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１ はじめに 

 

 本報告書は、京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会（以下、「求

める会」と略す）が、龍谷大学犯罪学研究センターのヘイト・クライムユニットの協力の

もとで 2021 年度に京都市で実施した「大学のレイシャル・ハラスメント対策に関する実態

調査」の結果をまとめたものである。 

 同じハラスメントであっても、セクシュアル・ハラスメントの方は「性的な嫌がらせ」

「他の者を不快にさせる性的な言動」としてより広く理解が共有されている。レイシャル・

ハラスメントは、「セクシュアル」（sexual）の代わりに「レイシャル」（racial）を付けた用

語である。“Race”は通常「人種」と訳されるため、「レイシャル」は「人種的」と訳しても

よいのかもしれない。ただ、日本語で「人種」といえば、一般に肌の色などの身体的な特

徴の違いをもとにした人間の区分と理解されている。しかしここでいう「レイシャル」と

は、そうした身体的な特徴の違いだけではなく、民族や出身国さらには国籍の違いまでも

含むものである。「人種的ハラスメント」と訳すと、こうした含意が伝わりにくい可能性が

あるため、本報告書では「レイシャル・ハラスメント」という表記で統一する。 

 本報告書は、次のような内容で構成する。２では本調査の背景となる諸事実を整理する。

まず、京都市でこうした調査をおこなう必要性を論ずる。また、関連する日本の法的規制

の現状を把握したうえで、民間の対策が不可欠であることを確認する。続く３では、本調

査の経緯と結果を順次紹介する。最後に、それを踏まえて、大学のレイシャル・ハラスメ

ント対策について若干の提言をおこなう。 
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２ 背景 

 

2.1 京都市の大学と外国籍学生 

 「大学のまち京都・学生のまち京都」。これは京都市が 2009 年から推進している事業の

名称である1。2019 年の学校基本調査によれば、京都市内の大学・大学院の在籍学生数は

144,713 人であり、これは同時期の京都市人口（住民基本台帳ベース）の 10.2%に達する。

大学在籍者数が人口の 1 割に達する都市は、日本には他にない。図 1 で他の都市と比較し

ているが、2 番目の東京 23 区ですら 5.7%であり、あとは 5%未満である。まさに「学生の

まち」と言うにふさわしい。 

 

 
図 1 日本国内主要都市の学生人口比（単位：%、2019 年） 

(出典) 2019 年版の学校基本調査および住民基本台帳人口から作成。 

 

 大学も密集している。京都市内に本部を置くものだけで 38 大学（短期大学を含む）があ

り、そのほとんどが京都盆地のなかにある。街を歩いていても大学の存在感は大きい。そ

うした立地も活かしながら、大学間の連携の仕組みもできている。京都市の 38 大学に市外

の 10 大学を含め、京都には「大学コンソーシアム京都」という大学間および地域社会・産

業界との連携のための組織ができている（1998 年発足）。 

 この「大学のまち」に通う学生は「日本人」だけではない。留学生や永住外国籍者など、

日本人という括りにはあてはまらない学生たちも、京都の大学に通っている。京都市の学

校基本調査では、「外国人学生」と「留学生」という 2 つの統計を公開している。後者は学

                                                      
1 京都市・大学コンソーシアム京都『大学のまち京都・学生のまち京都推進計画 2019-2023』京都市総合企画

局総合政策室、2019 年。 
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生ビザで学ぶ留学生であり、前者は留学生だけでなく永住者などを含めた外国人学生の統

計である。2019 年度の京都市の外国人学生について集計したものが表 1 である（2020 年の

新型コロナウイルス感染症拡大後の状況については後述）。大学・大学院・短大を合わせて

11,610 人もの外国人学生が京都市内の大学に通っている。これは学生全体の 8.1%、約 12

人に 1 人の割合である。2019 年末に京都市に在住していた外国籍者 48,773 人（住民基本

台帳ベース）2との比率でいえば 23.8%に当たる。このうち学校種別でいえば、大学院生に

占める外国人学生の割合が殊に高く、34.1%（約 3 人に 1 人）をも占める。 

 

表 1 京都市の外国人学生(2019 年度) 

 
(出典) 京都市・学校基本調査（2019 年度）より作成。 

 

 要するに、京都市人口の 10 人に 1 人が学生であり、その 12 人に 1 人は外国籍者である。

「学生のまち」京都は、国籍面でもダイヴァーシティを有している。 

 だからこそ、「大学のまち京都・学生のまち京都」（2019-23 年度）の 6 つの施策のうち、

「大学・学生の国際化の促進」はその 1 つの柱を成している3。そこでは、留学生の誘致促

進、受入環境整備、進路・社会進出の支援といった、留学生関係の施策が列挙されている。

こうした施策の骨格は京都市基本構想（2001-2025 年）にまとめられており、さらにその基

礎にある都市理念は「世界文化自由都市宣言」（1978 年 10 月 15 日）に掲げられている。

そこでは、次のような理念が高らかに掲げられている。 

世界文化自由都市とは、全世界のひとびとが、人種、宗教、社会体制の相違を超えて、

平和のうちに、ここに自由につどい、自由な文化交流を行う都市をいうのである。 

 志の高い宣言である。しかし、真に自由に集い、自由な文化交流をおこなうためには、

その基盤には平等がなければ、すなわち差別や偏見がない環境がつくられていなければな

らない。果たして実際のところはどうなのだろうか。 

 

2.2 大学でのレイシャル・ハラスメント 

 実際には、残念ながら、国籍・民族・人種の異なる学生や教員が嫌がらせを受けるケー

スが報告されている。系統的な調査がおこなわれているわけではないが、以下は、この 10

年以内に京都市内の複数大学で実際に起きたできごとについて、筆者（板垣）の耳に入っ

たものをまとめたものである。 
                                                      
2 「京都市における外国籍の住民基本台帳登録者数」（2019 年 12 月末現在）。 
3 前掲『大学のまち京都・学生のまち京都推進計画 2019-2023』 

学生総数

a b b/a c c/b d d/b
総数 143,598 11,610 (8.1%) 10,608 (91.4%) 1,002 (8.6%)
大学 124,480 6,006 (4.8%) 5,275 (87.8%) 731 (12.2%)
大学院 16,326 5,563 (34.1%) 5,309 (95.4%) 254 (4.6%)
短期大学 2,792 41 (1.5%) 24 (58.5%) 17 (41.5%)

外国人学生 うち留学生 うち留学生以外
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①学内で外国人学生（在日を含む）が嫌がらせにあった事例 

 某大学の教員 A は、授業中、授業テーマと関係もないのに「韓国」「中国」の悪口を語

気荒く連発した。在日の学生 a がその教員 A の研究室に訪れたところ、引き留められ

相談内容と全く関係もない韓国についての議論をふっかけられる。当該学生 a はおび

え、過敏性大腸炎を再発した。 

 某大学の授業の場で、教員 B が在日の学生 b を指名して、在日についての意見を求め

た。翌週の授業で、その日のコメントペーパーがいくつか読み上げられたが、そのな

かに「日本にずっと住みながら、文句を言う権利はない、帰れ」との内容があり、し

かも担当教員 B はそれついて一切コメントもなかった。その問題について授業後に教

員 B に指摘したが開き直った調子であったため、学生 b はショックを受け、その後、

動悸や頭痛でキャンパスを歩けなくなったりもした。 

 某大学では、教員 C が授業中に嫌韓発言を繰り返した。そのため、受講していた在日

学生 c がハラスメント相談窓口に訴えたところ、「教員は授業内容に大きな裁量を持っ

ているので、問題化するのは難しい」と訴えを受理しなかった。 

 某大学では、在日系のサークルの部室の前に、差別的な漫画『マンガ嫌韓流』が封筒

に入れて置いてあった。また、別の時期には、同サークルの部屋に貼られていた紙製

のネームプレートが、明らかに意図的なかたちで破られていた。それから間もない時

期には、関西の排外主義団体から同サークルの会長と大学の学長に宛てて、公開質問

状が送られた。サークル主催の公開イベントに排外主義団体のメンバーが乗り込んで

くる怖れもあったため、学生たちは対処に追われた。 

②学内で外国人教員（在日を含む）が嫌がらせにあった事例 

 某大学の授業で朝鮮学校のことを扱った在日の教員 E について、後日、学生に嘆願書

への署名を強要させたという虚偽の情報がインターネット上に出回った。それを右派

議員がキャッチし、文部科学省に照会、さらに文科省が当該大学にヒアリングした。

当該大学は「学生に誤解を与えた」とする声明をウェブページに出した。○×新聞が

それを記事化し、さらに大事になった。 

 某大学の同和問題に関するオンライン授業（コロナ禍）で、担当の在日の教員 F が、

全員をミュート（消音）にしたうえで開始し、「○○で生まれ育った在日韓国人で…」

と自己紹介したところ、マイクをオンにして「在日韓国人の（くせに）…」という発

言を響かせた学生がいた。注意を兼ねて受講上の心得を話したところ、Twitter 上に同

授業の教員と同和教育を揶揄するツイートが複数流れた。同教員 F は、当該大学のキ

ャンパス内で、学生から面と向かって「俺、韓国人嫌い」と言われたこともある。 

③その他の事例（学外での事例を含む） 

 某大学の韓国人留学生（女性）2 人が夜、店から出て来て、韓国語で喋っていたとこ

ろ、後ろから男が「死ね！」「このバカ学生ども」などと言いながら近づいてきた（コ
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ロナ以前）。携帯電話で 110 番をかけようとしたところ、その男はお尻を蹴飛ばしてき

