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生物学的問題（脳神経疾患，物質乱用,性差）

発達（平均下ＩＱ、多動性障害，ＬＤ，自閉スペクトラム症）

心理的問題（トラウマ関連障害，愛着障害）

環境
（虐待、貧困、反社会的な保護者、学校不適応）

非行には多様な要素が絡んでおり
それぞれの要素は互いに関連しやすい



入所人員の推移（過去１０年間）
京都少年鑑別所

年次 男女合計 男子 ％ 女子 ％

平成２１年 472 412 87.3％ 60 12.7％
平成２２年 493 446 90.5％ 47 9.5％
平成２３年 437 386 88.3％ 51 11.7％
平成２４年 331 281 84.9％ 50 15.1％
平成２５年 345 298 86.4％ 47 13.6％
平成２６年 303 275 90.8％ 28 9.2％
平成２７年 285 258 90.5％ 27 9.5％
平成２８年 235 216 91.9％ 19 8.1％
平成２９年 181 163 90.1％ 18 9.9％
平成３０年 190 166 87.4％ 24 12.6％
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非行・犯罪における性差

• 非行・犯罪の発生率 ・・男＞＞女

国や地域を問わず男女比 ９対１

• 平成29年刑法犯検挙人員
成人； 男性 146,806  女性 40,816・・4対1
少年； 男子 30,415 女子 5,147 ・・ 6対1

（平成30年犯罪白書）

「非行少年」「犯罪者」というのは、往々にして男子「非
行少年」・ 男性「犯罪者」のことである。
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思春期の心の特徴

• 対人刺激に敏感になると共に両極端に揺れ動
き、不安が強まる。 ⇒依存的になる

• 一方で、中枢神経は目覚ましい発達を遂げて
おり、思考力・判断力は大人並みとなり、強い
自己主張が形成される。 ⇒大人に反発する

• 身近な大人（大抵は親）に対して、依存と反発
の両方を向ける。 ・・・これが葛藤を招き、非
行行動へとつながるメカニズム



思春期の行動化の男女差

• 全ての子どもに依存と反発はあるが、問題行
動に至る機制としては・・

• 男子は反発が中心。性衝動に繋がる激しい
エネルギーによって自己主張と反発が噴出
する。

• 女子は依存が中心。精神的にしっかり受け止
めてくれる二者関係を求める気持ちがより強
い。



女子が問題行動に至るメカニズム

• 依存を家庭で受け入れられないことで、問
題が深まり行動化（あるいは症状形成）に至
る。

• 居心地の悪い家庭（虐待、暴力、性被害、
搾取）から家出をするが、安全な居場所へ
は行きつけない。

• 依存対象を不良交友、異性に、あるいは薬
物等に求めてさ迷い始めることから、逸脱の
方向へ。



女子非行少年の特徴
• 保護状況の脆弱さが際立っている。
• 被虐待が多い。（半数に身体的虐待）

⇒ 家庭に居場所がない場合が多い。

• いじめの被害に遭っている、あるいはいじめの加
害側になっている割合が多い。（約5割）

• 低学力・低学歴；（6割が中卒内高校中退が4割）
⇒学校にも居場所がない。

• 家庭内外で性被害を受けた経験を有する例が
多い。

交野女子学院収容統計
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京都少年鑑別所平成28年鑑別統計



女子非行少年の特徴
• 非行は、受け身的、無自覚的で、加害者性が
乏しいことが多い。

• 被害者性の方が際立っている。
• 心身の健康問題を抱えている。
• 性感染症、消化器症状、自律神経症状、過
換気症状、不眠等

• 精神保健上の問題を抱えている。
• 気分障害（うつ、双極性）、トラウマ関連障
害、リストカット、薬物乱用、大量服薬、自殺未
遂
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女子の精神診断と身体疾患
番号 年齢 非行名 精神診断 身体疾患

