
調査期間： 2017.06.28～07.02
調査方法： 「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性461人（平均年齢：40.67歳）

女性（2017年/全国）
「電車内の痴漢についてのアンケート」

「電⾞内の痴漢についてのアンケート」まとめ

痴漢にあったことがある⼥性は6割超。10代・20代での被害が多数
全国の⼥性を対象に、電⾞内の痴漢についてアンケートを実施した。痴漢にあったことがあると回答した⼈は63.1％で、その時の年代は10代が57.4％、20代が67.4％と大半を占めた。全国の⼥性を対象に、電⾞内の痴漢についてアンケートを実施した。痴漢にあったことがあると回答した⼈は63.1％で、その時の年代は10代が57.4％、20代が67.4％と大半を占めた。

痴漢にあったとき、周囲に助けを求めるなど積極的な対策ができた人はごくわずか
何もできなかった理由は、「怖かった」「勇気がなかった」
■痴漢にあったときにどのような対処をしたか聞いたところ、積極的な対策ができた⼈は非常に少ない。「直接、やめて欲しいと言った」9.6％のほか、「周囲の⼈に痴漢がいると訴えた」「周
囲の⼈や知⼈にこっそり助けを求めた」「電⾞を降りて痴漢を駅員や警察に突き出した」などはいずれも5％未満だった。囲の⼈や知⼈にこっそり助けを求めた」「電⾞を降りて痴漢を駅員や警察に突き出した」などはいずれも5％未満だった。
最も多かったのが「体の位置をずらして被害を逃れようとした」59.8％。次いで、「別の⾞輛に乗り換えた」23.0％、「痴漢の手を押さえるなど、身振りでやめさせようとした」21.0％。
■「何もできずに耐えていた」ことがある⼈は36.1％で、その理由を聞くと「怖かった」「勇気がなかった」がともに63.8％。

痴漢防⽌対策として、電⾞内に監視カメラを導⼊することに「賛成」が約９割痴漢防⽌対策として、電⾞内に監視カメラを導⼊することに「賛成」が約９割
冤罪を問題視する意⾒も
■電⾞の⾞輛内に監視カメラを導⼊する動きについて、痴漢防⽌対策の観点から、どう思うかを尋ねたところ、「賛成」が約９割（「大いに賛成」「まあ賛成」を合わせて）。
賛成の理由についてのFAでは、「痴漢の抑⽌」はもちろんだが、「痴漢冤罪対策」「そのほかの迷惑⾏為などの防⽌」にもつながるといった声が目⽴った。
特に痴漢の冤罪を問題視する⼈は多く、「自分の夫や子どもが冤罪事件に巻き込まれたら…」と⼼配する意⾒が散⾒された。
賛成派・反対派どちらからも出たのは、「満員電⾞などでは痴漢の現場は撮影しにくいのではないか︖ 本当に抑⽌⼒になるか︖」という懸念。賛成派・反対派どちらからも出たのは、「満員電⾞などでは痴漢の現場は撮影しにくいのではないか︖ 本当に抑⽌⼒になるか︖」という懸念。
また、プライバシー保護や、監視カメラの導⼊・運用のコストを⼼配する声もあった。
■「痴漢をなくすにはどうしたらよいと思うか︖」についてのFAでは、監視カメラの導⼊のほか、「電⾞の満員状態の緩和対策（時間差出勤・通勤やテレワークなど）」「⼥性⾞輛・男性⾞輛・男⼥共通⾞輛
（同伴者がいる場合など）の導⼊」「社内アナウンスやポスターなどでの注意喚起」「痴漢の厳罰化（同時に冤罪対策も必要）」といった意⾒が挙がった。
■痴漢にあわないための、自分なりの対策があるか聞いたところ、「痴漢対策のために、3年ほど始発で通勤したことがあります」（44歳）、「鞄でガードする。壁にもたれるようにして、背後に⼈がこない状況に
する。満員電⾞で短いスカートははかない」（24歳）、「ケータイをずっと⾒るのはやめ、周りにどんな⼈がいるかたまに⾒ておく」（29歳）など、さまざまな対策をしている様子が窺える。
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【設問一覧】【設問一覧】