た。その後、この容疑者は警察に捕まったが、2 人はショックを受け、夜道を歩くの

が怖くなった。 

 某大学の中国人留学生 g は、京都市内の集合住宅に住んでいたが、ある隣人男性とす

れ違うたびに、挨拶しても無視されていた。新型コロナウイルス感染症の拡大後、同

じ人物からあからさまににらまれたり、ぶつぶつ言われたりするようになった。その

後、駐輪場に置いてある自分の自転車が、数度にわたりパンクさせられた。留学生 g

は結局、別の住宅に引っ越した。 

 某大学の韓国人留学生 h は、同胞の友だち 4-5 人と夜 10 時ごろ、市内で夜桜を楽しん

でいたところ、警察に職務質問を受けた。周りには同じような若者の集団が複数あっ

てにぎわっていたが、質問を受けたのは留学生 h の集団だけだった。そのときは偶然

だと思って気にしないようにしたが、その後同じような経験を数回し、外国人だから

質問されるのだと考えるに至り、疎外感を覚えている。 

 同志社大学で 2011 年 10 月 9 日にシンポジウム「現代日本の排外主義とヘイトクライ

ム」を開催したところ、「在日特権を許さない市民の会」の会長ほか十数名が西門前に

て 1 時間にわたって抗議の街宣活動をおこない、それをビデオ撮影し「ニコニコ動画」

で配信した。 

 

 学内外で、留学生や在日学生が、差別による侮辱やヘイトスピーチにさらされたり、マ

イクロアグレッションを受けるなど、さまざまな辛い目に遭っていることが分かる。体系

的に調査しなくともこのような事例が集まってくるほどなので、実際にはこうしたさまざ

まな事件が各大学で起きているものと思われる。以上の京都市内の例だけからも、留学生

や外国にルーツをもつ学生にとって、大学は平穏に学ぶことのできる場とは言えないこと

を知ることができる。 

 こうしたことが起こる可能性は、残念ながら、近年さらに高まっていると言わざるを得

ない。1 つだけ指標を出しておこう。図 2 は、日本政府が中国・韓国・米国に対する「親

近感」を調査した結果にもとづき、「どちらかというと親しみを感じない」と「親しみを感

じない」と答えた者の比率を足し合わせたものを時系列にグラフ化したものである。数値

が高いほど親しみを感じていない日本人が多いことを表している。米国が 20%前後の低水

準で安定しているのに対して、中国は経済成長やプレゼンスの高まりと比例するかのよう

に数値が高まってきており、ここ 10 年ほどは 80%前後となっている。韓国は 1990 年代後

半から数値が低くなっていたが、政府やマスコミ、インターネットの「嫌韓」に呼応する

ように、2010 年代以降、6-70%で高止まりしている。2019 年度の京都市の大学・大学院の

場合、中国籍者の割合が 54.9%、韓国籍者の割合が 17.1%で、合わせて 72.1%を占める。外

国人学生の国籍において 1 位と 2 位を占めるものに対応する国に対する世論がこのように

悪いことは、上記のようなレイシャル・ハラスメントやヘイトクライムに結びついている
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と言わざるを得ない 

 

 
図 2 各国に対する「親しみを感じない」割合の変化 

(出典) 内閣府大臣官房広報室「外交に関する世論調査」より作成。 

 

 前期の事例のなかに、2020 年の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大後のこ

とが一部含まれている。日本政府は 2020 年以来、ごく短い一時期を除いて、外国人の新規

入国を著しく制限してきたため、留学生は数としては激減している。しかし COVID-19 を

あえて「武漢ウイルス」と呼ぶ人々がいることにも象徴されるように、中国をはじめとし

た「外国人」への敵愾心はさらに高まっているものと考えられる。 

 

2.3 レイシズムをめぐる法的規制 

 こうした外国籍学生に対して現れているような人種、民族、出身国などによる差別をレ

イシズム（racism）と総称する。日本のレイシズムに対する法的規制はどうなっているか、

念のため確認しておこう。 

 日本国憲法第 14 条 1 項には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性

別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

と規定されている。こうした条文があるにもかかわらず、たいへん不思議なことに、レイ

シズム禁止法どころか、差別禁止法が日本には存在していない。この問題を明確に名指し

た適用可能な法令が存在していないのである。なぜ、そのような不可思議なことが起きて

いるのか。日本国憲法のはじまりの時代にまで一度遡って、その経緯を振り返っておこう。 

 実のところ、GHQ による初期憲法案では、上記の条文は「国民」ではなく「自然人」と

なっており、差別されない人々として列挙されている範疇には「出身国」もあって、「外国

人は法の平等な保護を受ける」との条文さえ別途設けられていた。ところが、それが「国

民」へと書き換えられたことで、外国籍者の差別の問題が後景に退いた。それだけではな

い。GHQ 憲法案では、法の下の平等のくだりと、差別を「授権しまたは容認してはならな

い」というくだりを別の文章としていた。つまり差別禁止を別途明記していたのである。
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それが 1 つの文章に結合されたことで、当該条文が「法の下の平等」に重点をおいて解釈

され、「差別されない権利」が判例でも蓄積されてこなかったことが既に指摘されている4。

また 14 条 1 項の「人種」が身体的・生物学的な違いにもとづくものと理解されてきたた

め、見た目で特に変わらない人々に対する差別の問題が、「人種」問題から排除されてきた

という側面もある。 

 これらの事態は、ある一つの事実と付き合わせてみると、その背景がはっきりと浮かび

上がる。それは日本国憲法の施行前日（1947 年 5 月 2 日）に、昭和天皇最後の勅令として

出された外国人登録令で、朝鮮人と台湾人を「当分の間これを外国人とみなす」と規定さ

れたことである5。当時、外国人といえば、日本の領土から切り離された旧植民地の出身者

で、法的地位がまだ定まっていなかった朝鮮人・台湾人か、占領軍であったが、後者は外

国人登録令の適用外だった。すなわち、日本国憲法で新たに平等な主体として国民が立ち

上げられたのと同じときに、旧植民地出身者がそこから排除され、管理される客体として

定められたのである。こうして日本政府は、日本国内の民族的マイノリティに対する不平

等の問題を国籍問題に落とし込むことで、向き合わずに済む法的な仕掛けを手に入れた。

これが日本の「戦後」のはじまりである。 

 こうした経緯があったためか、人種差別撤廃条約（1965 年国連総会採択）への加入にあ

たっても、日本政府はたいへん消極的だったと言わざるをえない。採択から 30 年後の 1995

年になってようやく加入したというだけではない。たとえば女性差別撤廃条約（1979 年国

連採択）の場合、日本が 1985 年に批准するにあたって、それまでの勤労婦人福祉法に代わ

って男女雇用機会均等法を新たに制定した。近年の障害者権利条約（2006 年国連採択）、

“Nothing About Us Without Us”（われわれのことを、われわれ抜きで決めるな）の精神を受

け継ぎながら、障害者差別解消法（2013）などの国内法を整備したうえで 2013 年に批准し

た。ところが人種差別撤廃条約の場合、それに対応する国内法整備のないまま加入し、今

日にいたっている。 

 日本政府が条約加入に向けて本格的に動き出したのは 1990 年代に入ってからのことで

ある。日本政府が懸念とする事項は 2 つあった。1 つは差別思想の流布や差別の扇動を処

罰するよう求めた条約第 4 条をどうするかという懸念であり、もう 1 つは第 1 条で定義さ

れている“descent”による差別を日本の部落差別問題にリンクさせたくないという意向であ

った。前者に関しては、1993 年段階で外務省は、「①関東大震災のとき朝鮮人に対する流

言飛語のような、人への暴力行為に直ちにつながる発言などに限って処罰の対象とする」、

「②いきなり刑事罰の対象とするのではなく、まず国の機関による行政指導や行政処分を

行うという「二段階論」でいく」という線での条約加入を模索していた6。 

                                                      
4 古関彰一『日本国憲法の誕生』岩波現代文庫、2009 年。木村草太『平等なき平等条項論』東京大学出版会、

2008 年。 
5 外国人登録令については、さしあたり大沼保昭『単一民族社会の神話を超えて：在日韓国・朝鮮人と出入国

管理体制』東信堂、1986 年を参照。 
6 ここまでの情報は『朝日新聞』1993 年 3 月 21 日より。 
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 実際に条約に加入することになったのは村山富市内閣（日本社会党、自由民主党、新党

