺬ֿ鷨䈱٬⩝⨣מ舅䄕╈䑏氳ցכ
ַֹ굺罫縖ס攐䐶ֿ澬鏀ױַיնր㳃䉀⫂
诼䏨מל㯸מ⪧㵚玮ֿ╚갭ցյր┸鈐ס撜夳ꝴך
氳䇕岹ցסלם㕙⺬ױ⻠յր㯸סל
敯媲מ泘ֿ车׀㷐ַַםַיց敯䛜ֿ䘶㲊ױ
氦榟ֿ䠫ס➟ꝥꑷ氳꞊סךꝴցַדֹ׀նր
䒝յמ׆א䍚㍾םⱱ꞊➟玮㕙ס䄐ֵֿ㕙
⺬յ䓪氳㗞槡ס➇㲹ֿ䠫䒝ױնֽםյ逇㲹
굺罫縖ֿ䤧䭂ג㕙⺬יזֵךյրⱶ㲹ג
٬注鐶璡⼔յ鵟ֵךל㯸ס舅ַדֹ׀
敯媲ֿגזַכցֵַֿ״געמׅםחמ
氦榟־כ׆ֹյ㳃䉀⫂סךꝥꑷ氦榟
䓪氳⯌忁סלյ㯸מ☽նױ縒ֻכַ
倽ס 	 䓪车憡ס泘䱡璡 
 ױ䠫䒝ֿלםס
ն

4. 過度な養育者中心やネグレクトを特徴とする子どもの家庭内性被害

図 過度な養育者中心・ネグレクト環境下での

子どもの家庭内性被害 (例 )

５. 特定の子どもの優遇・差別的扱いによって生じる子どもの家庭内性被害

図 特定の子どもの優遇や

差別的扱いによって生じる

子どもの家庭内性被害 (例 )
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子どもの家庭内性被害 : 子どもからのサイン

(1) 無症状 ( 無症候性の子ども)
岐⯍ם䓪逇㲹ַׄי㕙⺬יזֵךյ逇㲹ַׄי僿ꝴמր㯸מל攐壿

㯸סնր扛檮⠮䓪ױַי湳ֿכ׆敯媲ֿ氦榟ַֹכցַם״檮敯璡ֿ鏀ס
ꦘ氦釤ֿסյ逇㲹ף⽛כցל ־�յעךն鐧削ױַי銧כׂם
� 爊䈱ס㯸מל扛檮⠮䓪ֿ㕔⼔ױַיնր㴏ַיꝴס逇㲹ցյր㯸ֿל䇦ַց
檮מ嬲聴٬䳩⛼յ䔤䓐璡מյⱶ㲹縖כ׆ַם逇㲹鏀閁ֿיזמ杼榺סלם
敯ס䤰㏆攐墤ם僜䏼٬䚁浓䚉䗯ֿ榟ַי㕙⺬յꪜⱶ㲹鈐מ┉㲊ס⟊閾ֵֿ
㕙⺬לםյ扛檮⠮䓪ס羜俌עמ喋չם釐㍔ֿ縒ֻֿױַיյ鎋יז־עכ׆ַ
גזַכ艵ֹց䨕יכցյր⨣璡榟٬ַַ㯸⺬מ扛杼מյր⼽㍱גױն؆ױַ
ր釤ס┕ׄ־鸵䑴ցיזמյ扛檮敯ױֵכ׆ֻײמն檮敯ֿיזַכ־ַם鬭
釱ׂםכ׆յր䑏骰מכ哕ס敯䛜ֵמցכ縒ֻ䑒釐ֵֿכ銧ױַיն
(2) 医学所見・身体所見
䓪逇㲹ַׄי㯸עמלյ┉㲊סⰟ⺬ך㰢氳䢥釤٬骰⛮䢥釤ֿ鏀״㕙

նךלם⥏㛙ס鱨⼽סאצ糞䖱յ䓪㉺ֽס祀յ䓪䚉刌檮╈ն㞬㤣٬ױֵֿ⺬
⩩珡注鐶䢥璡ס䓪氳诼䏨מ鵟⼔ֵֿגז㕙⺬յ�攐מյ䓪㉺䓪◫⛂ֹ䓪氳诼䏨

ֿ橎ג㕙⺬עמյ䓪倽ⱱ逇㲹錚㴔׀ך殴嚀꞊閛㴔מלםյ墦槳擻ס
 
عش؞وؕٝ	ֿ车גյ䓪㉺㲆⫂璡מ墦槳גⱶ㲹縖⛮尓璡ס"/%־吾⭳
鍱ײ吾削㰢錚㴔ֿ㲔产ױֵֿכ׆ 	 㰢錚㴔עיַחמր⪒骰硌礴
氳㰢錚㴔ցף⽛כյ㵠ꝛ氳ם㰢錚㴔ס㲔产ֿ䫟㝢ױַי 
նגױյ䓪㉺
䓪◫ֿ橎㕙⺬עמյ秴䓦鹴㞬話ס䤷┙ֿ吾鋀ױֵכ׆նֽםյ%/"
璡ס榟⛮䗯㕔ס吾⭳עյ逇㲹־ 侇ꝴ♓⫂յ 侇ꝴ♓⫂כյ侇ꝴֿ磬鷨חמ
ַיזֿ┖吾⭳曍ֿס䗯㕔ֵסյ錞䦠䓪י յ閛㴔מ企僿նױַי銧ׂכ
ֹ׆յדגնױַי״鵟⼔ֿ姲ס珡注鐶䢥⩩עׂ 㕙ג㰢吾削榫ַגזַ
յ逇㲹◄㲔ֿיזֵך⺬ � 澬㲊עכױ؆ Wնמ☽סאյրⱶ㲹縖מ
ׄדն㰢吾削璡ױַי銧כց攐䐶ֵַֹֿכַם錞䦠墦⥏מ⛮骰ע
նױ䑒釐ֵֿי釤玮מյ稀⺬氳ׂםך

