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1. アンケート調査について

1-a. 調査の目的・概要
　今回の調査の目的は「東北大学の現状を把握し、東北大学を変える。」である。背景にあるの

は東北大学でのジェンダー・セクシュアリティに関するサポートや理解が不足しているのではない

かというAROW発足当初からの問題意識であり、全ての学生が安心して大学生活を送るために
必要な環境の整備や仕組みづくりを求める際の基礎資料を作成することを目指している。

　目的達成のため、「東北大学生の生活環境実態調査」の第2弾として「セクシュアル・ハラスメン
トに関するアンケート」を行なった。

1-b. 調査主体
　東北大学性を考えるサークルAROWの内部組織、AROW Projectが主体で行う。

1-c. 調査の対象・期間・方法
アンケート調査

【対象】：東北大学の学生（大学院生、研究生を含む）を対象に調査を行なった。アンケートの内

容は全て日本語で作成している。

【期間】：2021年9月20日〜10月17日
【方法】：Google Form を用いてアンケート調査を行なった。
AROW公式Twitter、Instagram、ホームページおよび学年/学部/学科LINEにて周知をした。

インタビュー調査

本アンケートにて、追加のインタビュー等にお答えしていただくために任意に9名の方に連絡先を
記入していただいた。アンケート集計後にインタビュー依頼の連絡をしたが、協力の返答を得ら

れなかった。

1-d. 調査結果の回収状況
アンケート調査

回収数：81件
有効回答：81件
無効回答：0件

インタビュー調査

依頼数：9件
インタビュー実施数：0件

1-e. アンケートの構成
本アンケートは6つのセクションから構成される。

1. 調査概要
2. 倫理的配慮
3. 【セクシュアル・ハラスメント】言動に関するアンケート
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4. 【セクシュアル・ハラスメント】環境に関するアンケート
5. その他のセクシュアル・ハラスメントに関するアンケート
6. 任意での連絡先記入のお願い
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2. 調査結果
　本報告書は実態を明らかにすることが目的なため、差別的な内容やショッキングな体験等に関して、

本調査で得られた記述回答の原文を記載している。報告書中の表現等に関して体調や気分がすぐれな

くなった場合のため、以下に相談機関を示す。

＜学外機関＞

・よりそいホットライン（電話：0120-279-226）
・仙台いのちの電話（電話：022-718-4343）
・NPO法人ハーティ仙台（メール：https://www.hearty-sendai.com/hearty-mail-sodan）
・ウィメンズカウンセリングいずみ（電話・FAX：022-727-5455）
＜学内機関＞

・東北大学　学生相談・特別支援センター　学生相談所（電話：022-795-7833　メール：
gakuso@ihe.tohoku.ac.jp）

2-a. 回答者の社会生活上の性別
　回答者の社会生活上の性別を以下に示す。以下の項目では、この社会生活上の性別を分析

に用いる。

図2-a-1.回答者の社会生活上の性別

2-b. 言動によるセクシュアル・ハラスメント

2-b-a. 言動によるセクシュアル・ハラスメントの現状
　大学入学後の他者の性的な言動によって違和感を感じたり、不快な思いをした経験について

のアンケート結果を図2-b-1〜2-b-3に示す。

　経験をしたことがある学生は22名、他者の経験について見聞きしたことがある学生は8名であ
り、それらの内2名は「大学教員」、20名は「東北大学生」が行為をした相手であると回答した。
行為が行われた場所は「懇親会・飲み会」と「SNS上」がそれぞれ9名と最も多く、続いて「部活動
やサークルの活動中」が8名、「休み時間」が6名、「研究室での活動中」が3名、「バイト中」が2
名、「講義や実験などの授業中」が1名回答した。
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図2-b-1.他者の性的な発言や行動により違和感を感じたり不快な思いをした経験の有無

図2-b-2. 行為をした相手
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図2-b-3. 行為が行われた場所

　記述回答による出来事の内容は以下の通りである。ただし、個人が特定されない形に文章を書

き換えているものもある。

3-8.差し支えなければその出来事に関して、内容を教えてください。【任意回答】
● SNSのリプライで性的な発言をする人がいる。
● Twitterの質問箱で、性交の経験や自分の体についての不快な質問が来ていた。
● 飲み会の際に体を触られた。