Ｑ１ 電車内で痴漢にあったことがありますか？

Ｑ２ Ｑ１で「ある」と答えた方にお聞きします。被害にあったのはいつですか？（複数回答可）

Ｑ３ Ｑ１で「ある」と答えた方にお聞きします。被害痴漢にあった時、どうしましたか？（複数回答可）

Ｑ４ 痴漢にあった時、何もできなかったことがある人にお聞きします。その理由を教えてください。（複数回答）

Ｑ５ 痴漢にあった時、周囲に助けを求めたことがある人にお聞きします。周囲の人は協力してくれましたか？

＜以下、全員への設問＞
Ｑ６ 電車の車輛内に監視カメラを導入する動きが進んでいます。痴漢防止対策の観点から、どう思いますか？ 理由も合わせて教えてください。Ｑ６ 電車の車輛内に監視カメラを導入する動きが進んでいます。痴漢防止対策の観点から、どう思いますか？ 理由も合わせて教えてください。

Ｑ７ 痴漢に対して言いたいことはありますか。痴漢についてどう思いますか？

Ｑ８ 痴漢をなくすには、どうしたらよいと思いますか？

Ｑ９ 痴漢にあわないための、自分なりの対策はありますか？Ｑ９ 痴漢にあわないための、自分なりの対策はありますか？

回答者プロフィール

【居住地】

【年代】 【未既婚】

【居住地】

ｎ %
北海道　 20 4.3
宮城県　 3 0.7
秋田県　 1 0.2
福島県　 2 0.4
群馬県　 3 0.7

滋賀県　 4 0.9
京都府　 18 3.9
大阪府　 74 16.1
兵庫県　 53 11.5
奈良県　 5 1.120代以下

12.6%

60代以上

4.8% 群馬県　 3 0.7
埼玉県　 21 4.6
千葉県　 25 5.4
東京都　 94 20.4
神奈川県　 43 9.3
新潟県　 1 0.2
富山県　 2 0.4
福井県　 1 0.2

和歌山県　 2 0.4
岡山県　 2 0.4
広島県　 6 1.3
山口県　 1 0.2
徳島県　 1 0.2
香川県　 1 0.2
愛媛県　 2 0.4
高知県　 0 0.0

12.6%

30代40代

50代

12.8%

4.8%

独身

45.6%
既婚

54.4%
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長野県　 1 0.2
岐阜県　 6 1.3
静岡県　 5 1.1
愛知県　 28 6.1
三重県　 3 0.7

高知県　 0 0.0
福岡県　 30 6.5
長崎県　 1 0.2
熊本県　 1 0.2
鹿児島県　 1 0.2

30代

36.7%

40代

33.2%

54.4%
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あるない

【電車内で痴漢にあった経験の有無】

2.710歳未満

【電車内で痴漢にあった時の年代】 複数回答

ある
63.1%

ない
36.9%

57.4

67.4

16.8

4.5

10代

20代

30代

40 4.5

0.7

40代

50歳以上
n＝291

%

9.6

1.7

痴漢に直接「やめて欲しい」と言った

周囲の人に「痴漢がいる」と訴えた

【電車内で痴漢にあった時、どうしたか？】 複数回答
【周囲の人は協力してくれたか？ 】

積極的に協力してくれた 11人

見ているだけだった 2人

誰も反応してくれなかった 1人
1.7

3.8

4.5

3.1

21.0

59.8

周囲の人や知人にこっそり助けを求めた

周囲の人がさりげりなく注意喚起をしてくれた（咳払いなど）

電車を降りて痴漢を駅員や警察に突き出した

痴漢の手を押さえるなど、身振りでやめさせようとした

体の位置をずらして被害を逃れようとした 63.8怖かった

誰も反応してくれなかった 1人

【何もできなかった理由 】 複数回答

59.8

3.1

23.0

36.1

9.6

体の位置をずらして被害を逃れようとした

被害後、駅や警察に通報した

別の車輛に乗り換えた

何もできずに耐えていた

その他

63.8

31.4

63.8

怖かった

誰が痴漢かわからなかった

勇気がなかった

%
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10.5その他n＝291
n＝105

%

%
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Ｑ６ 電車の車輛内に監視カメラを導入する動きが進んでいます。痴漢防止対策の観点から、どう思いますか？Ｑ６ 電車の車輛内に監視カメラを導入する動きが進んでいます。痴漢防止対策の観点から、どう思いますか？