䓪逇㲹ׄג㯸־ל氦 404 ֵעךׄד氫٬ꝧ炐ց⼔סյր逇㲹ע
־לն㯸ױֵֿכ׆٤ֿ釤ؕئ檮敯٬םյ喋չמն銧蜗♓㛙؆ױ
յ־նױַי銧כ㚺ך逇㲹⫂㳊յ逇㲹氦釶⯥䏲յ䇗룻ע٤ؕئס
ր䓪逇㲹ׄג㯸מל䑒杯סցׂםעյ⼽㍱מ逇㲹ס氦釤ע㳊佄ך
նױ״姲ֿכ׆־־מյ┊㴩嫰䙫岐ׂ鈝㴔לն㯸؆ױֵע
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꞊鵽檮敯٬鉮ꦕ檮敯ُؗٚع٬ ���逇㲹⛮꽦逇㲹מ꞊鵽◄凵כյ鵟䅻ס䙫閁յ
մմ鋗䞬յ䚉䗯յ骰⛮䚉釶⮉ֿלםꦕג敯䛜ն䓪氳ם鎇ⱶ㲹縖מ꞊䗯
մմ㕔מ鉴כ䓦כז٭ׯמյ逇㲹ס鋗䞬ַֿםյ岐⯍ם逇㲹◄☔☽䬞
մմ⫝מֹס־屭չכ鏤לם
꞊鵽檮敯ُؗٚع☽סא٬ 䫽ײ櫕ס㕔⼔յ䓪㉺⼽鱨סյ䖾㛰ؠشفٖبشٚن��
մմ櫃䚉ס錎ֻ 	 ⫋⛮꽦 
յ䚉䗯ס띲欖յ䓪מ꞊鵽鎇갭ⱶ㲹縖כ⺱䓪ס注䣆ם
մմסל㍑鹴յ䍚ַ䔤䓐䚉秴䍖לם
٬䑏骰檮עגױ┘㲊䙎錎 ��櫕脃櫕ס錎ֻյ겧黋מסַםעךレס鷿⽰䚉לם
鐐갭ס䚉䗯辐杯յ䚉䗯鐧疐냕ס艄㝭յ轿Ⳃ䓪յ䷍䱡䓪ؠشؼق�٬
٬糆䖾䚉 	舅⮆ֿ䖾ַכ䓙ַ鱮؆ַך

٬扛ⱱ䚉 	舅⮆עך敯媲ֿ㚺ֻכַם䓙ַ鱮؆ַך

䚉䗯ُءؔطت٬ 	舅⮆ע娘ַיյ舅⮆־ֽע לםגזױיזׂם 

٬扛❫⡁䚉 	舅⮆㛻⮉לםַם׀ךמ 

٬䓪מ㵚䕊鱑䚉㫂䖾䚉յ鏀閁ס塦ײ 	 䚁䗯굺罫כ䓪车憡ס岜⺱ 
�
٬괏车Ⳃ樟䅻䯵괏꤃㲹璡 ��鷨괏䦊괏յ⺷յ㋤┖ס㍭ꦘלם

մ䓪逇㲹ׄג㯸עמלյր䓪氳诼䏨ꯂ䑴檮⠮紮ցףכ邾丗ס攐䐶氳ם檮⠮
ր扛ⱱցր䳩⛼ցյր㰜玮ցցׄטםր䣆ם⯍ն岐ױֵֿ⼔㕔סכײֿ

	յמלם 舅☽מכ岐⯍ַםנ־ֻ┙ة٭ْرם逇㲹◄㲔熹㳡כֹמ

	յ 扛ⱱ䚉٬敯媲㚺ֻכַם䓙ַ鱮׳յ	
 ⱶ㲹縖ג״⻠⼽㍱ס㛻☔ס鷨
䈱םꯂ䑴յ	
 逇㲹鏀ֿג״鐄䐂ⱱַםס湟泳ג錞銧յ錞銧䲝㍑כ
յ企יזⱶ㲹縖鏗־⮆յ舅־ַם׀ךעכ׆鴢־նր䓪逇㲹ך㳊⫁גזַ
ׂ车憡磙י洣ַגցגזַכ塦؆ד榟㰆ٜ؞ت骰כ׆ׄחמյ䶹䭤ס䦊
祀כֵכ׆ֹ⛂ֿלם銧ױַיն