● 研究室の同期からからかい半分で胸を触られた。咄嗟に拒否したがやんわりとしか注意できず、翌日また触ら

れた。その際に強めに諌めて以降、そのような被害は受けていないが、男子と二人きりになるのが怖くなった。

人数比として研究室はどうしても男子が多い環境なので、びくびくして過ごすことが増えた。数年来の付き合い

で信頼していた同期だったので、その点でもかなりショックを受けた。

● 高齢者に対するボランティア活動の最中に、見えない所で女子学生が対象者の男性に性的に不快な行為をさ

れた。

● 一番町アーケード、深夜1:00頃、道端で目のあった女性が付いてくるのでなんだと思ったら、急に腕に体を絡み
付けてホテルに誘ってきた。彼女と別れて数週間ほどの出来事で女に興味を持たなかったためかただただキモ

かったです。

● 大学教員に「女の子はお金持ちと結婚してそこそこ働けばいいじゃない、あんまり頭でっかちになっても行くとこ

どこにもないよー」と言われた。

● 告白を断った相手から執着され、SNSで自殺を仄めかすようなメッセージや脅すようなメッセージが送られて来
るようになった。

● EDについてからかった女子学生がいた。

2-b-b. 言動によるセクシュアル・ハラスメントの影響/対応
　大学入学後の他者の性的な言動によって違和感を感じたり、不快な思いをした経験による影響

や対応、支援についてのアンケート結果を図2-b-4,2-b-5に示す。
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図2-b-4.他者の性的な言動によって違和感を感じたり、不快な思いをした経験による影響

図2-b-5.出来事に対する対応

　質問3-5.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。 」で、「特に何もしなかっ

た」、「答えたくない」以外を選択した回答者に「誰に相談し、どのような助言・支援を受けたか、ま

た、誰から、どのような支援を受けたか」を尋ね以下のような回答を得た。（【】の分類は報告作成

者による。）

3-6.（3-5.で「3.特に何もしなかった」「4.答えたくない」以外を選択した方にお聞きします。）誰に相談し、どのような助言・
支援を受けましたか。または誰から、どのような支援や対応を受けましたか。【任意回答】

【友人・知人を通しての対応】

● サークルの先輩からセクハラを受けた際に同期や先輩に相談したところ、私が直接その人とやり取りをしなくて

も良いように他の先輩が手を回してくれた。

● 友人に相談。対策は特に出来ないため、飲み会などの帰り道は警戒するようにしている。

【学内相談機関・公的機関による対応】

● 学生相談所に相談しながら、担当教員を含めての面談や、相手方へ警察による警告などを行ってもらった。
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　質問3-5.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。」で、「特に何もしなかっ
た」を選択した回答者に「何もできなかった/しなかった理由」を尋ね、以下のような回答を得た。
（【】の分類は報告作成者による。）

