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1. 緒言 

ドメスティック・バイオレンス(以下 DV)は，個

別には逆もあるものの，男性から女性への暴力と

されてきた。内藤は１），個人の問題というより，社

会構造としてある「男性」「女性」という集団間に

力の比対等，強弱があるとし，これが DV に関係

している。そして，DV は長年，家庭内や夫婦間の

問題とされ，第三者が介入する問題ではないとさ

れてきた。しかし，1995 年の第４回世界女性会議

では，女性の人権がうたわれ，同年の国連総会で

は「女性に対する暴力」が重大問題領域の一つと

して位置づけられるなど，近年「女性に対する暴

力」への意識は高まってきた。東京都による調査２）

では，男女とも「男は仕事，女は家事・育児」と

いう考え方を否定する人の方が，DV を「どんなこ

とがあっても許されない」とする割合が高いこと

が明らかとなっている。このように性役割観と DV
には関係が認められる。性役割観は，様々な場面

で性意識や性行動として表出する。例えば「コン

ドームは男性が買うべきだ」といった意識の背景

には「性的な行為は男性がリードした方が良い」

「女性は性に対して男性より控えめなほうが良

い」といった性役割観が存在する。そして，もし

こうした性役割観の偏りをなくすような性教育を

行うとすれば，DV の少ない社会をつくり出すこと

につながるのではないか。 
以上のような問題意識のもとに，ここでは基礎

的な研究として，大学生の性意識・性行動と DV
の関係について検討を試みた。 

 
2. 研究方法 
1) 調査内容 
性意識・性行動に関しては，先行研究３）４）を参

考に，33 項目の性意識・性行動を問う質問用紙を

作成した。回答は A「そう思う」，B「そう思わな

い」の二段階で求めた。 
DV に関しては，先行研究２）５）を参考に，実際の

加害・被害経験ではなく，妻(または彼女)への様々

な暴力がどの程度「許される」と考えるかを問う

質問用紙を作成した。これは DV 許容度をみるも

のであり，回答は A「許せる」，B「やや許せる」，

C「やや許せない」，D「許せない」の四段階で求め

た。 
2) 調査の実施 

2003年 12月 17日に茨城大学教育学部の授業「セ

クソロジー教育の研究」の一部を用い，実施した。

対象者の内訳は 4 年生５名（男子１名，女子４名），

３年生 44 名(男子４名，女子 40 名)，2 年生 66 名(男
子 18 名，女子 48 名)である。 
3） 分析方法 

 DV 許容度は，A を 4 点，B を 3 点，C を 2 点，D

を 1 点として合計点を求めた。その合計点と性意

識・性行動を問う質問 Q1～Q33 それぞれについて

Mann-Whitney の U-test を用い，関係を分析した。 

3. 結果 

 表１は性意識・性行動と DV 許容度の関係につい

て示したものである。 

 それぞれの性意識･性行動について，肯定する人

の DV 許容度と否定する人の DV 許容度に差が認め

られたのは９項目であった。 

それは，「妻・彼女にはセックスを断る権利があ

る」「浮気は問題ない」「好きな人とでなくてもセ

ックスできる」「その場の流れや雰囲気やノリで好

きでもない相手とセックスするのは仕方ない」「コ

ンドームは男性が買うべきだ」「セックスのパート

ナーが複数いても問題ない」「男の浮気は仕方な

い」「アダルトビデオの世界と現実の世界はちが

う」「中絶するくらいなら，セックスすべきでない」

である。 

一方，他の 24 項目においては，差が認められな

かった。 

 

4．考察 

 DV 許容度との関係が認められた性意識･性行動

の特徴には，次のような 5 つがある。 

①性役割観が関係していると思われる性意識・性

行動 
②浮気を許容する態度 
③セックスパートナーの不特定性 
④アダルトビデオに対する意識 
⑤中絶に対する意識 
「妻・彼女にはセックスを断る権利がある」を

否定することと，「コンドームは男性が買うべき

だ」を肯定することは，性役割観が影響している

性意識・性行動と考えられる。「妻・彼女にはセッ

クスを断る権利がある」というのは，女性はパー

トナーの性的欲求に答える必要があるという性役

割観が背景にあると思われる。また，「コンドーム

は男性が買うべきだ」というのは，セックスを行

う上で避妊は互いに大切なことであるにもかかわ

らず，その避妊に用いるコンドームを買うのは男

性だということだ。このことからも，性的な行為

は男性がリードするという性役割観が推測される。

一方，キスやセックスなどの性的な行為は男性が

リードすべきだという項目に，差は認められなか

った。コンドームを買うという具体的な行為にな

ると，性役割観が表れやすくなるのではないか。

以上のことは，先行研究２）の性役割観を否定する

人の方が DV を「どんなことがあっても許されな

い」とする内容と同様のものと考えられる。 
 次に，浮気，とりわけ男性の浮気に対して寛容

な態度が DV 許容度と関係していた。しかしなが

ら，女性の浮気は否定し，男性の浮気を肯定する

項目には差が認められなかったことから，DV 許容

度の高い人は，女性の浮気も男性の浮気も肯定的

にとらえ，なおかつ男性の浮気にさらに肯定的で

あることが推測される。 
 好きな人とでなくてもセックスできるというこ 



とは，セックスパートナーの不特定性を表すもの 
である。その場の流れや雰囲気やノリで好きで 
もない相手とセックスしてしまうことも，セック 
スのパートナーが複数いても問題ないとすること 
にも同様のことがいえ，DV 許容度との関係が推測 
される。 
アダルトビデオの内容を真に受けるか，すなわ