䓪氳诼䏨ꯂ䑴檮⠮紮

(3) 心理面の症状・トラウマ関連症状・感情
䓪逇㲹ׄג㯸עמלյ䑏杼氳┘鐧כذ٭ْٞفס銧յ	
 洣٬ַם消

洣סゖ갭յ	
舅㵯䚉䗯ס⛥┖յ	
 䤰ֹח妳⮆לם♏辐מյ喋չם䑏骰ס檮敯ֿ杯
նך鵟ס域ע檮敯ס䑏骰釤מ값竳מն攐ױַי銧כ



(4) 対人関係・行動・集団生活場面への影響
䓪逇㲹ס䏅ꮶעյ㯸סל㵚☔꞊➟٬车Ⳃ٬㍚榟孨ꪫמ杯ױն攐מ䓪逇㲹עյ

㵚☔꞊➟ס劮䇠מ䏅ꮶכֻ┙縒ֻֽיյ☽縖⟓┘ס☽縖סכ鈐㳡ם꞊➟
啶疣סכ׆㍭ꦘכֿםחמלם銧ױַיն
	
�㵚☔꞊➟ꪫס䏅ꮶ
٬䗯稇ꪫס┘㱦㲊յ䷍䱡氳ם㵚☔䑴յ☽⩩ٜهٚعסכ
蚜竊䛜䈱յ舅䄕┖յ䓵ֻם䏼ꯂס☔㛻סյ⼽㍱ֹ⛊מ갹荇哕䈱ס☔☽٬
٬㵚☔氳ם鷨䷧յ樟䓪 	 ⱶ㲹縖כ⺱䓪 
 ㍑鹴䔤䓐עגױ䫘鲣յם鷨Ⱍס
٬굺罫縖㛻☔מ㵚䧪氦ع٭ٝتؙ车憡
٬☽縖סכ鈐㳡ם꞊➟ס㍑鹴
	
�㰢劅榟孨٬㍚榟孨ꪫס䏅ꮶ
٬┘氧劅٬㰜玮
٬㰢哅┘䨕䡗竮ס䓦忁ם⛥┖
٬㡦Ꝏמלם㶨ׂյր⨣璡榟ցրַַ㯸ցיכ扛杼ֹױרמ	 鷨Ⱍ鸵䑴 

	
�车Ⳃꪫס䏅ꮶ
٬㳃⭳㛤ꝴ䐄䏰
٬扛䄐⮯氳ם䓪车Ⳃ樟䓪סכ䫘鉴յףףꪜ䅻ֹםכ舅䄕滭㙗氳ם䓪氳车Ⳃ
٬舅⥏车憡յ舅変♿㍲٬舅変儔鷈
٬ㇵյ谑銧յن 㘃ⱶס٭ةذ٤ؒ
٬擻韬▞榫 	 話擻▞榫յٜؓ٬ٜ٭ؤㄪ拆璡 

٬䇗룻ַם׃אמ䓪氳车Ⳃ
���	˥�鏰㰢綗䓪ס䓪氳车Ⳃُؗٚع٬䓪ס䓪氳辐杯车Ⳃ 
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մ䓪逇㲹ׄג㯸מל釤檮敯䢥釤עמյ䓪⮯סך䄐ֵֿכ銧ױַי

	յעך❆◄逇㲹ס㯸סն槀 ⼽㍱מ逇㲹ꝧ炐٬⼔氫ֿכ׆㵼ַםյ	
 ؗٚع
ُ꞊鵽ס瞿烕檮敯ֿ㵼ׂםյ	
 䑏骰┘鐧׆׀ץꪜ车յⱶ㲹车憡סל㯸ס☽
舅変꞊鵽מ䏲סն逇㲹ױַיכ攐䐶ֵֿגזַכ㱦ֿ㛡ַ┘٬ח錎ֻյ䤰ֹס
车Ⳃ話擻ס✳榫מ舗־כ׆ֵ❆յ槀㝵ゖյ䓪逇㲹ֿ┙ֻ䏅ꮶע岐⯍
նױַי銧כֵך

䓪逇㲹ׄג槀ס㯸מ釤檮敯攐䐶

˥�䇗룻ַם׃אמ䓪氳车Ⳃ ��鏰㰢綗䓪ס䓪氳车Ⳃ 	1 嫰ꃿ 
䓪氳辐杯车Ⳃס䓪ُؗٚعכ
քُؗٚع䓪ס䓪氳辐杯车Ⳃօ��䓪逇㲹מ䑏骰גֿة٭ْرסյ䓪氳釨疗❫⡁鈝յ䓪氳㗞槡ס鏀閁ס岜▞יזמלם榟ُؗٚعג䓪סゖ갭檮敯ն攐מյ鉮ꦕ檮敯⛂ֹ䙫閁敯䛜┖ךלם榟յր鷨Ⱍם䓪氳䑴䫘鲣յ䓪氳䷍䱡舅䄕滭㙗氳䓪车Ⳃցסלם辐杯车Ⳃնס׆车Ⳃעյⶡם㰢綗䓪ס车Ⳃׂםעךյ䙫閁꤃㲹⛂ֹ鉮ꦕُؗٚعסלם檮敯יכ⭳杯ֽיյ㵠ꝛ氳ם杼鉮כ䶹䭤ס凂磝ײյ梪㗞鐧丝յ瞿烕熭殴ס꞊┙ֿ䑒釐ֵךն

ր逇㲹מ䓈䝤ײյ⾿ס�לםײ䚉䗯ֿ錉�㳊ꄈ飃ֻיյמֹל⯆䐒גזױיזםׂם׀ךյُؗٚع檮敯מ鉮ꦕ敯䛜┖יזֵמյ䎎☔ַֿם׀ךٜ٭ٞع٤ؤ䓪车Ⳃյ䓪氳䯭逇㲹ך╈סյ舅倽舅厏מꢞיגז颯׆车Ⳃցלם䧗ױն