3-7.（3-5.で「3.特に何もしなかった」を選択した方にお聞きします。）何もできなかった／しなかった理由を教えてください。
【任意回答】

【諦め】

● 何をしても状況は改善しないと思ったから。

● 解決が見込めないから。

【空気・場を乱したくない】

● 周りから浮いてしまうから。

● 場の空気を乱したくなかったから。

● 違和感はあったが、周りの空気感を壊さない方が良いかと思った。

● サークル内の和を乱したくなかった。

【気にならなかった・大げさにするほどでもないと思った】

● SNS上で匿名のものだったので特に気にならなかった。
● 特に言うことでもないと思った。

【相談先が分からない】

● 誰にどう相談すればいいのかわからなかったから。

● 相談する先が分からなかったが、その場限りのものと思いそれ以上追及しなかった。

【その他】

● 第三者であったから。

● その人が冗談でやっていることを皆が承知していたから。

● 無視することにしたから。

2-b-c. 言動によるセクシュアル・ハラスメントに求められる支援
　大学で他者の性的な言動によって違和感を感じたり、不快な思いをした経験をした場合、どの

ような支援があると良いか尋ね、以下のような回答を得た。（【】の分類は報告作成者による。）

3-9.このような出来事があった際、どのような支援があると良いと思いますか。【任意回答】
【公的でない支援/周囲の人のサポート】

● 被害者が加害者とやり取りしなくても良いように周りの人が加害者へ圧をかけたりしてくれるとありがたいです。

大ごとにはしたくないので公的な支援はあまり望んでいません。

● 女性の教員が身近におらず、被害を話しにくい。ハラスメント窓口があるのは知っているが、そこまでおおごとに

する程でもないと思ってしまう。ただ、身近な誰かに被害を知っておいて欲しいという思いもあり、どのような支

援をしてもらいたいかが自分でもいまいち掴めていない。

【多くの人への周知】

● 冗談であれば許されるのか、冗談で許されるラインはどこまでか考える機会があると良いと思う。

● 男女問わずにセクハラが存在しており、それが如何程に下劣な行為なのかを知ってもらいたい。特に女性側か

らのセクハラなんてと思っている女性は知らず知らずのうちに言葉や視線、及び上記のような行動などで、心が

傷ついてる男性がいる事も知ってもらいたい。

【機関・人】

● 真剣に聞いてくださるセラピスト。お金を払ってもいいと思える方。

● 支援-被支援関係の外にいる第三者から警告を出せるシステムがあるとよい(実際そのように対応してもらっ
た)。
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2-c. 環境によるセクシュアル・ハラスメント

2-c-a. 環境によるセクシュアル・ハラスメントの現状
　大学入学後に性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状況に対し違和感を感
じたり、不快な思いをした経験について尋ねたアンケート結果を図2-c-1,2-c-2に示す。

　経験をしたことがある学生は18名、他者の経験について見聞きしたことがある学生は3名で
あった。経験をした場面は「SNS上」が9名と最も多く、続いて「部活動やサークルの活動中」が7
名、「休み時間」、「懇親会、飲み会中」がそれぞれ5名、「講義や実験などの授業中」、「バイト
中」、「研究室での活動中」がそれぞれ1名回答した。

図2-c-1.性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状態により
違和感を感じたり不快な思いをした経験の有無

図2-c-2.違和感を感じたり不快な思いをした場面

　記述回答による出来事の内容は以下の通りである。ただし、個人が特定されない形に文章を

書き換えているものもある。

　4-7.差し支えなければその出来事、環境に関して、状況を教えてください。【任意回答】
● 異性愛を前提とした会話。
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● 恋愛対象が異性という前提での恋ばな。

● 恋愛を絶対幸福とする周囲の価値観と、恋愛への興味が薄く別にしようと思わない自分の中の価値観との差異

から生じる会話の齟齬。

● 「いい男紹介してあげようか」という発言。

● 物事を男女で分けて考える状況を目にするが、体の性、心の性、恋愛対象の性などが全て一致しない人も沢山

いて簡潔に男女という２つには分けられないと思う。自分は自身をストレートだと思っているが、性に対する考え

は世間一般とは違うことがあり違和感を感じる。

● 彼氏がいると言っているのに気にもしないで毎日連絡をしてきたこと。ストーカーじみていたこと。

● 飲み会や懇親会で、女性をモノとして消費する言動であったり、恋愛するのは当然でしょというノリ。

● それほど仲良くもないうちから彼氏いないの？と聞かれるのが不快。

2-c-b. 環境によるセクシュアル・ハラスメントの影響/対応
　大学入学後に性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状況に対し違和感を感
じたり、不快な思いをした経験による影響や対応についてのアンケート結果を図2-c-3,2-c-4に示
す。

図2-c-3.性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状況に対し
違和感を感じたり、不快な思いをした経験による影響

図2-c-4.出来事に対する対応
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　質問4-4.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。 」で、「特に何もしなかっ

た」、「答えたくない」以外を選択した回答者に「誰に相談し、どのような助言・支援を受けたか、ま

た、誰から、どのような支援を受けたか」を尋ね以下のような回答を得た。

4-5.（4-4.で「3.特に何もしなかった」「4.答えたくない」以外を選択した方にお聞きします。）誰に相談し、どのような助言・
支援を受けましたか。または誰から、どのような支援や対応を受けましたか。【任意回答】

● 課外活動を通じて問題を解決しようとした。

　質問4-4.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。 」で、「特に何もしなかっ

た」を選択した回答者に「何もできなかった/しなかった理由」を尋ね、以下のような回答を得た。
（【】の分類は報告作成者による。）

4-6.（4-5.で「3.特に何もしなかった」を選択した方にお聞きします。）何もできなかった／しなかった理由を教えてください。
【任意回答】

【相談相手がいない・思いつかない】

● 相談相手が思いつかなかった。

● 人には話しにくいことだから。

● 誰に話しても解決するとは思えなかった。

【相手に対する恐怖・羞恥】

● どう反応されるか分からず怖かったから。

● 恥ずかしいから。

【何もできないと感じた】

● 特に自分がどうにかできる問題じゃないから。

● 自分に何ができるのかわからなかったから。

【その他】

● その発言をされた時は私以外いなかったため。もし他の人がいたり私以外の他の人がされていたら何らかの行

動は取っていたと思う。

● 自分が気にしすぎなのかもしれないと思ったから。

● する必要性は感じなかったから。

● 自分にダメージがないから。

2-c-c. 環境によるセクシュアル・ハラスメントに求められる支援
　大学で性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状況に対し違和感を感じたり、
不快な思いをした経験をした場合、どのような支援や改善があると良いか尋ね、以下のような回