【「大いに賛成」「まあ賛成」の理由】あまり賛成で

はない

8.7%

反対

0.9%
年齢 未既婚 居住地 理由

37 既婚 千葉県　
痴漢防止だけでなく色々役立つのではないでしょうか。普通に生活していれば監視カメラは気にならないと思う。しかし、その管理・
閲覧についてはかなり厳重でなければならないと思います。

36 既婚 東京都　 痴漢にあっても声をあげられない人がほとんどだと思います。冤罪をなくす為にも、カメラ導入賛成です

大いに賛成

51.6%まあ賛成

38.8%

36 既婚 東京都　 痴漢にあっても声をあげられない人がほとんどだと思います。冤罪をなくす為にも、カメラ導入賛成です

33 独身 兵庫県　 した側もされた側もほんとうの事がわかっていいと思います。 また痴漢対策の他にスリの対策にもなると思います。

28 独身 愛知県　
監視の目があることにより、痴漢の発生率は格段に下がると思う。 女性の安心はもちろん、痴漢冤罪の恐怖から男性も解放される
のではないか。

26 既婚 北海道　 思い切ってそうしてほしい！ 捕まえる勇気を持つきっかけにしたい！

26 独身 奈良県　 監視されない空間だから、痴漢してしまうのだと思うし、痴漢しない人間からすると別に困ることもないと思う。

プライバシーの問題が言われていますが、いまやカメラは店内、駅構内、タクシーやバス、そこらじゅうに設置されているので、電車38.8%
29 独身 大阪府　

プライバシーの問題が言われていますが、いまやカメラは店内、駅構内、タクシーやバス、そこらじゅうに設置されているので、電車
内につけたところで特に変わらないと思う。カメラも「カメラです！」みたいなカメラではなく、黒い円盤？みたいなやつであればそこま
で見られている圧迫感もないかと思う。それよりも犯罪の抑止力といざというときの証拠になるので早急に設置すべきである。

50 既婚 神奈川県　
痴漢行為だけでなく、酔っ払いや挙動不審者など、電車内は本当にいろいろなことが起こる。電車内はある意味密室なので絶対導
入するべきだと思う。

43 独身 和歌山県　
基本は乗車中に携帯を見ませんが、約束前など状況によって携帯をチェックします。画面がカメラに写った時のことを想像すると複雑
な気分です。

55 独身 兵庫県　
電車の中は公共の場なので監視カメラが設置されることは構わないと思う。監視カメラが導入されることによって痴漢だけではなく

55 独身 兵庫県　
電車の中は公共の場なので監視カメラが設置されることは構わないと思う。監視カメラが導入されることによって痴漢だけではなく
色々な犯罪の抑止力になると思う。そしてマナー改善にもつながるかも。

24 独身 兵庫県　
痴漢だけではなくほかの迷惑行為についても予防になるので、いいとは思います。しかし、痴漢行為は他人に見えないように行わ
れるため、カメラに映らないとしたら、抑止力にはあまりならないかもしれない。

27 既婚 大阪府　
痴漢の冤罪がひどすぎるから。女性側も、もし間違いだったら…と思うと声をあげにくいので、確実な証拠が１つでも多くある方が男
女共に助かると思うので。ホームにもカメラはあるわけで、電車内にあってもいいのではと思う。

51 独身 愛知県　
その場で言えなくても、下車後に訴えても調べてもらえそうだし、男性も冤罪防止になりそう。ただ、満員状態を緩和する方法も検討
すべきだし、監視カメラには映りにくいのではないかと思う。
女性を守ることはもちろん 昨今問題になっている冤罪被害の対策にもなると思います。 20代に毎朝悩まされた満員電車の痴漢行

39 既婚 東京都　
女性を守ることはもちろん 昨今問題になっている冤罪被害の対策にもなると思います。 20代に毎朝悩まされた満員電車の痴漢行
為ですが 冤罪で大変な思いをされているご家族の話を聞き 男子2人の母として どのように子供達が自分の身を守るべきか悩まさ
れました。