表 2   2 歳から 6 歳頃までの健常発達範囲内・外の性的行動 アメリカ小児科学会

(5) 年齢にそぐわない性的行動
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氦鷼氳מ䇦ַ㶨㰢⯥䇗룻ס㯸ל璡ס㕙⺬յ㯸ל儖☔ֿ逇㲹◄㲔鏀閁י犉哕氳
氦釶磬穅סն逇㲹ױַי銧כַꦘעכ׆辐杯ךյ銧蜗䓪逇㲹ꝧ炐מ
նױַיכ橎ַ㜵嚀泘䱡מյ⼽㍱ֿל؆כס
ր䇗룻ַם׃אמ䓪氳车Ⳃ 	˥�鏰㰢綗䓪ס䓪氳车Ⳃյֽצյُؗٚع䓪ס䓪氳辐
杯车Ⳃ 
ցעյ䓪逇㲹ס⺎耆䓪荇忆ׂ橎 	 奂鬳氳攐樟氳ם 
 䢥釤כֵך銧
ל㯸ס䇗룻⛥מյ攐ֽי 	 塶־  塶յ僃㛻  塶ׇךױ 
䓪逇㲹氦釤ס
䣆ֿגױ׀יכ־ն
꞊מ䓪氳车Ⳃցסל㯸ס٬㛙⫁ր⢸䅻氦鷼疗㍱מ⚡㵸⩩熭㰢סյ眦㎁עך׆׆

ױ☭湳釤磆 	 辐 
ն┖鋗סք"օ٬ք#օ٬ք$օמ鎉䎎ג㕙⺬յ⩩珡注鐶䢥璡
	 眦㎁עךյ$IJME�1SPUFDUJPO�4FSWJDF��$14
 նױַי٬注鐶ֿ䫟㝢⼔鵟ס

	յעיַחמ䓪氳车Ⳃסך؆鱮׀䄢ל㯸ס☽מյ攐גױ 䇗룻٬⛮劲٬骰⛮耆ⱱ٬

湳氳耆ⱱ璡סⱱס䄐ֿ־ַםյ	
 耕鳠䍚釐٬䳩⛼氳釐㍔ֿ־ַםյ	
 䓪ס䍚鳠氳
꞊䑏ם 	 ㍾㓴 
 
	յ־ַםֿ 轿Ⳃ䓪ֿ⛂לם־ַםַיזյ㛡ꪫ氳ם鍐❫כ羜俌釐㍔ס
釤哕ֿ״ꄆ釐כד銧ױַיնմր㳃䉀⫂ךյַדֹ׀䄢׀鱮؆סך䓪氳车Ⳃֿ
氦榟־ַםַיցלםյ釱憠䇶ׅי䨿ַֻי նױ縒ֻכד⮉㛻כׂ׆

״车Ⳃףא٬妳յ嫰䙫ֵך车Ⳃֿ┉鷨䓪ס׆٬

,FMMPHH�/��%����$PNNJUUFF�PO�$IJME�"CVTF�BOE�/FHMFDU�"NFSJDBO�"DBEFNZ�PG�1FEJBUSJDT�	
 㓴璛縖緾錌

⢸䅻氦鷼⩩珡מ⪦鵟䓪氳车Ⳃ/PSNBM�$PNNPO�#FIBWJPST
٬	 ⪜熖㕙ꪫゖ 
舅⮆ס䓪㉺鉴յ舅䜤车憡车ֹ�٬鷼二סַדֹ׀ַ䓪㉺釤ג鉴٬גז鷼מלם舅⮆ס䓪㉺釤٬㵚☔饃ꦕֿ鲣ׁ���	 ⛮յח玮מףא׃ 璡䈳יׄחׂז 
٬鷼㛻☔ס那釤כֹ
�ׄ־鳿䘄מ☔☽ׂ׆חյ车憡ַֿֿם奂鬳氳㵼ע氦榟값䈱ס٬䓪氳车Ⳃ嘗⠿מ睱ꥭ⛼Ⳃֹ⛂מ٬䓪车憡鉴מ䓪㉺ס☔㛻☔٬כֹ⪋艏ממ侇ت؞٬ׄח׆⛮ס⮆舅מ☔ס☽٬

䑴מא爊䈱ֵככֹאא٬妳յ嫰䙫ֵך车Ⳃֿ┉鷨䓪ס׆٬

ք"օ⢸䅻氦鷼⩩珡ױֵעך澬鏀ַם䓪氳车Ⳃ
-FTT�$PNNPO�/PSNBM�#FIBCJPVST

٬鷼㛻☔מ㵚י䓪氳车憡釐姲٬䓪㉺ס־⛰מ擻٬⪋끌מ䓪◫Ⳃ⛼嘗⠿٬Ⳃ擻ס䓪㉺鉴٬☽縖מ값竳מ鳿䘄ׄ־䓪氳车Ⳃֿ鏀״

䥟䤺ככֹאא٬妳յ嫰䙫车Ⳃֿ䐝禆禈ס׆٬
ք#օ⢸䅻氦鷼⩩珡ל؆כעך澬鏀ַם䓪氳车Ⳃ
6ODPNNPO�#FIBCJPST�JO�/PSNBM�$IJMESFO

٬ 塶♓┕ꦕג㯸ל䄢׀鱮؆סך䓪氳车Ⳃֵֿ٬䓪氳车Ⳃֿׯ夵仼ס喋מ鏀٬״䗯稇氳萶櫕٬骰⛮氳萶櫕ג䓪氳车Ⳃֵֿ٬骰⛮氳ם䷍䱡车Ⳃי꣭♀מ䓪氳车Ⳃֵֿ٬	☽縖䄢׀鱮؆ד䓪氳车Ⳃמ 
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学齢別 : 性被害を受けている子どもの所見
攐䐶辐סך⮯⮆յ㰢룻״⻠牊䢥釤⺨ג☭磆מךױ׆׆ ־辐 מ炐ױն