さきがけの連立政権）においてのことであった。先の外務省の腹案すらどこかに消え去り、

第 4 条 a・b 項については「留保」したうえで加入することになった。また第 1 条の“descent”

は、一般的には「出自」や「血統」、日本国憲法の用語でいえば「門地」と訳されるべきと

ころ、「世系」という新語を導入することで、被差別部落問題から切り離したい日本政府の

意向が貫かれた。さらにいえば、第 1 条の“national or ethnic origin”による差別も、通常であ

れば「国民的または民族的な出身」と訳してしかるべきところ、日本政府は「民族的もし

くは種族的出身」と、あえて「国」の枠組を外して訳すことによって、外国籍者の問題も

曖昧に処理できる基礎をつくった。こうして日本政府は、国内法の整備をおこなうことな

く、新たに差別問題に向き合う必要性の生じない範囲で、人種差別撤廃条約に駆け足で加

入したのである。 

 その後、日本政府は人種差別撤廃委員会から、第 4 条 a・b 項の留保撤回を求められつ

づけているが、日本政府は次のような表現を用いて、立法を拒み続けた7。 

右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる

危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日

本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていな

い。（2008 年 8 月および 2013 年 1 月） 

実際には、日本政府がこのような答弁をおこなっている最中にも深刻なレイシズム事件が

日々起こっていただけではなく、各地で差別扇動が「ヘイトスピーチ」として目に見える

かたちで表面化してもいた。 

 露骨に差別的なヘイトスピーチが各地で頻発したことを受け、日本政府は 2016 年 6 月、

いわゆるヘイトスピーチ解消法を制定、施行した。この法律は理念法で、処罰に関わる条

項を持ってはいない。また、あからさまなヘイトスピーチについてはこの法で解消されな

ければならないものとして規定されているが、本報告書で扱っているような、より日常的

なレイシャル・ハラスメントがその範疇に入ってくるかどうかは不明瞭である。日本政府

はこれ以降、人種差別撤廃委員会に対して流布・扇動がひどくないから立法しないという

言い訳はしなくなったが8、留保を撤回してもいないし、人種差別禁止法を制定しようとい

う気配も示していない。 

 全般的にはこのような状況なのだが、近年になって、思わぬところから、企業がレイシ

ャル・ハラスメント対策を施すべき法的根拠が形成された。それは 2019 年に改定された労

働施策総合推進法（2020 年 6 月施行）、通称「パワハラ防止法」である。同法は、企業の

事業主に対しパワー・ハラスメント（以下「パワハラ」と略す）の防止対策を義務づけて

                                                      
7 外務省の「人種差別撤廃条約」サイトを参照（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/index.html）。引用は、

人種差別撤廃条約第 3～6 回政府報告、2008 年 8 月、パラグラフ 38；および同第 7～8 回政府報告、2013 年 1
月、パラグラフ 72。 
8 前掲サイトの第 10-11 回政府報告、2017 年 7 月、パラグラフ 105-107、124-127。 
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いる（2022 年 6 月には中小事業主も義務となる）。同法 30 条の 2 によれば、パワハラと

は、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されることを意味

する。施行前に厚生労働省が発した通知によれば、この②業務上必要かつ相当な範囲を超

えているかどうかの判断については、「労働者の属性」も考慮に入れることを指針としてお

り、その考慮されるべき属性には「外国人である」ことも含まれている9。ここにパワハラ

であるかどうかを総合的に判断するにあたって、外国人であることも特別に考慮に入れる

べきことが定められた。 

 それだけではない。同通知で注目すべきもう一つのポイントは、この①優越的な関係が、

上司-部下間の関係だけではなく、「同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又

は拒絶することが困難であるもの」も含まれているということにある。日本人に囲まれて

生きる民族的マイノリティにとって、上司でなくとも周りのマジョリティの集団的な行為

は、ときに抵抗や拒絶の困難なものとなる。そのような場面での言動がパワハラとなりう

るものであり、各企業にその防止策が義務づけられたのである。 

 

2.4 大学のレイシャル・ハラスメント対策 

 では、本報告書が注目している大学はどうなのか。先に、米国の大学の事例を見てみよ

う。 

 米国の大学での差別規制の転機は 1987 年と言われている10。1987 年にミシガン大で、

「木から吊してやる」と書かれたチラシが見つかったり、KKK（クー・クラックス・クラ

ン）のユニフォームが飾られたりする事件が起こり、1988 年までに大学でハラスメント・

ポリシーが改定された。同じく 1987 年、ウィスコンシン大でのパーティで黒人を嘲笑する

パフォーマンスがおこなわれ、1989 年までに新たなルールが制定された。これを受けて、

各地の大学で同様の対策が次々に取られることになり、1987～92 年のあいだに全米の 35%

の大学が何らかの対策を導入したと推計されている11。それに対して「言論の自由」擁護の

観点から、複数大学で規制に対する訴訟が起こり、いくつかの大学では規則の無効が言い

渡された。しかし、そのようなバックラッシュが起こっても、「攻撃的なことば（offensive 

speech）」「ことばによるハラスメント（verbal harassment）」「挑発的なことば（fighting speech）」

の規制を導入する大学が増え、1997 年には 46%の大学に拡大していたという12。 

 こうした規制の法的背景には、1964 年市民権法がある。同法では、「人種、肌の色、宗

                                                      
9 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等

についての指針」（2020 年厚生労働省告示第 5 号、2020.1.15）および「労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 8 章の規定等の運用について」（厚生労働省雇用環境・均

等局長、雇均発 0210 第 1 号、2020.2.10）。 
10 Donald A. Downs, Restoring Free Speech and Liberty on Campus, Cambridge University Press, 2009, p.51. Timothy 
Shiell, Campus Hate Speech on Trial, 2nd ed., University Press of Kansas, 2009, pp.17-28. 
11 Jon B. Gould, Speak No Evil: The Triumph of Hate Speech Regulation, University of Chicago Press, 2005, chap. 3.  
12 Ibid., chap. 4-5. 
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教、性別、出身国」によるさまざまな差別を禁止しており、特に雇用面での判例や制度の

蓄積がある。そこでは人種や出身国に関する中傷などの言動のうち、それが敵対的な職場

環境をつくりだす目的または効果を有しているとき、それを違法なハラスメントと認定し

てきた13。これを雇用関係のある職場だけではなく、教職員と学生、さらにさまざまな人々

が出入りするキャンパスに拡大したものだといえる。 

 日本の場合、米国の市民権法のような包括的な差別禁止の枠組がなく、個別の法と対策

が段階的に施されてきた。法的な制度化としてはセクシュアル・ハラスメントが先行した

が（1997 年の男女雇用機会均等法改正による）、教職員と学生のあいだには雇用関係が存

在していないため、職場を想定した制度だけでは対処しきれない。しかし、大学ではそう

した法的な枠組ができあがる以前から「キャンパス・セクハラ」が問題化されていたこと

もあって、その対応が素早かっただけでなく、教職員と学生とのあいだの関係など非雇用

関係も最初から射程に入れられていた。また、セクシュアル・ハラスメントと並行して、

1990 年代半ば頃から「アカデミック・ハラスメント」が社会問題化してきた14。これはセ

クシュアルな問題以外で、たとえば単位を付与しないとか、不公平な指導をするなど、教

員と学生とのあいだの権力関係に基礎づけられたさまざまな不利益や被害に対処するため

のものであり、明確に法制化されているわけではないが、各大学で対策が進んでいる。ま

た、教授や准教授への昇任を不当に阻むなど、人事上のハラスメントも残念ながらしばし

ば起きてきたことから、各大学ではパワー・ハラスメント対策も法制化よりはるかに前か

ら導入されてきた。これら、セクシュアル／アカデミック／パワーの各ハラスメントを合

わせて、「キャンパス・ハラスメント」と総称されることもある。その用法には大学により

少しずつズレがあるが、パワー・ハラスメントが職場の労働に関わるハラスメントである

のに対して、アカデミック・ハラスメントは学校の研究や学びに関わるハラスメントであ

るとも整理されている（表 2）。ハラスメント対策は、大学の認証評価の評価基準項目（学

生支援）にも含められ、各大学で制度構築が進められてきた。 

 

表 2 キャンパス・ハラスメントの分類 

 
(出典) 吉川英一郎「キャンパス・ハラスメントの近時判例傾向について」『同志社商学』66(5):248、2015 年。 

 

 そうしたなかで、留学生を含め多様な出身者が集う大学という場で、レイシャル・ハラ

                                                      
13 板垣竜太「企業におけるレイシャル・ハラスメントに関する意見書」『評論・社会科学』122: 155-156, 
2017。 
14 中道基夫「キャンパス・ハラスメントの対策とその動向」『関西学院大学人権研究』11、2007 年。 