答を得た。（【】の分類は報告作成者による。）

　4-8.このような場面に対して、どのような支援や改善があると良いと思いますか？【任意回答】
【認識・意識の改善】

● 一人ひとりが少数者を近くにいるものと認識してもらうこと。

● ノリであっても他人の恋愛観や性的指向についてずかずか踏み込んではいけないという意識を東北大生が持

てるように意識作りをしてくれる機会が欲しい。

● 世間一般およびメディア上での、性別や恋愛についての意識の改善。

【教育・発信】

● 教育や発信は困難だけど1番良いと思う。
● 一般的な価値観の押し付けを自分自身も無意識のうちにやってしまうことがあるかもしれないので、価値観の

押し付けが絶対にダメで、した人は悪だと主張するのではなく、自戒を含めてそうしたことはあってはならないと

主張するべきだと思う。

【取り締まりの強化】

● 学生の前で罰する。

● 抑圧を感じる人へのフォローとして、外に連れ出すとか、言動の問題点を簡単にその場で指摘して問題行動を

やめさせる。反差別。
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【分からない】

● 分からない。

2-d. その他のセクシュアル・ハラスメント

2-d-a. その他のセクシュアル・ハラスメントの現状
　大学入学後にその他の形のセクシュアル・ハラスメントの可能性のある発言や場面による経験

についてのアンケート結果を図2-d-1〜2-d-3に示す。

　経験をしたことがある学生は6名、他者の経験について見聞きしたことがある学生は5名であ
り、その内4名は「大学教員」、1名は「大学職員」、4名は「東北大学生」が行為をした相手である
と回答した。

　経験をした場面は「部活動やサークルの活動中」、「懇親会、飲み会中」がそれぞれ3名、「講義
や実験などの授業中」が2名、「研究室での活動中」、「バイト中」、「SNS上」、「川内の教務」がそ
れぞれ1名回答した。

図2-d-1.セクシュアル・ハラスメントの可能性のある言動や場面の経験の有無
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図2-d-2.言動をした相手

図2-d-3.経験をした場面

　記述回答による出来事の内容は以下の通りである。ただし、個人が特定されない形に文章を

書き換えているものもある。

5-8.差し支えなければその出来事、環境に関して、状況を教えてください。【任意回答】
● 女の子は〜とか、男の子は〜とか言われた。

● 男子の癖に〜、という様な言動。

● 男性の同級生が女性の当事者に対して白昼堂々アダルトビデオについての具体的な話題や性的な話を脈絡な

く大きな声でしてくる。

● 元カノとの恋愛について執拗に聞いてくる。なにかと元カノを引き合いに出す。

● サークル内のメンバーに「あいつホモなんじゃね？」といういじりをする人がいて不快だった。ノリで話していると

いう感じで、注意しづらい雰囲気だったためスルーしてしまったが、あの時注意しなかったことを今も後悔してい

る。

2-d-b. その他のセクシュアル・ハラスメントの影響/対応
　大学入学後にその他の形のセクシュアル・ハラスメントの可能性のある発言や場面の経験によ

る影響や対応についてのアンケート結果を図2-d-4,2-d-5に示す。
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図2-d-4.その他の形のセクシュアル・ハラスメントの可能性のある発言や場面の経験
による影響

図2-d-5.出来事に対する対応

　質問5-5.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。 」で、「特に何もしなかっ

た」、「答えたくない」以外を選択した回答者に「誰に相談し、どのような助言・支援を受けたか、ま

た、誰から、どのような支援を受けたか」を尋ねる質問では、回答を得られなかった。

　質問5-5.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。 」で、「特に何もしなかっ

た」を選択した回答者に「何もできなかった/しなかった理由」を尋ね、以下のような回答を得た。

5-7.（5-5.で「3.特に何もしなかった」を選択した方にお聞きします。）何もできなかった／しなかった理由を教えてください。
【任意回答】

● おっちゃんの思想の自由だと思ったから。

● そういう人間なのかとしか思わなかったから。
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● しても変わらんなぁと思ってしまったから。