懸念情報把握者

総合所見

性被害を受けている就学前年齢(0歳から5歳頃)の子どもに見られる特徴

25%から50%未満程度の該当報告がある。

表3 就学前年齢 (0 歳から5歳頃 )の家庭内性被害児童にみられる臨床所見の特徴

所見区分

無症状所見

医学所見

身体関連所見

心理症状
トラウマ関連症状

行動所見

集団生活

対人関係・愛着

子どもからの訴え

養育者への感情

開示対象・発見者

一定の該当率がある。性器またはその周辺の外傷や、性感染症等などに起因する
ものと推測される。

外部から外傷は滅多に観察されない。
低身長・低体重や栄養障害など、発育所見が伴う場合がある。

パニック・興奮、罪悪感 (自分が悪いと思い込んでいる )、自尊感情の低下、抑
うつ・気分変動が報告されることがある。

2～３歳頃から、自傷行動と、年齢にそぐわない性的行動 (加害性のある性的行
動・加害性のない性的行動 )が一定数で認められる。

保育士等の独占、攻撃性・衝動性に起因する他児とのトラブルが1歳頃から報
告され始める。

3歳頃までは愛着・情緒に関する問題と他児とのトラブルが顕著に観測される。
異性への過剰接近や回避は、3歳頃から観測率が高まる。
大人に対する自己卑下などが見られる場合がある。

2歳頃からまれに保護・救済の訴えが報告される。4歳頃から秘密の要請が始ま
る。帰宅不安や保護の訴えなど、子どもからのSOSが観測・報告されることは
他の年齢帯と比べて少ない。

男性養育者・女性養育者ともに好意の対象となっている割合が多い。
拒否・嫌悪や歪んだ愛着関係等はほとんど報告されない。
処罰感情や分離希望の対象として報告される例はほとんど認められない。

保育園・幼稚園教諭や施設職員、そして母親が発見者の中心。

調査では該当情報が明確に得られていない。

全体的に子どもからのサインが少ない。医学所見が重要なヒントになる場合があ
る。特記すべき所見として、情緒・愛着の課題、攻撃性の高さ、それに起因する
他児とのトラブル、年齢にそぐわない性的行動、保育士等の独占行動が目立つ傾
向にある。養育者に関しては、男女を問わず一定の割合で、「衝動的・攻撃的・
怒りをコントロールできない」、「育児スキルの不足・不履行・不適切」に該当す
る傾向がある。また、女性養育者においては、「精神的不安定 (衰弱・抑うつ )」
や「経済的自立の困難」が一定の割合で認められる。
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表 4  小学生 (6歳から12 歳頃 )の家庭内性被害児童ににられる臨床所見の特徴

懸念情報把握者

総合所見

性被害を受けている小学生(6歳から12歳頃)の子どもに見られる特徴

25%から50%未満程度の該当報告がある。

所見区分

無症状所見

医学所見

身体関連所見

心理症状
トラウマ関連症状

行動所見

集団生活

対人関係・愛着

子どもからの訴え

養育者への感情

開示対象・発見者

一定の該当率がある。性器またはその周辺の外傷や、性感染症等などに起因する
ものと推測される。高学年では、妊娠等も含まれる。

外部から外傷等は滅多に観察されない。
頭痛・腹痛の訴えなど、心身症・不定愁訴とも捉えられる状況が10%程度で該当。

全ての所見に該当が認められ、年齢とともに該当率が上昇する。睡眠の問題や自
尊感情の低下、気分変動・抑うつなどが症状の中心になる。悪夢、解離、無力感、
性に対する嫌悪感・恥辱感、スティグマ感情が7歳頃から報告され始める。

年齢にそぐわない性的行動は8歳頃をピークに減少する。自傷行為、虚言・ファ
ンタジーは年齢とともに増加。暴言・暴力やいじめ加害が発生し始める。高学年
頃から、家出・夜間徘徊を伴う例が報告され始める。

学業不振、不登校・ひきこもり、集団からの孤立が急増。中学年ごろをピークに
攻撃性による友人トラブルは減少傾向。同時期から過剰適応や「優等生」と形容
される様子が増加し始める。学校等への不自然な連絡が一定の割合で発生。

情緒・愛着に関する課題、対人トラブルや異性への過剰接近と回避が中心。大人
の顔色を伺う、従順な態度を持つ、養育者に対する過剰な支持、あるいはエスカレー
トする挑発的態度や怯え、自己卑下などの該当報告率が上昇する。

秘密の要請、SOSの訴えが年齢とともに増加する。秘密の要請は中学生以上の年
齢帯と同程度の割合にまで達する。帰宅不安や恐怖の訴えが本格化するのは中学
年から。特に低学年では、帰宅恐怖や不安の訴えが困難であると推測される。
男性養育者を中心に、拒否・嫌悪、恐怖・分離希望の対象といった否定的な感情
が抱かれ始める。女性養育者を中心に、あきらめ (守ってくれない )、言うことを
信じてもらえない、気遣いの対象、歪んだ愛着や依存関係への該当率が年齢に伴っ
て上昇する。両価的な感情を抱く場合も一定数報告がある。

母親への開示または母親による発見・通告と、担任教諭や養護教諭、その他学校
関係者や子どもと信頼関係にある大人による発見や開示に基づく通告が中心。

通告には至らないが、母親が被害を知っている例が一定の割合で存在する。

未就学後期から続く所見と、中学生以上の年齢帯でピークを迎える各種所見が当
該時期に混在し、あらゆる所見が認められる。PTSD等の精神疾患の診断がつく
場合もある。養育者に関しては、男女を問わず一定の割合で、「衝動的・攻撃的・
怒りをコントロールできない」、「育児スキルの不足・不履行・不適切」に該当す
る傾向がある。また、女性養育者においては、「精神的不安定 (衰弱・抑うつ )」や「経
済的自立の困難」が一定の割合で認められる。母子関係あるいは父子関係で「自
然な範囲」と形容される例が特に小学校高学年ごろで少なく、当該時期には親子
関係に何らかの課題所見が認められる可能性が高い。
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表 5  中学生以上 (13 歳以上 )の家庭内性被害児童にみられる臨床所見の特徴