ち，誤った可能性のある性情報に流されていない

かどうかということが，DV 許容度と関係している。 
中絶するくらいなら，セックスすべきでないと

いう項目には差が認められたが，予定外に子ども

ができたら人工妊娠中絶すればよいには差が認め

られなかった。中絶に対してより厳しい姿勢の有

無が DV 許容度に関係している。 
今回の対象者は「セクソロジー教育の研究」の

授業を受講している学生たちであるため，大学内

でも性に対する意識が比較的高い者たちであると

考えられる。今後は一般の学生を対象とする研究

も必要となろう。また， DV 許容度の高い人は本

来少数であると思われるが，そういった少数の人

たちを捜すには，本調査対象者の 115 人という数

は充分な数ではない。したがって，今後は調査対

象者の数を増やし，とりわけ本調査では，男性の

対象者が女性に比べ少なかったので，調査対象者

総数はもとより特に男性の対象者を増やし，研究

を進めていく必要がある。さらに，性役割観の偏

りをなくすような性教育の開発と，それが DV に

どのように影響するのかについても明らかにして

いくことが大事であろう。 
 

5． 結論 

 本研究の目的は，性意識・性行動と DV の関係

を明らかにすることであった。 
本研究において対象とした大学生では，性意

識・性行動の中のうち，性役割観が関係している

と思われる性意識・性行動，浮気を許容する態度，

セックスパートナーの不特定性，アダルトビデオ

に対する意識，中絶に対する意識は，ＤＶと関係

が認められた。 
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 表１ 性意識･性行動と DV 許容度との関係     

  DV 許容度   

    Z P 

Q２－１ 恋人･パートナーとのセックスにおいて避妊は大切である -1.821 N.S. 

Q２－２ 夫･彼氏にはセックスを求める権利がある -1 N.S. 

Q２－３ 妻･彼女にはセックスを求める権利がある -0.417 N.S. 

Q２－４ 夫･彼氏にはセックスを断る権利がある ‐ ‐ 

Q２－５ 妻･彼女にはセックスを断る権利がある -2.14 ＊ 

Q２－６ 浮気は問題ない -2.862 ＊＊ 

Q２－７ キスやセックスなどの性的な行為は男性がリードすべきだ -0.019 N.S. 

Q２－８ 早い性交経験は誇らしいことである ‐ ‐ 

Q２－９ 好きな人とでなくてもセックスできる -2.27 ＊ 

Q２－１０ 予定外に子どもができても人工妊娠中絶をすればよい -0.708 N.S. 

Q２－１１ その場の流れや雰囲気やノリで好きでもない相手とセックスするのは仕方ない -2.188 ＊ 

Q２－１２ コンドームは男性が買うべきだ -2.098 ＊ 

Q２－１３ 女性の浮気は肯定できないが，男性の浮気は肯定できる -1.391 N.S. 

Q２－１４ 一人でも多くの人とセックスしたい -0.745 N.S. 

Q２－１５ 男性が風俗に行くのを許容できる -0.401 N.S. 

Q２－１６ セックスのパートナーが複数いても問題ない -3.16 ＊＊＊ 

Q２－１７ 飲み会で盛り上がったあと酒の勢いでセックスするのは仕方ない -1.473 N.S. 

Q２－１８ エイズは自分とは無縁の問題である -1.521 N.S. 

Q２－１９ 処女は価値がある -0.218 N.S. 

Q２－２０ 童貞は価値がある -0.595 N.S. 

Q２－２１ 処女であることは恥ずかしい -0.064 N.S. 

Q２－２２ 童貞であることは恥ずかしい -1.142 N.S. 

Q２－２３ 男の浮気は仕方ない -3.009 ＊＊ 

Q２－２４ 相手が多少嫌がってもセックスをしてしまってよい ‐ ‐ 

Q２－２５ 一般的に言って女性にはレイプされたいという願望がある -1.61 N.S. 

Q２－２６ セックスから始まる恋愛を肯定できる -0.644 N.S. 

Q２－２７ できちゃった結婚を肯定できる -0.215 N.S. 

Q２－２８ 出会い系サイトで知り合って付き合うことを肯定できる -0.847 N.S. 

Q２－２９ 金銭を伴うセックスを許容できる -1.642 N.S. 

Q２－３０ 一般的に言って男性にはレイプしたいという願望がある -0.133 N.S. 

Q２－３１ 一回くらい避妊しないでセックスしても妊娠しない -0.793 N.S. 

Q２－３２ アダルトビデオの世界と現実の世界はちがう -2.422 ＊ 

Q２－３３ 中絶するくらいなら，セックスすべきでない -1.974 ＊ 

＊P＜0.05  ＊＊P＜0.01  ＊＊＊P＜0.001



 