2-d-c. その他のセクシュアル・ハラスメントに求められる支援
　その他の形のセクシュアル・ハラスメントの可能性のある発言や場面による経験をした場合、ど

のような支援や改善があると良いか尋ね、以下のような回答を得た。（【】の分類は報告作成者に

よる。）

5-9.このような場面に対して、どのような支援や改善があると良いと思いますか。【任意回答】
【ハラスメントに関する認識の確認】

● どこまで言ったらハラスメントにあたるのかということを皆で確かめたい。

【教育】

● 思想教育。

【諦め】

● どうしようもないかなぁ…。その人の性格だし。それ以外にも色々ストレスがあって鬱になったけどどうせもうすぐ
卒業だしまあいっかな、という思考です。

2-e. 大学の関連機関について
　「セクシュアル・ハラスメントに関する相談、支援について、大学の関連機関が適切に機能して

いると思いますか。」という質問の結果を図2-e-1,2-e-2に示す。

図2-e-1.「大学の関連機関が適切に機能していると思うか」に対する結果
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図2-e-2.「大学の関連機関が適切に機能していると思うか」に対する結果
（社会生活上の性別内訳）

　上記質問で「そう思わない」、「あまりそう思わない」を選んだ回答者にその理由を尋ね、以下の

ような回答を得た。（【】の分類は報告作成者による。）

6-2. 6-1.で「そう思わない」「あまりそう思わない」を選んだ方は、その理由をお答えください。【任意回答】
【適切に機能している場面を見ないから/形だけの機関だから】

● 一般的なセクハラの注意喚起はされるが、それ以外で動いているところをあまり見たことがない。

● 形だけの機関になっていて被害者目線を持っていないから。

● 大学の関連機関を使った人を聞いたことがないから。

● 相談しても事例報告があったと加害者に通達等があるだけであるとよく耳にするから。

● 掲示板以外であんまし見たことがない。やるなら隔年とかでも良いんでしっかり教育の場を作って欲しい。やら

ないならやらないで別に良いですけど。

● 相談窓口があるのにも関わらず、同じようなセクハラが頻発している。

【機関があることを知らないから】

● そういった機関を知らないから。

● そのような被害にあった際に相談すれば良い窓口を知らないから。

● そもそも大学の関連機関の存在を知らないから。

● あるかどうかもわからないから。

【機関についてよく知らないから/知名度がないから】
● 知名度が高くないから。

● 今すぐ利用しないといけなくなったとしたらそれができないくらい詳細を知らないから。

【信頼がないから】

● 東北大学という組織自体に全く信頼がないから。

● 相談した際に本当に大学や親に連絡や情報がいかないか心配してしまいます。
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3. 考察

3-a. 言動によるセクシュアル・ハラスメントに関する考察
　本調査によって、社会生活上の性別に関わらず、大学入学後に他者の性的な言動によって違

和感を感じたり、不快な思いをした経験のある学生がかなりの数存在していることが明らかに

なった。その行為者は多くが東北大学関係者であり、課外活動中や休み時間、講義や実験中な

ど様々な場面で起きている。具体的な内容として、「研究室の同期からからかい半分で胸を触ら

れた。咄嗟に拒否したがやんわりとしか注意できず、翌日また触られた。その際に強めに諌めて

以降、そのような被害は受けていないが、男子と二人きりになるのが怖くなった。人数比として研

究室はどうしても男子が多い環境なので、びくびくして過ごすことが増えた。数年来の付き合いで

信頼していた同期だったので、その点でもかなりショックを受けた。」、『大学教員に「女の子はお

金持ちと結婚してそこそこ働けばいいじゃない、あんまり頭でっかちになっても行くとこどこにもな

いよー」と言われた。』等といった回答が得られた。行為が行われた場面の回答で最も多かった

のは「懇親会・飲み会」と「SNS上」であり、大学外での場面が目立った。本アンケートが行われた
2021年は感染症の流行により大学による対面での活動が規制されていたことが起因していると
考えられる。（ただし、「懇親会」に関しては大学内での懇親会が含まれている場合もある。）言動

によるセクシュアル・ハラスメントの影響は、特に社会生活上の性別が女性である学生に多く出

ているが、その出来事に関して特に対応をしなかったという回答も一定数ある。

　質問3-7.「（3-5.で「3.特に何もしなかった」を選択した方にお聞きします。）何もできなかった／し
なかった理由を教えてください。」では、「場の空気を乱したくなかったから」というような内容の回