懸念情報把握者

総合所見

性被害を受けている中学生以上(13歳以上)の子どもに見られる特徴

25%から50%未満程度の該当報告がある。14歳頃に該当率が一時的に減少する。

所見区分

無症状所見

医学所見

身体関連所見

心理症状
トラウマ関連症状

行動所見

集団生活

対人関係・愛着

子どもからの訴え

養育者への感情

開示対象・発見者

10%程度の該当率がある。妊娠・中絶、性感染症等への罹患が中心であると推測
される。

外部から外傷等は滅多に観察されない。頭痛・腹痛の訴えなど、心身症・不定愁
訴とも捉えられる状況が15%程度で該当。

多様な所見に該当が認められ、16歳頃にピークとなる。主に、睡眠の問題や自
尊感情の低下、気分変動・抑うつに加え、無力感や罪悪感、PTSD中核症状や解離、
悪夢などへの該当が中心となる。

自傷行為・自殺企図の発生率が最も顕著になる。
家出や児童売春・援助交際等の自己破壊的な性的行動がそれに次いで増加、該当
率が高くなる。一部、薬物乱用に至る事例も報告される。

学業不振、不登校、ひきこもり、集団からの孤立が中心。過剰適応や「優等生」
と形容される場合も多い。学校等への児童本人または養育者からの不自然な連絡
が一定の割合で発生。

情緒面の課題、対人トラブル、異性への過剰接近と回避が中心。

秘密の要請、帰宅不安や恐怖などのSOSの訴えが年齢とともに増加し、
16歳頃にピークとなる。

男性養育者を中心に、拒否・嫌悪、恐怖・分離希望の対象といった否定的な感情
が抱かれる傾向がある。女性養育者を中心に、あきらめ、信じてもらえない、気遣い・
両価的感情の対象、歪んだ愛着依存への該当率が高まる。男性養育者への「怒り・
処罰感情」や「分離希望」は当該時期から該当率が高まる。

母親への開示または母親による発見・通告と、担任教諭や養護教諭、その他学校
関係者や子どもと信頼関係にある大人による発見や開示に基づく通告が中心。

通告には至らないが母親が被害を知っている例が一定数存在し、
年齢とともに該当率が増加する傾向にある。

対人トラブルや年齢不相応な性的行動は減少、小学校頃から始まる諸問題が本格
化。妊娠等の医学所見が一定数で認められる。引きこもりや自傷行為・自殺企図
などの問題・症候と、家出や性的逸脱などの問題・症候がある。過剰適応や「優
等性」など、外面的には適応的な様相を見せる類型もうかがえる。養育者に関し
ては、男女を問わず一定の割合で「衝動的・攻撃的・怒りをコントロールできない」
「育児スキルの不足・不履行・不適切」に該当する。女性養育者においては「精神
的不安定 (衰弱・抑うつ )」や「経済的自立の困難」が一定の割合で認められる。
母子関係あるいは父子関係が「自然な範囲」である場合が少なく、親子関係に何
らかの課題所見が認められる可能性が高い。
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被害の開示・告白

第4 章 子どもからの開示
二次被害の防止と支援に向けて
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第 1 章

被害を知ったときの対応原則
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4. 最大限早期の相談・通告

2. 根ほり葉ほり聴かない 

1. 丁寧に耳を傾けること
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笋ֿױնגױյ逇㲹鏤מכ׆㛻ם׀靷䥵ֿ⛂ַױն⛰䈱כ׆⺱绱
ꄆ釐יכ鿥䜡סכ׆ַם榟ֿלם䲝㍑סꝧ炐מյ靷䥵כ靷䥵鬭峎־
նך
3. 秘密の約束はしない・丁寧に説得する

責めない、拒絶しない、否定しない、疑わない、はぐらかさない

㯸־ל熹㳡ס硜兠姲עמ׀כג״յրג ךⱱֿ䑒釐ցס☔㛻ס؆ׂ
նױ䑒釐ֵֿ鐄䐂לյ劮妳䍚ׂյ㯸מյ┊㴩ֻ⚥כ׆ֵ

⩩珡诼䏨ꡔ塛嫎䏱עךյ㯸סל诼䏨 	䓪氳诼䏨׳⻠ 
٬⪑㱦סלյ㯸לם
㱦䑏ֿ橎ג鵟⼔ס紶ⳉֵֿכ㲊ױַי״ 	 瑬  兢 
նגױյ⮔嫎ֿ
㲊״յֵעַյ绷㕙釨㲊ס⮉┉ג״⻠לם㱤熹紶ⳉעյ鵟⼔ס紶ⳉ㟷ׅ
؆ױ 	 瑬  兢 
նיאյ鵟⼔٬注鐶סגםֵג熹㳡ע㱤ױ 	 瑬 兢 
ն
攐מյ㯸סל䓪逇㲹עיַחמյ僃㛻企僿מ㵚䑴ꝧ㡎䑒釐ֵֿױն