ハラスメントの性質
場所的特性

(労働に関わらないもの)
研究・学びの場におけるもの
(労働に関わるもの)
職場におけるもの

性的 非-性的

職場のセクシュアルハラスメ
ント

パワー・ハラスメント

キャンパス・セクシュアルハ
ラスメント

アカデミック・ハラスメント
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スメント対策も必要となっているはずである。しかしながら、このような必要性にもかか

わらず、また法制化されていない対策も大学が積極的におこなってきた経緯があるにもか

かわらず、さらに米国の大学から日本の大学がさまざまな制度を取り入れてきたにもかか

わらず、レイシャル・ハラスメント対策について、日本の大学は決して積極的とはいえな

い。対策を整えている大学があっても、法的枠組も明確でないため、その足並みはばらば

らである。そこで、まずは各大学の対策の現状を確認しようというのが本調査の主要な目

的である。 
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３ 京都の大学での調査とその結果 

 

3.1 調査の概要 

 本調査は、「京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」（以下「求

める会」）が、「龍谷大学犯罪学研究センター ヘイト・クライムユニット」の協力のもと

実施した。前者は、2009 年 12 月に起きた排外主義団体による京都朝鮮初級学校襲撃事件

の裁判が一段落ついた 2015 年に発足した市民団体であり、京都府・京都市に有効なヘイト

スピーチ対策の推進を求めて活動している。後者は、犯罪をめぐる「知」の融合と体系化

をめざして、2016 年に開設された15。調査の実施責任者は板垣竜太である。 

 本調査では、レイシャル・ハラスメントを「国籍・出身国・人種・民族の違いにもとづ

くハラスメント」と定義した。本来であれば各大学のレイシャル・ハラスメントの実態を

調査したいところであるが、それは私たちの力量をはるかに超えているし、こうした事案

について各大学が情報を開示することはそれ自体の問題をはらんでいる。そこで、本調査

では、まず各大学がレイシャル・ハラスメントの防止対策を施しているかどうかを調べる

ことにした。と同時に、ただ現状を把握するだけでなく、この調査を通じて、各大学にレ

イシャル・ハラスメント対策が必要だという認識をもってもらおうという啓発事業も兼ね

ていることを、ここで明らかにしておきたい。 

 そうはいっても全国に 700 を優に超える大学があり、それらを全て調査対象にすること

も難しい。そこで、求める会の拠点および力量に合わせて、調査対象を京都市内の大学、

それも 4 年制の国公私立大学に絞り込むことにした。大学コンソーシアム京都の定義にも

とづき、京都市内の大学とは、京都市内に本部を置く大学ということにした16。ただし、調

査依頼にあたっては、京都私立大学人権問題懇話会（2021 年度に 11 の大学、4 の短期大学

が加盟）の幹事校を務めている龍谷大学の協力も得たことから、宇治市に本部がある加盟

校（京都文教大学）を調査対象に含めた。以上を合わせて、下記の 30 大学を本調査の対象

とした。 

国立大学（3）：京都大学、京都工芸繊維大学、京都教育大学 

公立大学（3）：京都市立芸術大学、京都府立医科大学、京都府立大学 

私立大学（24）：大谷大学、京都外国語大、京都華頂大学、京都看護大学、京都芸術大

学、京都光華女子大学、京都産業大学、京都情報大学院大学、京都女子大学、京都

精華大学、京都先端科学大学、京都橘大学、京都ノートルダム女子大学、京都美術

工芸大学、京都文教大学、京都薬科大学、嵯峨美術大学、種智院大学、同志社大学、

花園大学、佛教大学、平安女学院大学、立命館大学、龍谷大学 

                                                      
15 それぞれのウェブサイトは次のとおり https://antiracismkyoto.wixsite.com/antiracism/home。
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/。 
16 そのため、たとえば同志社大学も同志社女子大学も京都市内にキャンパスを構えているが、前者は本部が京

都市にあるため調査対象に含めている一方で、後者は本部が京田辺市にあるため対象から外している。 



-13- 

 調査票は「附録 1」に掲載したとおりである。依頼状と回答要領および調査票から成る。 

 2021 年 7 月 29 日に各大学の担当部課宛てに調査票を郵送した。回答期日は 8 月 31 日と

した。回答の労力を減らすために、電子ファイルに書き込む方式にしたほか、詳細につい

て資料を添付することで入力の手間を省けるような方式とした。また、調査票の中身につ

いていえば（表 3 参照）、そもそもハラスメント防止策の枠組が大学によって相当異なるた

め、まず「１」として対策全般について聞いている。「２」ではレイシャル・ハラスメント

対策について、「３」では研修や啓発などの対策について聞く。最後に公開の可否について

確認するものとなっている。 

 

表 3 調査票の質問項目一覧 

 
 

 調査の回収段階では、8 月末日の締切が過ぎたあと、9 月上旬に各大学に電話もかけて回

答の催促をおこなったりもした。全ての未回答大学に連絡するところまではできなかった

が、これにより回答率が多少上がったことはここに記しておきたい。 

 

3.2 調査結果 

①回収状況 
 最終的に回答があったのは次の 19 大学であった。 

国立大学（2）：京都工芸繊維大学、京都教育大学 

問1 貴大学で、ハラスメント対策の規程やガイドライン等が整備されている場合、その名
称をご記入ください。

問2 貴大学で、ハラスメント対策に関連したパンフレット等がある場合、どのようなものを
作成されているか（誰向けのものか、目的別になっているかなど）ご説明ください。

問3 貴大学のハラスメント対策の適用範囲（教職員・学生や大学、附属校など）をご教示
ください。

問4 貴大学で、ハラスメント対策の組織（防止委員会など）が常設されている場合、その
名称と概要をご説明ください。

問5 貴大学で、ハラスメント対策の相談体制が整備されている場合、その概要をご説明く
ださい。

問6 貴大学のハラスメントの定義を記入してください。

問7 貴大学のハラスメント対策のなかで、レイシャル・ハラスメント（国籍・出身国・人種・
民族の違いにもとづくハラスメント）はどのように位置づけられていますか。

問8 貴大学のハラスメント対策で、事例集（このような言動がハラスメントに該当すると
いった類型を説明するような資料）が整備されている場合、そこでレイシャル・ハラス
メントに関わる事例があれば、ご記入ください。

問9 貴大学のハラスメント対策のなかにレイシャル・ハラスメントが明確に位置づけられて
いる場合、そうした対策が導入された経緯について、差し支えのない範囲で、ご説明
ください。明確に位置づけられていない場合は、今後の見通しや計画があればご記
入ください。

問10 貴大学でレイシャル・ハラスメントの実態を把握している場合、どのように把握してい
るか、ご教示ください。

問11 貴大学で、民族・人種・国籍・出身国などによる差別や偏見、ハラスメントに関連し
て、教職員や学生を対象にした人権研修や啓発事業（学生の場合は授業を含む）を
おこなっている場合、その概要についてご説明ください。

１　ハラスメント対策全般

２　レイシャル・ハラスメント対策

３　研修・啓発
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公立大学（1）：京都市立芸術大学 

私立大学（16）：大谷大学、京都外国語大、京都看護大学、京都芸術大学、京都光華女

子大学、京都産業大学、京都女子大学、京都精華大学、京都ノートルダム女子大学、

京都薬科大学、種智院大学、同志社大学、花園大学、佛教大学、立命館大学、龍谷

大学 

 回答しないことにしたという明確な返答があったのは 1 大学、回答しないことを決定し

た旨を内部の教員を通じて確認したのが 1 大学、回答する予定と伝えられていたにもかか

わらず最終的に届かなかったのが 2 大学、調べてみると言ったきり回答してこなかったの

が 1 大学である。理由は、認証評価にも関わるからと述べた大学が 1 大学あったが、その

他は不明である。各大学それぞれの事情があるだろうし、ハラスメント対策はセンシティ

ブな問題でもあるので、回答しないから対策をしていないというわけでもないと考えるが、

もう少し回収率を高めたかったとは思う。 

 今回の調査票の最終項目で、調査結果の公表にあたって配慮が必要な場合は書いてもら

うようにしていたが、大学名が特定されるかたちでの個別回答の公表を望まない大学が複

数あった。そうした一部の大学を匿名化しても、19 大学のなかのどの大学かを特定するこ

とは比較的容易であるため、以下、公表されている情報以外については、集計した数字で

表記するか、公表を望まない大学の具体的記述を省いて調査結果を提示する。 

 