１ １６ ぐ犯 なし 金属アレルギー，花粉症

２ １５ ぐ犯 ＡＳＤの疑い クラミジア感染症

３ １３ 触法（窃盗，暴行） ＡＤ／ＨＤ，ＡＳＤの疑い 食物アレルギー（キウイ），緊張性頭痛

４ １７ 窃盗 なし 食物アレルギー（マグロ），クラミジア感染症

５ １７ 傷害 なし なし

６ １６ 傷害 なし 気管支ぜん息，左下腿痛，食物アレルギー（かに），凍瘡

７ １４ 窃盗 なし 起立性調節障害の疑い，鉄欠乏性貧血

８ １９ 覚せい剤取締法違反
精神刺激薬誘発性障害群，ＡＤ／ＨＤの疑い、
双極性感情障害の疑い 口唇炎，白癬症，ドライアイ，ほこりアレルギー

９ １７ 覚せい剤取締法違反 なし
アトピー性皮膚炎，花粉症，クラミジア感染症
食物アレルギー（甲殻類，果物，たこ）

１０ １３ 触法（窃盗） なし 気管支ぜん息，胃腸炎，不整脈

１１ １５ 窃盗 ＡＳＤの疑い クラミジア感染症

１２ １５ 暴行 なし 偏頭痛，歯列矯正，アレルギー性鼻炎

１３ １９

覚せい剤取締法違反，医薬品，
医療機器等の品質，有効性及び
安全性の確保等に関する法律違
反，軽犯罪法違反

物質誘発性てんかんの疑い なし

１４ １５ 窃盗 なし なし

１５ １５ 窃盗 なし 金属アレルギー

１６ １８ 詐欺 気分障害の疑い 甲状腺機能亢進症の疑い，便秘

１７ １６ 窃盗 なし 寒冷じんましん

１８ １７ 監禁，傷害 軽度知的障害
食物アレルギー（大麦），過換気症候群，不眠，
アレルギー性鼻炎·結膜炎
，起立性調節障害の疑い，月経痛，軽度肝機能異常

１９ １７ 監禁，傷害 なし
クラミジア感染症，食物アレルギー（貝），起立性調節障害の疑い，
アレルギー性鼻炎，アレルギー性結膜炎



女子非行少年の特徴

• 所属がなく居住環境も不安定なので、就労
等健康な社会参加に開かれにくい。

• 自尊感情が形成されておらず自分を大切に
できないので、まともな人間関係・良い関係
性に繋がりにくい。
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女子非行少年の性

• 初交年齢；60%が14歳以下、12歳以下が13％
• 出産経験； 5.7%
• 人工妊娠中絶経験 ； 20％
• 売春経験； 長期処遇41％、短期処遇18％
• 性的被害経験； 長期処遇22％、短期処遇9％

• 多くの事例で、性は被害体験である。

• 「傷ついた性」という深刻なダメージ

交野女子学院平成30年収容統計

女子少年院在院者の性被害体験（％）
H30 H29 H27

性被害あり 20.5 17.1 17

なし 76.9 68.6 83.3 83
不詳 2.6 14.3 3.3 0



女子非行少年の性
被害的なものになりやすい理由

・受け止められない依存を持て余し、異性に依存
対象を求めるが、その相手は往々にして不良者
である

・虐待を受けていたり機能不全家庭に育っているた
め自尊感情が低く、自分を大切にできないし守
れない

・性に関して無知、あるいは誤解

正しい性情報に接していない

性教育がなされていないので



女子非行少年の処遇は。。

• したがって、指導教育以上に、
• 安全・安心な場所と関係性の中で、治療的な介
入が求められる。

• トラウマケア
• 心身の健康を回復させる
• 歪んだ自己認知を正し、人間関係のパ ターン
を洞察し改善する。

• 性教育（正しい性知識、自分を守るべき性行動）



まとめ
• 女子非行少年は、男子少年と多くの点で異なっている。
数は男子よりも相当少ないが、特別な要保護性がある。

• 女子少年には、被害者性、弱者性が際立っている。
• とりわけ性の問題で傷を負っており、様々な症状や行動
化の原因となっている。

• 心身の健康を取り戻すためには、安心、安全な環境と関
係性に守られることが必要である。

• 矯正施設内で産まれる子どもがいるが、その子ども達の
人権について、日本では全く目が向けられていない。
（この課題は、時間の都合で割愛します。）