児童虐待は、子どもの安心・安全が「疑われたら」通告義務がある

「いつ」「どこで」「誰が」「何があったか」の情報があればよい
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㯸סל䓪逇㲹מ氳澬מ㵚䑴עמ״גյ磝笝氳⯆⛮ם丝ֻֽי ך⮉㛻ֿכׂ׆
ֽי״㲊孱סךױ⼔注鐶٬鵟סյ⩩珡注鐶䢥璡מն攐 מյ⠕☔㵚䑴עכׂ׆
նױג䏔Ⱏ冽םꄆ釐ך┕鞉䓪禴䧏┉כ姡嶖סյ㵚䑴כ釤蛽ס逇㲹
磝笝氳ם㵚䑴⛮⯆ֿׂםյ⠕☔מ⮭了ֿ㡦נ敯媲עךյ䓪逇㲹ֿ䍚ׂ橎
敯媲ֵֿ־־מյր嫰䙫٬䧗㵵ך岷גױցյր⟊閾縖מ注鐶מֹ銧גזց
גַיזյրꝴ鷿גױնױַי⼔㕔כ׆ֹױיזױלכמ㵚䑴ם辐ꪫ氳גזַכ
؞تցյրֹֹל 䨕ן釤יյ釤־䔤ַֹכցַם־םמٜر٤ٔ
٭زյ⤓丝ײ凂磝ס㵚䑴םն磝笝氳؆ױנ־笋ֿמכ׆ֹױי ׳磝ّך
⛮⯆䧏ֿכ׆חꄆ釐ךն

二次被害の防止と支援に向けて

子どもへの教育的アプローチの重要性

私たち一人ひとりにできること

組織的対応の重要性

儖鞲乢עךյ╚מ㯸מל꞊䶹䭤縖㵚霄יכյ攐מր企僿氦釤ցס釱憠־
䑒釐ם㓹灄湳閁丝杼גױ׀יն⼽㍱ס㛻☔ס浌䄐յ氳澬ם㵚䑴הע؆ꄆ
釐ךն־յ㯸סל䓪逇㲹מ㵚磝עյעךׄדאⶇ⮆ױֵעך؆ն
攐מ㛻⮉ם釱憠ֿח┉סյր㯸מל㵚䷷罫氳ؓز٭ٞوցךնעױյ㯸ל

ס舅ֿ 	䓪ס 
 嘤⮵湳ֿכ׆㛻⮉ךնיאյ嘤⮵ֿ➇㲹כגזםמֹא
逇־ն鷼ךꄆ釐ֿכ׆丝ֻ⯆⛮⪋ׄאյכⱱ״յⲂׄ姲מ׀
㲹䣒ה伺ׄג㯸כ׆ַֿל鐧削ך澬鏀ֿױַיյסא㛡ֿׂ注鐶
鵟⼔מ舗ױַיז؆ն舅⮆ֿ逇㲹ׄ׀כגյ鷼ס逇㲹湳׀כגזյ⼽㍱ס㛻
⥏ם域氳◅כ企僿氦釤סն����逇㲹ױ䑒釐ֵֿׂיֻ⚥յֹ״Ⲃֿׄ姲מ☔
䍚ֿׂز٭ٞو罫氳ؓ䷷㵚מלյ㯸מ״גׅםחמ䶹䭤ם⮉յ鸵ꡔ塛׀ח
姲ױַי״ն

㯸סל䓪逇㲹עյ炘⚡⪒⛮סゖ갭ךն䎎◄縖סׄדゖ갭ױֵעך؆ն䓪逇㲹
鶟车րꝥꑷցעյ㛙ס־㏆ⱱյ䓪סゖ갭䑙鹴٬㍑鹴乃氳⣐ꪫזמ
յיזמ㵚䑴׀ם扛꞊䑏յ鿥䜡䦊祀㵚מל㯸גն逇㲹ׄױַי榟י
㯸׀ח⥏מֿלյ岐ַꝥꑷמ╈ס鴑ַ鱮ױַיױն
⯍岐סն逇㲹ך⮉ցֿ㛻כ׆ր湳עױյעמ״גׂי䛜㚺ֻ◄גזַֹ׆

նך㣓ⳙֿ䑒釐ׂי縒ֻמ䨿ֻյ┊㴩־塜ꪫ٬邾ꥭ㛡喋כ

＊6
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第 5 章 関連資料・ガイドライン・引用文献

	
�╚釐꞊鵽٤ؕٚغؕ
『子ども虐待対応の手引き』＊1

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課『子ども虐待対応の手引き』
 (平成 25 年 8月25日改正版 )
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf 

＊2『子どもへの性的虐待・家庭内性暴力の初期対応手引き』

【学校関係者向け】
・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校教職員および放課後児童クラブのために
　 http://csh-lab.com/3sc/wp/wp-content/themes/3sc/img/document/p_10.pdf

【保育所・幼稚園向け】
・保育所・幼稚園の保育者のために
　 http://csh-lab.com/3sc/wp/wp-content/themes/3sc/img/document/p_09.pdf

柳澤・玉井・山本 (2011). 厚生労働科学研究 「子どもへの性的虐待の予防・対応・ケアに関する研究」による作成
子どもの性の健康研究会 HP 「性的搾取からの子どもの安全」(http://csh-lab.com/3sc/document/) より

『子ども虐待対応の手引き』
上記 厚生労働省ホームページ内 URL の QR コード

『子どもへの性的虐待・家庭内性暴力の初期対応手引き』 
ー 小学校・中学校・高等学・特別支援学教職員および放課後児童クラブのために
上記 子どもの性の健康研究会ホームページ内 URL の QR コード

『子どもへの性的虐待・家庭内性暴力の初期対応手引き』 
ー 保育所・幼稚園の保育者のために
上記 子どもの性の健康研究会ホームページ内 URL の QR コード
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【資料ダウンロード】 
国立研究開発法人産業技術綜合研究所
研究代表者ホームページ (QR コード)