答が4件と最も多かった。それに加え、「第三者であったから。」、「加害者が冗談でやっているこ
とを皆が承知していたから。」、「無視することにしたから。」といった、セクシュアル・ハラスメントを

許してしまう環境があることが見受けられる。また、「どうにもならないと思ったから」というような

内容の回答が2件あり、被害を受けても対応しにくい環境があると言える。「相談先が分からな
かったから」という内容の回答も2件あった。大学の相談機関の周知不足が考えられる。

　質問3-9.「このような出来事があった際、どのような支援があると良いと思いますか。」では、公
的でない支援や周囲の人のサポートを求める回答が複数あり、大ごとにしたくないため、公的な

支援は望まないという意見があった。具体的には、「被害者が加害者とやり取りしなくても良いよ

うに周りの人が加害者へ圧をかけたりしてくれるとありがたいです。大ごとにはしたくないので公

的な支援はあまり望んでいません。」、「支援-被支援関係の外にいる第三者から警告を出せるシ
ステムがあるとよい(実際そのように対応してもらった)。」等といった回答が得られた。
　これに関して、東北大学のハラスメント防止対策のHPでは、「ハラスメントの相談〜問題解決ま
での流れ」や「ハラスメント防止対策組織」について説明されているが、記載されている内容が”申
立て・調整・調停・調査の手続き”といったものがメインであり、公的な側面が主に強調されている
ものであった。

　また、セクシュアル・ハラスメントに関して多くの学生や教職員へ周知して欲しいという内容の回

答も複数あった。具体的には、「男女問わずにセクハラが存在しており、それが如何程に下劣な

行為なのかを知ってもらいたい。特に女性側からのセクハラなんてと思っている女性は知らず知

らずのうちに言葉や視線、及び上記のような行動などで、心が傷ついてる男性がいる事も知って

もらいたい。」等といった回答が得られた。相談窓口（大学教員によるもの・外部相談窓口）やハ

ラスメントに関する規定・ガイドラインといった機関・システムは存在している一方、周囲のサポー

トや多くの人への周知が不足していると考えられる。projectメンバーの調査及び体験に基づくと、
ハラスメント防止のための学生への周知は主にリーフレットのみで、学生全員に行き渡る機会は

限定的であると推測される。また、全学生・教員がハラスメントについて考える機会は大学内に

存在していない。
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3-b. 環境によるセクシュアル・ハラスメントに関する考察
　本調査によって、大学入学後に、性別による区分や”一般的な”恋愛観を前提とした環境や状況
に対し違和感を感じたり、不快な思いをした経験のある学生が社会生活上の性別を問わず一定

数存在することが分かった。その場面は部活動やサークル活動中や、SNS上、懇親会・飲み会
等様々であり、サークル活動に支障が出るなどの影響が出ていた。具体的な内容として、「彼氏

がいると言っているのに気にもしないで毎日連絡をしてきたこと。ストーカーじみていたこと。」、

「飲み会や懇親会で、女性をモノとして消費する言動であったり、恋愛するのは当然でしょというノ

リ。」等といった回答が得られた。言動によるセクシュアル・ハラスメントと同様、「SNS上」と「懇親
会・飲み会中」という大学外を含む場面の回答が多かったことは感染症流行の社会背景が影響

していると考えられる。質問4-4.「あなたは、その出来事に対してどのように対応しましたか。」で
は、「相談した」人が1名、「特に何もしなかった」人が17名と、質問回答者の中で相談した人が1
名しかいなかった。「何もできなかった/しなかった」理由は、「相談相手がいなかったから」、「相手
に対する恐怖・羞恥があったから」、「自分では何もできないと感じたから」、「気にしすぎだと思っ

たから/必要性がなかったから」という4つの内容の回答があることから、相談しにくい環境がある
と考えられる。

　環境によるセクシュアル・ハラスメントに求められる支援として、教育・啓発・発信を求める回答

が5件と多く挙げられた。具体的な内容として、「ノリであっても他人の恋愛観や性的指向につい
てずかずか踏み込んではいけないという意識を東北大生が持てるように意識作りをしてくれる機