②全般的なハラスメント防止対策 
 今回回答のあった 19 大学の全てでハラスメントの防止等に関する規程またはガイドラ

イン（またはその両方）を設けていた（問 1 への回答より）。インターネットを通じてそれ

らを公開している大学も多い（13 大学）。 

 加えて、18 大学において、学生や教職員などに向けたリーフレットや小冊子などを作成

していた（問 2 への回答より）。これもインターネットを通じて全部または一部を公開して

いる大学も多い。こうしたパンフレット等については、それ自体が未然防止の啓発として

の役割も持っているため、重要なものである。 

 こうした対策の適用範囲については、19 大学全てにおいて当該大学に所属する教職員

（役員や非常勤らも含む）と学生が対象となっていた（問 3 への回答より）。大学によって

は、短期大学や付属校にまたがって対策を施しているところもあった。 

 その対策を実行するためには、各大学は常設の委員会を設置している（問 4 への回答よ

り）。「ハラスメント防止対策委員会」などハラスメントの防止対策に特化した委員会を常

設しているのが 12 大学、「人権委員会」などそれ以外の人権の啓発・教育なども担当して

いる委員会で対処しているのが 7 大学である。 

 相談体制については、各学部等に相談員を配置していたり、統一的な相談窓口を設けて

いたり、その両方を設けていたりする大学が一般的であった（問 5 への回答より）。相談員

は大学の専任の教職員が当たる場合がほとんどだが、学外相談員を置いている大学も少数
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ながらあった。 

 さて、以上のような体制で、各大学がどのようなハラスメントを防止しようとしている

のだろうか。附録 2 に、各大学から提供された情報（問 6 への回答より）をもとに、それ

ぞれのハラスメントの定義やその性質にもとづく分類が、公的な規程やガイドライン等で

どのように記述されているかを整理した。 

 また、そうした記述のなかで、規程などでハラスメントの類型として明確に提示されて

いるものを整理したのが表 4 である。2.4 で述べたような日本の大学でのハラスメント対

策導入の経緯を反映して、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントは

全ての大学で類型化されており、パワー・ハラスメントもほぼ全てで類型として明記され

ていることが分かる。また、昨今の法制化を受けて、マタニティ・ハラスメントを類型と

して導入する大学も増えつつある。 

 

表 4 各大学のハラスメント類型 

 
(備考) 全て後ろに付く「ハラスメント」の語を省略した。 

 

 ただ、少なくとも規程レベルでは「レイシャル・ハラスメント」という語を掲げている

大学はない。唯一、ガイドラインのなかで立命館大学がその他のハラスメントの例として

「レイシャル・ハラスメント」を挙げている。では、京都の他の大学はレイシャル・ハラ

スメント対策をしていないのだろうか。そのようなことはない。以下、それについて論じ

たい。 

 

③レイシャル・ハラスメント対策 
 今回回答のあった 19 大学のレイシャル・ハラスメント対策は、次のように分類するこ

とができる。 

(1)「レイシャル・ハラスメント」が独立的かつ明示的に定義され、対策が立てられて

セクシュアル アカデミック パワー マタニティ それ以外の類型
京都工芸繊維大学 ○ ○ ○ ○
京都教育大学 ○ ○ ○ ○ ケアー
京都市立芸術大学 ○ ○ ○
大谷大学 ○ ○ ○
京都外国語大学 ○ ○ ○
京都看護大学 ○ ○ ○ モラル、アルコール
京都芸術大学 ○ ○ ○
京都光華女子大学 ○ ○
京都産業大学 ○ ○ ○ ○ アルコール
京都女子大学 ○ ○ ○ ○ ジェンダー
京都ノートルダム女子大学 ○ ○ ○
京都薬科大学 ○ ○ ○
種智院大学 ○ ○ ○
同志社大学 ○ ○ ○ 差別あるいは偏見に基づく
花園大学 ○ ○ ○ アルコール、サイバー
佛教大学 ○ ○ ○ ○
立命館大学 ○ ○ ○ ○ アルコール、レイシャル
龍谷大学 ○ ○ ○
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いるケース。 

(2)ガイドラインや事例集などで、他のカテゴリー(性別など)と並んで「人種」「国籍」

「民族」などにもとづくハラスメントや人権侵害が挙げられているケース。 

(3)そうしたカテゴリーを明示的には挙げていないが、既存の枠組のなかでカバーでき

ると判断しているケース。 

(4)現状、レイシャル・ハラスメントを明確に位置づけていないと回答するケース。 

 以下、順に述べる。なお、(4)については(3)のなかで論ずる。 

 

(1) 独立的に定義している大学 

 既に述べたように、立命館大学のみがこれに該当する。規程上は「その他のハラスメン

ト」に位置づけられているが、「ハラスメント防止のためのガイドライン」（2021 年版）の

「Ⅱ ハラスメントの定義」には、「レイシャル・ハラスメント」という項目が次のように

明記されている。 

レイシャル・ハラスメントとは、人種や国籍や民族の違いにもとづいて行われる不当

な差別的言動のことをいいます。立命館憲章は、「立命館は、人類の未来を切り拓くた

めに、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と人類的諸課題の解明に邁進する」

と宣言しています。これを実践するためには、立命館大学・立命館附属校のすべての

教職員および学生等が、人種や国籍や民族の違いを超えて、基本的人権を尊重し合う

ことが重要です。 

 さらに「Ⅵ ハラスメントとなりうる言動例」では、「レイシャル・ハラスメントとなり

うる言動例」として、以下の 5 つが掲げられている。 

①特定の国籍、人種、民族に属する人に対する偏見や、国籍、人種、民族を理由に嫌

がらせや不当な扱いを行うこと。 

②教員が授業中、授業のテーマとは関係なく特定の国民、人種、民族に対する不当な

差別的言動を行うこと 

③留学生の文化的背景を無視して、日本人と同じ基準で振舞うよう強要すること 

④特定の国民、人種、民族をからかうジョークを日常的に話すこと 

⑤授業、課外活動、職場において特定の国民、人種、民族を侮蔑する表現を用いるこ

と 

やはり定義だけよりは、このような事例集があった方が、どのような言動がレイシャル・

ハラスメントとなりうるのかをイメージしやすくなる。 

 このような類型や事例が盛り込まれた経緯については、「社会的状況に鑑み、2017 年 11

月より「ガイドライン」に「レイシャル・ハラスメント」についての説明を追加した。」と

説明があった（問 9 への回答）。 

(2) 他カテゴリーとともに挙げられている大学 

 これはハラスメントや人権侵害を定義したり、「その他のハラスメント」を例示する際に、
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そこに人種、民族、国籍などにもとづくものを、他のカテゴリーとともに挙げているケー

スになる。 

 まずハラスメントや人権侵害の定義のなかで挙げている事例から見てみよう。 

○大谷大学は、「ハラスメント防止のためのガイドライン」（2007 年。現在改訂中）のなか

で、次のようにハラスメントを定義している。 

ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種
、、

、国籍
、、

、信条、年齢、職業、身体的特

徴等の属性あるいは広く人格にかかわる事項等に関する言動によって、相手に不利

益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことを言う。 

こうした定義を受けて、同大学は「レイシャル・ハラスメントも他のハラスメントに並

ぶハラスメントの一つとして対策を講ずるべきものと位置づけられている」と回答した

（問 7）。 

○京都産業大学は、「人権侵害・ハラスメントの防止及び対応ガイドライン」（2021 年改訂）

で、「人権侵害」を次のように定義している。 

人種・信条・性別・社会的身分・門地・国籍
、、

・民族
、、

・宗教・年齢・性的指向・疾病・

障害の有無等に基づく差別的な言動及び取扱い等により，個人の尊厳，人格が傷つ

き，就学・就労の遂行を困難にすること。 

これを踏まえて、同大学は、「レイシャル・ハラスメントに特化した対策はとっていませ

んが、レイシャル・ハラスメントは、具体的な行為としてはパワー・ハラスメント、セ

クシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントに該当することになると考え

られますので，それぞれのハラスメントガイドラインに則って対応することになります」

と回答している（問 7）。 

○京都精華大学は、本調査への回答において、ハラスメントを次のように定義していると

述べていた。 

性別、信条、国籍
、、

、民族
、、

、職業、身体的特徴等の属性および人格に関わる事項等に

関する言動や行為により、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なう行為

等 

○同志社大学は、「キャンパス・ハラスメント防止に関する内規」（1999 年）のなかで、人

種・民族・国籍などに特化されたかたちではないが、次のようにハラスメントを定義し

ている。 

この内規におけるキャンパス・ハラスメントとは、大学等におけるセクシュアル・

ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに差別
、、

あるいは偏見に基づくハラスメント
、、、、、、、、、、、、、、、、

等すべてのハラスメントを指し、次のようなも

のをいう。 

部落問題やセクシュアル・マイノリティへの差別など、「差別あるいは偏見」にはさま

ざまなものがありうるが、それらが包括的に記されているわけである。 
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 次に、その他のハラスメントや人権侵害のなかでレイシャル・ハラスメントが言及され