35 独身 福岡県　
満員電車だと、腰より下の位置は人混みでちゃんと写らないんじゃないかと思います。 導入されても良いですが、資金のムダになら
ないような方法をしっかり考えないといけないですよね。

32 独身 福岡県　
痴漢や冤罪の事件を耳にすることが増えたから。ただ、どこにでもカメラがあるのは正直どうかとも思うし、今後監視社会になる気が
して不安もある。

【「あまり賛成ではない」「反対」の理由】
年齢 未既婚 居住地 理由
43 既婚 千葉県　 抑止にはなると思うけれど、映像データが悪用されなければいいなと思う。

32 既婚 東京都　
混んでる車輌内に監視カメラを入れたところで意味がない気がする。ただ単に導入するのではなく、確実に捉えられるような工夫を
する等考えて導入した方が良いと思う。

42 既婚 神奈川県　
今や何でもかんでも監視カメラ。有事には客観的な証拠になるも、役立つものは何千何万の内ひとつ。陰に導入と運用の限りない
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42 既婚 神奈川県　
ムダがある。

43 独身 愛媛県　 痴漢は満員電車に多いと思うので、人の蔭になって監視カメラに映らないのではないかと思います。

26 独身 大阪府　 カメラがあっても満員だと映らないし、カバンやジャケットで映らないように痴漢することはできると思うから無駄だと思う。
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Ｑ７ 痴漢に対して言いたいことはありますか。痴漢についてどう思いますか？

年齢 未既婚 居住地

24 独身 兵庫県　
痴漢は本当に怖いと思います。無くすためにも女性自身が満員電車に乗る際は端に寄る、女性専用車両を利用するといったことに気を付けるべき
だと思いますが、出来ない状況のときにこそ、どのように防ぐのかをもっと考えるべきだと感じました。
痴漢されている時って、 「ちょっと待てよ、これは痴漢なのかな？」 と考えている人が大半だと思う。通勤ラッシュ、帰宅ラッシュなんか嫌でも密着す

25 独身 北海道　
痴漢されている時って、 「ちょっと待てよ、これは痴漢なのかな？」 と考えている人が大半だと思う。通勤ラッシュ、帰宅ラッシュなんか嫌でも密着す
るんですよ。嫌でも。 だから、間違えて男性の手が女性の股間なり胸付近の位置になっちゃって、どかすにもどかせないって男性がいるかもしれな
いのですべてを痴漢と言うには可哀想すぎる。騒ぎ立てる女も女だと思う。そもそも痴漢の定義がわからない

25 独身 大阪府　 痴漢は軽犯罪に思われがちですが、被害者の心のダメージは思った以上に深いです。絶対にしないでほしいです。
25 独身 奈良県　 痴漢をすることは絶対にダメだけど、痴漢を利用してやってもいないのに脅迫する行為も絶対にダメだと思う。
27 独身 東京都　 身勝手で卑劣な犯罪だと思う。痴漢や冤罪におびえる人が多いので、なくなってほしい。
28 独身 大阪府　 理性を勝たせる努力をしてください28 独身 大阪府　 理性を勝たせる努力をしてください
29 独身 滋賀県　 関係のない他人を巻き込むことがどれだけ迷惑なことか、気づかないことを不思議に思う
29 既婚 大阪府　 痴漢する人は最低だし、された方はどれだけ恐怖か周りにも恥ずかしくて言えない人もいると思うので痴漢なんて馬鹿な事はしないでほしいです！
30 既婚 大阪府　 車内で欲求を満たすなど言語道断だし、少しでも被害が減るような対策をしてほしい。
31 既婚 福岡県　 卑劣な行為だし最低だと思う。もっと厳罰化してそういう犯罪が少なくなってほしい。
32 既婚 東京都　 「くだらないことをして、人を不快にさせて、自分の人生も棒に振ろうとしている」ということを理解すべき。
33 既婚 大阪府　 性犯罪なので、厳罰化してほしい。33 既婚 大阪府　 性犯罪なので、厳罰化してほしい。
33 既婚 兵庫県　 痴漢にあうまでは、あった時にやめてと大声で言えると思っていたが、実際その場になると、何もできないもの。許せない。