会が欲しい。」、「一般的な価値観の押し付けを自分自身も無意識のうちにやってしまうことがあ

るかもしれないので、価値観の押し付けが絶対にダメで、した人は悪だと主張するのではなく、自

戒を含めてそうしたことはあってはならないと主張するべきだと思う。」といった回答が得られた。

また、取り締まりの強化を求める回答が2件あった。こういった、セクシュアル・ハラスメントを許さ
ない環境作りが求められている。

3-c. その他のセクシュアル・ハラスメントに関する考察
　大学入学後に、他者の言動によるセクシュアル・ハラスメントあるいは環境によるセクシュアル・

ハラスメントのいずれの形にも当てはまらない、その他のセクシュアル・ハラスメント行為を受け

た学生も一定数存在するということがわかった。

　その内容としては、ジェンダーステレオタイプに基づく発言や、SOGI（※1）に関する差別的発
言、恋愛や性的な話題の会話に関するものが挙げられた。具体的な内容として、「男性の同級生

が女性の当事者に対して白昼堂々アダルトビデオについての具体的な話題や性的な話を脈絡

なく大きな声でしてくる。」、『サークル内のメンバーに「あいつホモなんじゃね？」といういじりをす

る人がいて不快だった。ノリで話しているという感じで、注意しづらい雰囲気だったためスルーし

てしまったが、あの時注意しなかったことを今も後悔している。』といった回答が得られた。これら

に関しても以上で述べてきたセクシュアル・ハラスメント同様、心身の健康への被害などの影響

が出ているにも関わらず、出来事に対して特に対処をしなかったという回答が目立った。

　質問5-7.「（5-5.で「3.特に何もしなかった」を選択した方にお聞きします。）何もできなかった／し
なかった理由を教えてください。」では、加害者や現状に対して諦めを感じるような内容の回答が

複数あった。対応をすることを自ら諦めてしまわざるを得ない環境があると言える。

　質問5-9.「このような場面に対して、どのような支援や改善があると良いと思いますか。」では、
ハラスメントに関する認識の確認を求める回答があった。全学生・教職員でハラスメントに対する

認識を確認するようなことが行われているという情報は見つけられなかった。
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　「思想教育」という回答については、どのような思想教育が必要なのか記述されておらず、具体

的な支援内容は分からないが、現在全学生対象のセクシュアル・ハラスメントに関する教育は実

施されていない。

　「真剣に聞いてくださるセラピスト。お金を払ってもいいと思える方。」という回答に関しては、東

北大学には外部相談窓口が用意されているが、それについて周知されていないもしくは現在存

在する外部相談窓口に不満があると考えられる。

　「支援-被支援関係の外にいる第三者から警告を出せるシステムがあるとよい(実際そのように
対応してもらった)。」という回答については、東北大学の外部相談窓口を指していると考えられ
る。

※1 SOGI：性的指向(Sexual Orinetation)（※2）と性自認(Gender Identity)（※3）。
※2 性的指向：どんな相手に恋愛的、性的魅力を感じるか。
※3 性自認：自分を、どの性別であると認識するか。

3-d. 大学の関連機関に関する考察
　質問6-1.「セクシュアル・ハラスメントに関する相談・支援について、大学の関連機関が適切に
機能していると思いますか。」では、「わからない」という回答が半数以上を占めた。その要因とし

て、大学の関連機関についての周知が不足していることが考えられる。また、大学の関連機関を

具体的に示さず、かなり大まかな聞き方をしたことも要因の一つと考えられる。学内・学外双方の

相談機関やガイドラインは存在している一方で、特に社会生活上の性別が女性の方からは否定

的な評価が多く、「適切に機能していない」、「知らない」、「信頼がない」といった内容の回答が寄

せられた。具体的な内容として、「掲示板以外であんまし見たことがない。やるなら隔年とかでも

良いんでしっかり教育の場を作って欲しい。やらないならやらないで別に良いですけど。」、「その

ような被害にあった際に相談すれば良い窓口を知らないから。」、「相談した際に本当に大学や

親に連絡や情報がいかないか心配してしまいます。」といった回答が得られた。

　「知らない」人が多いことに関しては、大学側の周知不足だと考えられる。学生全員にハラスメ

ント防止・相談機関について知らせる機会に関しても、同様に一層の周知が必要とされていると

いえる。

　相談した際の情報の取り扱いに対する不信感に関しては、「3-a.言動によるセクシュアル・ハラ
スメントに関する考察」で言及した東北大学のハラスメント防止対策のホームページの内容と関