ているケースを見ていこう。 

○京都外国語大学は、「京都外国語大学ハラスメントに関するガイドライン」（2008 年）の

なかで、「その他の差別的言動等」について次のように定義している。 

その他の差別的言動等とは、優越的な地位または有利な立場にある者が、社会的出

自・ジェンダー・性・性的指向や性自認・障がいの有無・国籍
、、

・人種
、、

・民族
、、

・宗教・

年齢・外見・病歴などにかかわる不適切な言動、指導又は処遇を行うことにより、

修学、教育、研究、就労環境を悪化させることを言います。 

○京都看護大学は、パンフレット「いつくしみのあるキャンパスライフを送るために」（2021

年改訂）のなかで、「(6) その他のハラスメント」として次のようなものを挙げている。 

構成員が他の構成員に対して行う人権
、、

・国際
、、

・民族
、、

・文化
、、

等に関わる不適切な言動

もハラスメントです。 

○佛教大学は、ウェブサイト上の「ハラスメント等人権侵害の事例」の「その他の人権侵

害」のなかに、次のようなものを含めている。 

国籍
、、

・出身地・出身校・職業・地位や思想・信条による不当な取扱や差別・いやが

らせ。 

○定義とはまた異なるが、京都芸術大学は、「ハラスメント防止に関するガイドライン」

（2020 年改訂）の「5. ハラスメントを防止するために」に、次のような注意事項を含め

ている。 

(3) ある人にとってはハラスメントと感じなくても、外国人留学生など
、、、、、、、、

との関係に

おいて、社会的・文化的・宗教的な差異
、、、、、、、、、、、、、、

があるときにはそれがハラスメントとして

受け取られる場合があることに注意します。 

 このように、ガイドラインや規程の文言としてレイシャル・ハラスメントと言えるよう

な表現が含まれているので、そうした事例が起きたときには、当該条文を根拠に対処する

ことが可能にはなっている。しかしながら、これだけでは何を防止すべきなのか、大学の

構成員には容易には分からないだろう。積極的な防止措置が望まれる。 

(3) 既存の対策枠組で対処可能とする大学 

 はっきりと規程やガイドラインには記されていないが、今回の調査に対して、既存の対

策枠組で対処可能だと回答したケースがあった。 

○龍谷大学の場合、「ハラスメントの防止等に関する規程第 3 条第 1 項（教育，研究及び学

習並びに就労に関連して，行為者の意図にかかわらず，相手方に不利益や損害を与え，

若しくは個人の尊厳又は人格を侵害する行為）に含まれるものと考えます」との回答で

あった（問 7）。もともと第 1 項でハラスメントを包括的に定義し、第 2 項でセクシュア

ル・ハラスメント等、3 つの「代表的」なものを掲げる形式で条文化されているため、そ

れ以外のものは第 1 項で対応可能というわけである。また、これに関係して、「社会的

に、ハラスメントの態様、種類は増える一方ですので、レイシャル・ハラスメントを含
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め様々なハラスメントに対し、規程第 3 条第 1 項のような包括的な規定で対応する予定

です」とも回答していた（問 9）。 

○花園大学からは、次のように回答があった。 

レイシャル・ハラスメントについては、特に項目をたててはいないが、花園大学

ハラスメントに関するガイドライン 2 本学と本学構成員の責務として、人格を尊

重し、人の尊厳を傷つけてはいけないこと、またリーフレット内にも「ハラスメ

ントとは個人の尊厳を損ない、人権を侵害する行為」であることを記載している

ので、すべて、人の尊厳を傷つける行為は対策の対象として含まれるものとして

考える。 

 「その他のハラスメント」に該当すると回答した大学は複数あった。 

○京都光華女子大学は、「光華女子学園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程

第十一条、第十二条にあたる」との回答であった。同条は次のようなものである。 

第 11 条 この規程は、アカデミック・ハラスメント等セクシュアル・ハラスメント

に相当する人権侵害行為にも準用する。 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、必要な場合は、別に定める。 

○京都女子大学からは、次のような回答があった。 

現時点では明白な位置づけはされておらず、「京都女子学園におけるハラスメント

の防止等に関する規則」第 2 条に定義する「その他のハラスメント」に該当するも

のとして取り扱われるものと思われます。 

○京都薬科大学は、「「レイシャル・ハラスメント」の定義はありませんので、現段階では、

問 6 記載の「ハラスメント」に該当するか否かの判断をすることになるかと思われます」

と回答した。同条文は「ハラスメント」について、セクシュアル、アカデミック、パワ

ーの各ハラスメントおよび妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、および「こ

れに類するものであって、個人の尊厳又は人格を侵害する一切の言動をいう」と定めて

いる。 

○種智院大学は、「セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハ

ラスメント、以外のその他のハラスメントに位置づけている」と回答した。 

 これ以外にも、その他のハラスメントに該当するとの回答をした大学は 4 校あるが、い

ずれも個別回答と紐付けた大学名の非公表を求めているため、ここでは記さない。また、

明確に位置づけていないと回答した大学についても、何かあった場合は既存の枠組での対

処が可能という回答とそれほど大きな違いはないと考えられる。 

④その他のレイシャル・ハラスメント対策について 
 今後のレイシャル・ハラスメント対策についての見通しや計画があれば書いてほしいと

いう質問項目（問 9）については、特にはっきりした回答を記した大学はなかった。この

調査を機会に、ぜひとも具体的な対策を立ててほしいものである。 

 実態把握関連の質問（問 10）についても、どの大学も、レイシャル・ハラスメントに関
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わる実態や事例は把握していない、または、開示できない、という回答であった。実態が

把握できていないことは、そのような事例が存在しないことを全く意味しない。セクシュ

アル・ハラスメントも、そのことばができる前から無数の事象が存在してきたが、それが

用語となり対策が立てられてはじめて実態が把握されるようになったという経緯がある。

大学側の姿勢が問われるところである。 

 民族・人種・国籍・出身国などによる差別・偏見・ハラスメントに関連した人権研修や

啓発事業についての質問（問 11）については、いくつかの大学がそうした事例について紹

介してくれた（表 5）。 

 

表 5 研修や啓発事業について 

 
 

 「人権」「ハラスメント」「ダイヴァーシティ」といった大枠では各大学が研修や啓発事

業をおこなっているが、回答をみるかぎり、人種・民族・国籍・出身国などレイシャル・

ハラスメントに関連したテーマに特化したかたちでプログラムを組んでいる大学は無いよ

うであった。上記の表にあがっている事例も、そういうテーマで実施したことがある、と

いうものであり、定番のものではない。人種差別をやってはならないというメッセージは

常に発しつづけなければならないものではないのだろうか。 

  

大学 研修等についての内容

大谷大学 本学では、本学教職員を対象に年1回開催される「教職員を対象とした人権問題学習会」において、これまでに、アイヌ

民族、在日コリアン、外国人労働者などを主テーマとした学習会を実施した事例がある。
また、本学の全学生及び教職員を対象に年2回開催される「人権問題を共に考えよう全学学習会」において、これまで

に、日本社会と朝鮮学校、在日コリアン、インドのカースト差別などを主テーマとした学習会を実施した事例がある。
京都光華女子大学 人権研修会で啓発

本年6月～　人権映画鑑賞会を実施（本年度はコロナ禍のため、Web視聴）

内容：外国人と人権～地下街を認め、共に生きる～
佛教大学 　「民族・人種・国籍・出身国などによる差別や偏見、ハラスメント」を主テーマに、2000年度・2006年度・2010年度に「人権

問題研修会」を実施した。
【テーマ】
・2000年度：「差別と表現　－『チビくろサンボ』を中心として－」

・2000年度：「映画『在日』の鑑賞を通して」

・2006年度：「人種偏見をめぐって」

・2010年度：「多文化共生社会へ向けて　－在日外国人の現状と歴史的背景－」

【対　象】
教職員

龍谷大学 全学及び学部別の人権問題研修会を実施しています。
テーマは以下のようなもので、過去に、ヘイトスピーチや国籍、民族（在日コリアン、ガーナ）についても取り上げられてい
ます。
　https://www.ryukoku.ac.jp/shukyo/committee/action.html

　また、教職員を対象に「現代的課題と建学の精神プログラム」を開催しており、中には以下のようなテーマのプログラムも
あります（2021年度）。

■ムスリムの暮らし、ムスリムとの暮らし～おもてなしから共生へ
　　日時　6月22日（火）　13:30～15:00
　　講師　椿原敦子氏　社会学部准教授
　　https://www.ryukoku.ac.jp/nc/archives/001/202108/News_letter_No5.pdf
■多文化共生と仏教　～海外会教区の事例から～(仮)
　　日時　11月18日（木）　13:30～15:00
 　 講師　エリック松本氏　浄土真宗本願寺派ハワイ開教区総長