34 既婚 大阪府　
どうしていけないことをしてしまうのか、それは理解が出来ません。理性を抑えられないものなのでしょうか。職場や家族やたくさんの人に迷惑がか
かるし、信用も全てを失うことになるのに。

34 既婚 広島県　 痴漢は勿論悪い事だが、冤罪もあると思うと、男性の立場で考えたら怖い。

36 既婚 神奈川県　
とても卑劣な行為ではありますが、痴漢冤罪も多く、特に男性は痴漢の疑いをかけられるとはらすのができない思いが大きいのではないでしょう

36 既婚 神奈川県　
か。

37 独身 大阪府　
自分の欲求を満たすために、他人に怖い思いをさせたり不快な気分にさせるなんて最低の人間だと思う。 十数年たっても未だに不快な思いをした
記憶は残っているし、トラウマになっている。 冤罪等もあって難しい問題だが、何回も繰り返すような痴漢には厳罰を与えて欲しい。

37 既婚 千葉県　 犯罪が発覚したときに妻に子供にあわせる顔はもっているのか？娘、孫が同じ目にあうかもしれないですよ。
39 既婚 神奈川県　 男性は電車に乗るのが大変だと思います。えん罪も実際にあるので。
41 既婚 千葉県　 冤罪も問題になっているので男女両方の敵だと思う
42 既婚 静岡県　 犯罪です。恥ずかしいと思います。まず捕まったときに家族や回りに迷惑をかけると言うことを考えてほしいと思います。
43 既婚 兵庫県　 そんなことにパワーを使わずに女性に対して尊敬してほしいですね。
43 独身 京都府　 卑劣で自分勝手です。未だに忘れられないので、許せません。
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調査期間： 2017.06.28～07.02
調査方法： 「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性461人（平均年齢：40.67歳）

女性（2017年/全国）
「電車内の痴漢についてのアンケート」

Ｑ８ 痴漢をなくすには、どうしたらよいと思いますか？Ｑ８ 痴漢をなくすには、どうしたらよいと思いますか？

年齢 未既婚 居住地

33 独身 東京都　 痴漢にあった際の対処の教育

24 独身 愛知県　 カメラの導入や私服警備員の導入。

45 既婚 福岡県　 ぎゅうぎゅう した中だから おこるので、満員電車とかにならないような 工夫も必要45 既婚 福岡県　 ぎゅうぎゅう した中だから おこるので、満員電車とかにならないような 工夫も必要

30 既婚 岐阜県　 やはり女性もはっきり言わなくてはいけないかなと思うようになりました。 その場で言えない時は、事後でもいいので駅員さんに言うべきだと思う。

37 既婚 東京都　 やはり証拠を残すことが大事なので、防犯カメラの設置が有効だと思う

42 既婚 兵庫県　 よく地下鉄で「痴漢は犯罪です！！」とアナウンスされているが、あれもかなり効果はあると思う。

53 独身 東京都　 わいせつな気分にさせる様なチラシや宣伝を車内に載せない見せない事も1つの方法だと思います。

42 独身 愛媛県　 学校で警察官の講演などをして被害者の苦しみや犯罪を犯した後の生活が激変することなどを教えるようにすればいいのではないかと思います。

31 独身 東京都　 完全に女性と男性車両に分ける。各所に痴漢撲滅ポスターを貼って抑止させる。31 独身 東京都　 完全に女性と男性車両に分ける。各所に痴漢撲滅ポスターを貼って抑止させる。

27 独身 東京都　 監視カメラの導入、または電車混雑の回避（時間差出社やテレワークなどを多くの企業が導入する）

29 独身 滋賀県　 監視カメラを設置したり、混雑が無ければ痴漢行為もしづらいと思うので電車の本数や車両数を増やす

38 既婚 大阪府　 混み合った車内をなくすこと。車内に余裕が欲しいです。

49 既婚 神奈川県　
若い子への痴漢が多い(と思う)ので、学生の登校時間をフレキシブルにする。 スクールバスを数駅分でいいので運行。(少しでも満員電車の乗車時間を減らす) 学
生さんは大変かもしれないが、早朝登校(フレキシブルと同じ考えかしら)