URL: https://staff.aist.go.jp/kota.takaoka/

『調査研究報告書』

『報告書サマリー』

・国内外の文献調査に基づく「子どもの性被害」の専門知識

・児童相談所および市区町村関連部門で対応された

  子どもの家庭内性被害の実例とパターン

・調査データの集計・要約情報

・各種データ分析結果のまとめ、事業要約

専門家・研究者向け

データ資料・要約

	
�◄哅꞊鵽鞲乢

	
�䌕榫乃春٬䌕榫鞲乢
＊3『子どもの性の健康研究会 : リーフレット・心理教育用教材』

子どもの性の健康研究会 HP 「性的搾取からの子どもの安全」(http://csh-lab.com/3sc/document/) より

＊4

＊5

＊6

『子どもが性被害をうけたとき : お母さんと、支援者のための本』
Byerly, C. M. (1997). The Mother's Book: How to Survive the Molestation of Your Child 

3rd edition. Kendall Hunt Pub Co.（宮地 尚子（監訳）菊池 美名子・湯川 やよい（訳）(2010). 子ども
が性被害をうけたとき：お母さんと、支援者のための本　明石書店）

『子どもへの性暴力 : その理解と支援』
野坂祐子 他 (2013). 子どもへの性暴力：その理解と支援　藤森和美・野坂祐子 ( 編 )　誠信書房 .

『あなたに伝えたいこと：性的虐待・性被害からの回復のために』
Mather, C. L., & Debye, K. E. (2004). How Long Does it Hurt?: A Guide to Recovering 

from Incest and Sexual Abuse for Teenagers, Their Friends, and Their Families Revised 
Edition. Jossey-Bass. （ 野坂祐子・浅野恭子（訳）（2015） あなたに伝えたいこと：性的虐待・性被害からの
回復のために　誠信書房）

子どもの性の健康研究会「性的搾取からの子どもの安全」
上記 ホームページ内 URL の QR コード
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おわりに : 研究班からのメッセージ

　儖鞲乢עמյ㳃䉀⫂סך䓪逇㲹榟׀䥁ַַיյ㛡ׂס㯸סהגל㚜ֿ⻠
逇㲹㕔ס丗םյ腬㛻־䄫槄兎כ珡注鐶䢥⩩סյ⪒㎁עךն鐧削ױַיױ
⼔ֿ㳝גױն鋗鬼ג⫂㳊ֵֿמױꀾׂյעמ־מׄ⪌
ױ⻠❆◄ם䘨⬝גֻ橎ַכց־ַםעךסםꝴ鷿ַס־⛰כז׀յր
זֿ┕ײյ犉מ䏲גזַי⪋ײ磝כ溿狒יזמ䣆חכץח┉նױַי
նגךסַגꄆמױյֵע鐧削烨ג

ր㯸סל㳃䉀⫂䓪逇㲹ցעյ
哕י״岐⯍ךյ邾ꥭח־㛡喋ם㲔䛜僗炘⚡ゖ갭ךն

մ仼儖עךյ㯸סלր䓪מ꞊ゖ갭ցס杼鉮磝ֿ鷐ױַיն逇㲹
ׄג㯸כ׆סהגלյ熖דױעהגյׂ湳ױַי׀ךֿכ׆؆ն
逇㲹ַׄי㯸ל釤סׄדֵׅיׄח湳閁磝┘餉ױַי
ֵך⮆ⶇי婊⟊澬ס梪㗞⯆⛮ס寀鵀յ䶹䭤כ俊ס䶹䭤䤗软םնⲖ冽氳
ֹ׆ַי׀榟ךⱱסյ舅ֿם׀ֿמ杯㲔⸻ն鰧ַ鷨؆ױ銧ֻעכ
ⱱ䍚סׄדׄיյ䶹ֻה玮מ⪧յיז湳מ־յ澬כ׆סהגל㯸כ
ַ炘⚡ֿ䑒釐ךնיאյא洠Ⰹמ釤䩺ֻ׀כגכֹյס׆仼儖עמ
丗㛡ׂס꤃㙆ֵֿמכ׆妳♀ױ־ն
մ־յ溿狒◄哅鵟יյ㸓犉鐐갭מ扛ⱱ櫕䚉עך־ףכ׆
乃春٬סלם⼔㲔饧㕔溿狒ג׀יױ磝ך⫁㎁מ⸻ն鷨גך؆ױֵ
鞲乢硵鉮ׂכյ熖ֿהג┉塥חյ澬מ⯥מ־鶟؆ֿכ׆ג׀ך澬鏀גױ׀ךն
㯸׀⺸מל⺬ֹ僃⯥稗ס杯㕙ס䶹䭤縖յ喋չםꯛ㓊ס溿狒縖ֿյⲃⱱ犉ײ
ꄆג׀ינ髬饉鱵גױ׀ךכ׆նס׆塥ײ塛ַֹם״յ䌕׀禈׀㶽
ⱱכַג׀י縒ֻױַיն
ր㯸סל㱦⪒כ嘤⮵⟊꤃ցס釱憠־
䚉䗯ס嫧מ芫㝥ׂםכ׆
◄㲔מⷉ־ֹל��י⬈ꪐמ
㯸סל䓪逇㲹ַֹכゖ갭כ��逇㲹ׄג㯸סהגל㰆㏇
նױַיז갾כցַג׀דגַיזր湳מ☔㛻ס㛡ׂעױ
մմմմմմմմմմմմմմմմմմմ��������溿狒杘�┉⺱
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