加えて、学生に配布している人権学習誌を、過去に以下のテーマで発行しました。
■白色白光
・22号(2020.3)　見て聞いて感じるコリア

　　https://www.ryukoku.ac.jp/shukyo/images/committee/byakushiki_22.pdf
・20号（2018.3)20号 Diversity × University 多文化共生キャンパス

　　https://www.ryukoku.ac.jp/shukyo/images/committee/byakushiki_20.pdf
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４ おわりに 

 

 今回の調査を通じて、それぞれの大学でレイシャル・ハラスメントに対処しうる一定の

枠組が、少なくとも潜在的にはあることが分かった。ただし、レイシャル・ハラスメント

を明確に定義づけ、それをウェブサイト等で公表している立命館大学を除いては、その対

策を明記した大学はなかった。もっとも、定義があるから積極的に対処している、定義が

ないから取り組みが消極的というような単純なことはいえないだろう。 

 ただ、ハラスメント問題は往々にして《ニワトリとタマゴ》的なものがある。「人権」「差

別」「尊厳」といった文言を一般的に挙げるだけでは、問題は抽象的な次元にとどまったま

まである。名称と定義ができ、制度が立ちあがり、事例集やガイドラインなどによって誰

にでも問題がイメージしやすいものとなり、研修や啓発事業なども進められて雰囲気が醸

成され、被害を受けた人々が安心して声をあげられるようにすることで、はじめてハラス

メントによる加害と被害が明らかになる。つまりそうなってはじめて、被害が被害として

浮かびあがるのである。こうしている今も泣き寝入りすることを余儀なくされている人た

ちがいることを念頭に置かなくてはならない。 

 実態の把握についても、被害事例が窓口に届くのを待っているだけでは全く不足してい

る。各大学は積極的に実態調査を推進する必要がある。昨今、大学の運営に必要な情報を

収集し分析する IR（Institutional Research；機関調査）が米国発で日本でも積極的に導入さ

れつつある。米国の IR のなかには、人種などに関わるダイヴァーシティ（多様性）やイン

クルージョン（包摂）について現状を把握するものも少なくない。たとえばコーネル大は

「ダイヴァーシティ・ダッシュボード」を設けていて、人種などに関わる包摂の状況をフ

ァクトブックとして随時公開している17。こうしたことを日本の各大学が IR の一環として

積極推進すべきである。 

 本格的なキャンパス調査に先立ち、まずは留学生調査からおこなうのも一つの手である。

一般的な留学生調査を既に実施している大学は少なくない。京都の場合、「留学生スタディ

京都ネットワーク」が大学の枠組をこえて「京都留学生満足度アンケート」も実施してい

る18。「京都を留学生にとってさらに暮らしやすく、魅力的なまちにするため」に、この調

査結果は利用するとしているが、であるならばそこでは「不満足」の一部を構成する差別

やハラスメントの問題を調査項目に含めるべきであろう。そのように既存の調査に適切な

調査項目を挿入するだけでも、実態把握につながる。 

 もちろん実態把握だけでは全く足りない。ハラスメントは特定の個人対個人の関係で起

きるものと一般に考えられているが、実のところそれは差別や偏見と分かちがたいものが

ある。ダイヴァーシティや人権に関わる部課、ハラスメント対策に関わる部課、さらに IR

に関わる部課が単純な縦割りとなっていては、不可視の部分が当然出てくる。レイシャル・

                                                      
17 https://irp.dpb.cornell.edu/university-factbook/diversity/ 
18 https://www.studykyoto.jp/ja/news/satisfactionsurvey/ 
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ハラスメント対策のためには、それらの有機的な相互連携や組織改編などが不可欠となろ

う。 

 各大学はコンプライアンスや認証評価などへの対処にばかり追われて、目の前にある問

題への取り組みを後回しにしていないだろうか。「全世界のひとびとが、人種、宗教、社会

体制の相違を超えて、平和のうちに、ここに自由につどい、自由な文化交流を行う」とい

う世界文化自由都市の理念は、実のところ大学こそ最先端の役割を担いうる潜在能力を持

っているのではないか。であれば、大学は、他の法人や団体などの動向を様子見するので

はなく、むしろどこよりも率先してレイシャル・ハラスメント対策を施し、「世界文化都市」

を創り出す役割を担わなければならない。特に、COVID-19 の水際対策で外国人の入国が

停滞を余儀なくされていたが、今後、留学生が再び増えることが予想される。そのことを

見越して、各大学はすばやく体制を整えなければならない。 

 各大学の教員も、そのように所属大学を動かしていく後押しをしなければならない。と

同時に、この問題に関連した大学教員間が横に連携し、情報交換したり協力しあったりす

るネットワークづくりも必要となる。場合によっては、そのネットワークが大学をこえた

相談窓口の整備などの役割を担うこともありうる。 

 行政も、大学コンソーシアム京都とともに、「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画」

等に、レイシャル・ハラスメント対策を組み込むことが必要ではないか。レイシャル・ハ

ラスメント対策ガイドラインをまとめ、言動事例集を提示するだけでも、間違いなく大き

な効果がある。パワハラ防止法が施行されている現状において、「学生のまち京都」は、そ

れを大学のレイシャル・ハラスメント対策向けにカスタマイズする責務がある。学生らに

とっても魅力的なまちをつくりだすためには、魅力が一挙に失われるような差別やハラス

メントを無くさなければならない。プラスを創り出すためには、マイナスを撲滅する努力

が伴われなければならないのである。 

 人権とは、何か達成されるべき状態のことを意味するのではなく、人権侵害との不断の

闘いのプロセスのことを言う。レイシャル・ハラスメント対策は、そうした人権保障と平

等のためのプロセスとして捉えられなければならない。 
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附録 

 

附録1 調査票 

 

 
 

2021 年 7 月 29 日

京都大学 

ご担当者さま 

龍谷大学法学部・教授 金尚均

同志社大学社会学部・教授 板垣竜太

 

【ご協力依頼】京都市内の大学におけるレイシャル・ハラスメント対策に関する実態調査 

 

 このたび「龍谷大学犯罪学研究センター」と「京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対

策の推進を求める会」では、京都市内の各大学において「レイシャル・ハラスメント」の対

策がどの程度おこなわれているか、実態調査をおこなうことにいたしました。詳細は別紙の

「レイシャル・ハラスメント対策実態調査要項」をご覧ください。 

 つきましては、要項に書いた趣旨をご理解のうえ、貴大学の対策の実態について、下記の

要領でご回答くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

回答方法：調査票はオンラインで、参考資料は郵送で送付してください（詳細は要項参照）

回答期日：2021 年 8 月 31 日（火） （参考資料の郵送は当日消印有効） 

期日までにご回答が難しい場合はご一報ください 

調査主体 

龍谷大学犯罪学研究センター（ヘイト・スピーチユニット代表：金尚均） 

京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会（共同代表：板垣竜太） 

問い合わせ先： 

板垣竜太（同志社大学社会学部・教授） 

電子メール：ritagaki@mail.doshisha.ac.jp 電話：090-4962-5408 
以上 
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龍谷大学犯罪学研究センター

京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会

レイシャル・ハラスメント対策実態調査要項 

 

１ 調査の趣旨 
 日本では、男女雇用機会均等法の改正（1999 年）をきっかけに、職場におけるセクシャ

ル・ハラスメントの防止措置を講じることが事業主に対して義務づけられました。その後、

2019 年にはマタニティ・ハラスメント、2020 年にはパワー・ハラスメントに対する防止対

策が法的に義務づけられることになりました。また、2013 年に制定され 2016 年に施行され

た障害者差別解消法により、障害のある人に対する不当な差別的取扱いが禁止されること

になりました。 

 それに対して、人種・民族・国籍の異なる人々に対するハラスメントや差別的取扱いにつ

いては、日本が 1995 年に人種差別撤廃条約（1965 年国連総会採択）に加入したにもかかわ

らず、これを禁止したり防止対策を義務づけたりする法律は制定されませんでした。2016 年

にヘイトスピーチ解消法（2016 年）が公布・施行されましたが、義務や罰則を定めている

ものではない理念法にとどまるのみならず、その適用対象も極めて狭いものとなっている

のが実情です。 

 こうした法的な枠組のなかで、各大学はその特性に応じたハラスメント防止措置を講じ

てきました。大学は、教職員にとっては職場であると同時に、そこで教職員と学生が関係を

結ぶ場でもあります。そうした環境のなかで、残念ながら教職員のあいだ、教職員と学生と

のあいだ、学生のあいだにハラスメントが生ずることが多々ありました。教職員と学生のあ

いだには雇用関係が存在していないため、上記の全ての法令で対策が義務づけられている

わけではありません。しかしながら、法的な枠組ができあがる以前から、「キャンパス・セ

クハラ」が問題化されてきたこともあって、セクシャル・ハラスメントのみならず、アカデ

ミック・ハラスメント、キャンパス・ハラスメントといった概念のもとで、各大学がハラス

メント対策を講じてきた経緯があります。 

 大学は多様な人々が集う場です。在日外国人のみならず、海外から留学生が数多く集って

います。特に 2008 年に日本政府が発表した「留学生 30 万人計画」をきっかけに、リーマン

ショックや東日本大震災の余波がおさまった頃から留学生が激増しました。2013 年には

135,519 人だった留学生は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が流行する前の 2019