26 独身 奈良県　 女性専用車は本当にありがたいです。 女の人が強くなればいいのですが、それも難しいと思うので、女性専用車がこのまま存在してほしいです。26 独身 奈良県　 女性専用車は本当にありがたいです。 女の人が強くなればいいのですが、それも難しいと思うので、女性専用車がこのまま存在してほしいです。

34 独身 埼玉県　 女性専用車両だけでなく、男性専用車両を作る 満員電車の緩和（電車本数を増やす、広げる） など物理的な手段しかないと思います。

25 既婚 三重県　 女性専用車両のみならず、男性専用車両や、 男女共同車両(異性の同伴者がいる時のみ乗車できる)を作る。

42 既婚 福岡県　 女性側が自己防衛するしかないと思う。痴漢するような男は自制心を保てない人間なのでどんな対策しても無駄だと思う。

39 独身 兵庫県　 女性側の自衛に限る。周りの無関心がさらに良くない。勇気が人を救うことがある第三者の協力も必要だ。

37 独身 愛知県　 職員や警官が私服パトロールでなく、制服でパトロール。見られているんだなと犯人も警戒するし、私たちも守られていると安心できる。

27 独身 兵庫県　
痴漢を受けたことを言いやすいように 駅員さんや警察官に女性が増えるといいなと思います。 どんなことをされたのか、男性に話すのはとても屈辱的でつらいです。
みんなが通報しやすい体制を整えたら、おのずと痴漢も減ってくるのではないでしょうか。

40 既婚 神奈川県　電車に乗る時間帯を分散する。やはり、監視カメラなどで、痴漢を抑止する。

39 独身 大阪府　
電車は、もう「女性用車両」「男性用車両」「どちらもＯＫ」で3分割にした方が良いと思います。痴漢を疑われたくない男性は男性車両に乗ればいいですし、家族連れ
やカップルは、区別の無い車両に乗れば問題ありませんから。

48 独身 大阪府　 電車やバス等の交通機関の混雑の緩和と、誘発遠因となるような出版物や映像内の表現の規制。48 独身 大阪府　 電車やバス等の交通機関の混雑の緩和と、誘発遠因となるような出版物や映像内の表現の規制。

31 既婚 東京都　 電車内に痴漢用の防犯ブザーを設置する。

38 既婚 大阪府　 難しいと思いますが完全に男性と女性の車輌を分けて被害者が出ないようにする

32 既婚 東京都　 罰を強くする。勤務先にも伝える。ただし、冤罪対策も必要だと思います。

41 既婚 滋賀県　 防犯カメラをつけたり、痴漢で捕まったらどうなるかなどのポスターを電車にも貼ればいいと思う。

42 既婚 香川県　 満員電車にならない工夫がいると思うが具体的には難しい

42 既婚 千葉県　 満員電車に乗らないで済むように仕事の時間をずらせるといいなと思います
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42 既婚 千葉県　 満員電車に乗らないで済むように仕事の時間をずらせるといいなと思います

29 既婚 宮城県　 満員電車の見直し 飲酒後の可能性が高い夜も電車車両に男女別を設ける 痴漢による罪を重くする



調査期間： 2017.06.28～07.02
調査方法： 「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性461人（平均年齢：40.67歳）

女性（2017年/全国）
「電車内の痴漢についてのアンケート」

Ｑ９ 痴漢にあわないための、自分なりの対策はありますか？

年齢 未既婚 居住地
33 既婚 神奈川県　 360度キョロキョロして痴漢に合わないような言動やオーラを出す。
45 既婚 神奈川県　 あまり露出度の高い服を着ない
35 既婚 神奈川県　 いつも同じ車両に乗らない、なるべく背後に人を立たせないようにする。

エレベーター内で2人きりになった時は背後を見せない、電車内ではスカートを履いてる時の方が被害にあうのでスカートを履いてることを意識
34 独身 愛知県　

エレベーター内で2人きりになった時は背後を見せない、電車内ではスカートを履いてる時の方が被害にあうのでスカートを履いてることを意識
する、満員電車の場合密着してくる人が胸やお尻に手を当てようと変に動いてきたらその部分にカバンを持っていく、電車内では片腕で胸を
ガードしておく、駅の改札辺りで立ってた人が後をつけてくることが何回かあったので夜は気を抜かない