連しているといえる。

　「適切に機能していない」、「信頼がない」については実際に利用した人にしか分からないため、

具体的に誰の・どのような相談が適切ではなかったのか追加の調査やインタビューが必要であ

るが、本調査では対象者からアンケートの協力を得られなかった。
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4. 提言
　今回の調査に基づき、「セクシュアル・ハラスメントを起こさない・許さない環境作り」、「相談しや

すい環境作り」、「相談・支援機関の充実」の3つの項目に関して次のような提案をする。

1. セクシュアル・ハラスメントを起こさない・許さない環境作り
a. 全学生・教職員を対象としたセクシュアル・ハラスメントに関する教育

2. 相談しやすい環境作り
a. 被害者に寄り添った内容の情報発信

3. 相談・支援機関の充実
a. セクシュアル・ハラスメントの実態を把握するための働きかけ
b. 大学の相談機関・学外の相談機関を利用した学生からのフィードバック
c. 大学の相談機関における被害者への心のケア

　1-a.「全学生・教職員を対象としたセクシュアル・ハラスメントに関する教育」に関しては、「セク
シュアル・ハラスメントとは何か、どのような行為がセクシュアル・ハラスメントにあたるのか」につ

いて、「東北大学ハラスメント防止対策」というホームページに掲載されている「セクシュアル・ハラ

スメントの例示」という資料を用いて毎年周知する等の対応を求める。本調査により、「無意識

に」、「ノリで」、「からかい半分で」、「固定的な男女観から」セクシュアル・ハラスメントにあたる言

動や行為を受けたという回答があり、該当する加害者はその行為をセクシュアル・ハラスメントだ

と自覚していない可能性が高いことから、被害を未然に防ぐための対応が求められる。

　2-a.「被害者に寄り添った内容の情報発信」に関しては、相談者の個人情報が保護されている
こと、被害について周りに知られないということをより一層明示する等、公的な流れだけでなく、ソ

フト面での流れを記載することで、相談のハードルを低くすることが必要と考える。

　3-a.「セクシュアル・ハラスメントの実態を把握するための働きかけ」に関しては、全学生や教員
を対象としたセクシュアル・ハラスメントに関する調査を毎年行い、学内のセクシュアル・ハラスメ

ントの実態を把握することで、大学や学外機関には相談しづらい、相談するほどでもないと持っ

ているが被害について知って欲しいという学生のニーズに応えることができる。東北大学学生生

活調査では、ハラスメントの言葉は、困りごとがあるか尋ねる項目でのみ記載があるため、より

詳しく尋ねる項目の作成が必要と考える。また、セクシュアル・ハラスメントについて考えるきっか

けになる上、アンケートに相談機関を記載することで相談機関の周知に繋がると考える。

　3-b.「大学の相談機関・学外の相談機関を利用した学生からのフィードバック」に関しては、任
意でフィードバックをもらった上で、その結果をホームページ上で公開することを提案する。これ

により、相談機関の対応の改善に繋がる上、相談員の良し悪しを利用する前に知ることで相談し

たくても躊躇してしまう方への安心材料となると考える。

　3-c.「大学の相談機関における被害者への心のケア」に関しては、大学のセクシュアル・ハラス
メント相談機関と東北大学保健管理センターのメンタルヘルス診療科との提携を提案する。これ

は、学外の相談機関では心のサポートについても対応されているが、学内の相談機関について

は被害者のメンタルケアについての記載や配慮が見られないこと、被害者の負担を減らすため

心のケアという難しい領域を相談員である教職員のみで行うのではなく大学の保健管理センター

と協力して行うことの2つを実現するために提案する。
　これらの提案のうちには実現が困難なものも含まれるが、より多くの学生にとって過ごしやすい

大学に変えていくために必要な提案であると考える。
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5. 総括
　本アンケート調査では、セクシュアル・ハラスメントを言動に関するもの・環境に関するもの・そ

の他の3つのセクションから回答を得た。全体を通して、大学内にセクシュアル・ハラスメントを許
してしまう環境があること、被害を受けたり見聞きしたりしても対応を取りにくい・取ることができな

い環境があること、学生・教職員のセクシュアル・ハラスメントに対する認識が不足していることな

どが共通の問題として挙げられる。

　本調査で見えた実態や学生の声を大学側に届けるとともに、以上で上げてきたような具体的な

改善案の実現を目指す。

　また、今回の調査は学生主体だったこともあり回答数が限られたため、明らかにされなかった

困難や不快な経験があると考えられる。今後のより大規模な調査が期待される。
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付録
本調査で使用したアンケートを別資料で添付する。
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