26 独身 神奈川県　 おしりを壁やドア側にしたり、鞄で隠したりなるべく男の人の前や後ろには立たないようにしてます。
42 既婚 兵庫県　 かなり目つきを悪くして電車に乗るよう努力していた。（笑）
29 独身 神奈川県　 カバンなどでガードし、「自分は気をつけている」ということをアピールする。イヤホンはしない。
26 独身 大阪府　 カバンを胸の前で抱える。後ろに人がいない場所になるべくいる。
29 既婚 山口県　 ケータイをずっと見るのはやめ、周りにどんな人がいるかたまに見ておく。

36 独身 兵庫県　
スカートは痴漢されやすいのでなるべくズボンを着用すること ラッシュを避ける　夜遅く出歩かない　夜遅出歩くと痴漢に遭いやすい それは同
情できないから　もっと早く帰宅を心掛ける

32 既婚 大阪府　 スカートをよく履くので背後に気をつけている
26 既婚 北海道　 ズボンをはくように心がけています。
44 独身 神奈川県　 ドアヨコの角には立たないようにしている。時間をずらして混んでいない車両に乗る。
26 独身 東京都　 ドア付近は混雑するので、座席の前になるべく立つ。座席の前に立つと、ガラス越しに自分の後ろに立っている人の顔も確認することができる。26 独身 東京都　 ドア付近は混雑するので、座席の前になるべく立つ。座席の前に立つと、ガラス越しに自分の後ろに立っている人の顔も確認することができる。
29 既婚 千葉県　 なるべくズボンを履いたり女性の近くにいるようにしてます。
38 独身 愛知県　 なんかおかしいと思ったら電車を降りる。
26 独身 奈良県　 ミニスカートや肌が見える薄着はなるべくしないでいる。
25 既婚 三重県　 怪しそうな人がいたら、敢えて一旦目を合わせる。
24 独身 兵庫県　 鞄でガードする。壁にもたれるようにして、背後に人がこない状況にする。 満員電車で短いスカートははかない。

43 独身 和歌山県　
現在４３歳になり何もしておりません。合った当時は１９～２０歳の頃で、白シャツにデニムを合わせたカジュアルな服装に関わらず正面から触ら
れたので「露出した服装とか関係ない」と思っています。れたので「露出した服装とか関係ない」と思っています。

45 既婚 東京都　
高校生の時は毎日のように遭っていて、入口付近の角が狙われやすいと知り、座席側まで入るようにしたり、友人と話をしながら帰るようにして
いました。（一人のほうが狙われるらしい）

29 既婚 大阪府　 混雑時の時は女性専用車両に乗ってます

30 独身 愛知県　
混雑時間を避ける、身だしなみもそうかもしれないが、態度も。立ち方座り方を気を付ける。最近だらしなさ満開の人って男女問わず若い人に多
いと思う。

34 既婚 兵庫県　
時間に余裕を持って通勤する（女性専用車両に乗る、混雑した特急を見送り普通電車にのる、等）。刺激的な服装はしない。出来るだけ顔を上
げて、堂々と乗る。

34 既婚 兵庫県　
げて、堂々と乗る。

44 既婚 神奈川県　 早いすいている時間帯に電車に乗る。痴漢対策のために、３年ほど、始発で通勤したことがあります。
41 独身 神奈川県　 大きめのかばんを持ち、男性が隣にきたらかばんを盾にする。
26 独身 奈良県　 男性でも連れといる人や、女性の近くに立つ。満員電車の時間帯を避ける。
38 既婚 大阪府　 痴漢に遭いそうな場所には立たない。肌の露出は少なくする。 スマホや音楽に夢中になり過ぎないようにする。

27 独身 兵庫県　
満員電車に乗るとわかっているときは、ひざ上丈のスカートははかない。 大き目の鞄を持って、壁にする。 女性が多そうな列に並ぶ。 横に女
性がいたら、その人に背を向けて立つ。 腕を組んだりして胸が当たらないよう気を付ける。
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