年には 312,214 人（うち高等教育機関の在籍者は 228,403 人）まで急増しました（JASSO 調

べ）。 

 「大学のまち京都・学生のまち京都」を謳う京都市では、大学・大学院の在籍学生数 144,713

人（2019 年、京都市人口の 9.9%）のうち、外国人学生は 10,139 人（学部 5,394 人、大学院
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4,745 人）、学生の 7.0%を占めています。学生の 14 人に 1 人は外国人学生です。 

 一方、日本の近隣諸国（中国、韓国、ロシア）に対する「親しみを感じない」人々の割合

は、遺憾なことに近年高まっています（内閣府「外交に関する世論調査」）。京都市の大学・

大学院で、現在（2019 年度基準）も留学生のうちで最も多い国籍が中国（学部 2,001 人、大

学院 2,288 人）、その次が韓国（学部 1,026 人、大学院 276 人）であることからしても、そう

した外国に対する世論が在日外国人に対して投影される危険性が高まっています。COVID-

19 の影響で、留学生数は大きく減少していますが、その一方で外国人および外国からの入

国者に対する敵愾心は明らかに高まっています。 

 そうした状況で、国籍・出身国・人種・民族の違いにもとづくハラスメントの事例が各大

学から聞こえてくるようになっています。しかし体系的に調べられ、報告されているものが

ないため、その実態は未解明です。ただし、そうした経験を踏まえながら、各大学で国籍・

出身国・人種・民族の違いにもとづくハラスメント、すなわち「レイシャル・ハラスメント」

と総称し得るものに対する防止措置が徐々に講じられるようになってきています。といっ

ても、その歩みは一様ではありませんし、スタンダードといえるものが構築されているわけ

でもありません。 

 そこで私たちは、望ましいレイシャル・ハラスメント対策のあり方を探り、大学に対策を

促進することを目的に、各大学のレイシャル・ハラスメント対策の実態を調べ、公表しよう

と計画しました。 

 以上の趣旨をご理解のうえ、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

２ 本調査の主体と対象 
○本調査は、2 つの団体が合同で実施します。 

①龍谷大学犯罪学研究センター ヘイト・クライムユニット 
https://crimrc.ryukoku.ac.jp/ 

龍谷大学犯罪学研究センターは、犯罪をめぐる「知」の融合と体系化をめざして、2016

年に開設されました。そのなかでもヘイト・クライムユニット（代表：金尚均教授）が、

本調査の実施にあたります。 

②京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会 
https://antiracismkyoto.wixsite.com/antiracism/home 

2009 年 12 月に起きた排外主義団体による京都朝鮮初級学校襲撃事件の裁判が一段落

ついた 2015 年に発足した市民団体です。京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策

の推進を求めて活動しています。 

共同代表 

板垣竜太（同志社大学・教授） 金尚均（龍谷大学・教授） 上瀧浩子（弁護士） 

○本調査は、主に京都市内に本部を置く国公私立大学（短大を除く）を対象に実施します。
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（△△は番号や名称など）とした PDF 形式でお願いします。 

○回答内容は、公開を前提に記入してください。ただし、センシティブな情報など、そのま

まのかたちでの公開を望まれない項目がある場合、公開に際して可能なかぎりの配慮を

いたしますので、調査票の末尾に明記してください。 

○いただいた回答にもとづき、さらにヒアリングを実施することがあります。そのときは、

ご協力いただければ幸いに存じます。 

 

４ 公表について 
○本調査の結果については、次のようなかたちで公表する予定です。 

①中間報告：2021 年 9～10 月を目処に中間報告をまとめ、ウェブサイトに掲載するとと

もに、記者発表をおこないます。 

②報告書による公表：2022 年 3 月までに報告書としてまとめ、ウェブサイトに掲載しま

す。 

 

問い合わせ先 
ご不明な点については、下記にお問い合わせください。 

板垣竜太（京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会・共同代表、同

志社大学・教授） 

電子メール：ritagaki@mail.doshisha.ac.jp 電話：090-4962-5408 
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レイシャル・ハラスメント対策実態調査票 

 

大学名 
 
 

回答日 2021 年    月    日 

 
ご担当者（回答内容について、こちらからご連絡を差し上げることがあります。） 

ふりがな 

お名前 
 
 

ご所属 
 

e-mail 
 
 

電話 
 

 
※フォームの回答欄の大きさはご自由に変更してください。 
※参考となる資料を同封してくださることを歓迎します。質問項目への回答内容が参考資

料に含まれている場合、「参考資料○○の○○ページを参照」といった形式で回答してく

ださっても構いません。 
※以下のご回答のうち、回答内容を公表するにあたって、大学名を出すことを望まない項目

（大学名を匿名にすることを希望する項目）など、配慮が必要な場合、本調査票最後の欄

にご記入ください。 
 

１ まず、貴大学におけるハラスメント対策全般についてうかがいます。 

 
問1 貴大学で、ハラスメント対策の規程やガイドライン等が整備されている場合、その名

称をご記入ください。 

※整備されている場合、その文書を参考資料として同封していただけると幸いです。また、インターネットで

公開されている場合、そのURL もご記入ください。 
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問2 貴大学で、ハラスメント対策に関連したパンフレット等がある場合、どのようなもの

を作成されているか（誰向けのものか、目的別になっているかなど）ご説明ください。 

※作成されている場合、その文書を参考資料として同封していただけると幸いです。また、インターネットで

公開されている場合、そのURL もご記入ください。 

 
 
 
 
 

 
問3 貴大学のハラスメント対策の適用範囲（教職員・学生や大学、附属校など）をご教示

ください。 

※適用範囲が参考資料に含まれている場合、「～を参照」といったかたちで答えてくださっても結構です。 

 
 
 
 
 

 
問4 貴大学で、ハラスメント対策の組織（防止委員会など）が常設されている場合、その

名称と概要をご説明ください。 

※組織の名称、構成（外部構成員の有無を含む）、任務の概要などをご記入ください。組織の概要が参考資料に

含まれている場合、「～を参照」といったかたちで答えてくださっても結構です。 
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問5 貴大学で、ハラスメント対策の相談体制が整備されている場合、その概要をご説明く

ださい。 

※相談窓口の名称、相談員の構成、相談方法（窓口）などについて記してください。相談体制が参考資料に明

記されている場合、「～を参照」といったかたちで答えてくださっても結構です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
問6 貴大学のハラスメントの定義を記入してください。 

※ハラスメントの類型によって複数の定義がある場合は、それも全て記してください。定義が参考資料に含ま

れている場合、「～を参照」といったかたちで答えてくださっても結構です。 
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２ 貴大学のレイシャル・ハラスメントに関連した対策についてうかがいます。 

 
問7 貴大学のハラスメント対策のなかで、レイシャル・ハラスメント（国籍・出身国・人

種・民族の違いにもとづくハラスメント）はどのように位置づけられていますか。 

※問 6 で回答された定義とも適宜関係づけながらご説明ください。参考資料がある場合は、添付してくださる

と幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
問8 貴大学のハラスメント対策で、事例集（このような言動がハラスメントに該当すると

いった類型を説明するような資料）が整備されている場合、そこでレイシャル・ハラスメ

ントに関わる事例があれば、ご記入ください。 

※参考資料がある場合は、添付してくださると幸いです。 
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問9 貴大学のハラスメント対策のなかにレイシャル・ハラスメントが明確に位置づけられ

ている場合、そうした対策が導入された経緯について、差し支えのない範囲で、ご説明く

ださい。明確に位置づけられていない場合は、今後の見通しや計画があればご記入くださ

い。 

※参考資料がある場合は、添付してくださると幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問 10 貴大学でレイシャル・ハラスメントの実態を把握している場合、どのように把握し

ているか、ご教示ください。 

※把握している場合、可能な範囲で、その実態について記入していただけると幸いです。また、参考資料があ

れば、添付してください。 
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３ 貴大学の民族・人種・国籍・出身国などによる差別や偏見、ハラスメント全般に関す

る対策についてうかがいます。 

 
問11 貴大学で、民族・人種・国籍・出身国などによる差別や偏見、ハラスメントに関連し

て、教職員や学生を対象にした人権研修や啓発事業（学生の場合は授業を含む）をおこな

っている場合、その概要についてご説明ください。 

※研修や啓発の対象者、頻度、内容、組織体制についてご記入ください。過去の実施事例であっても結構です。

参考資料があれば添付してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４ 最後に、貴大学の回答内容を公表するにあたって留意すべきことなどがあれば、ご記

入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
質問は以上です。調査へのご協力ありがとうございました。 
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附録2 各大学のハラスメントの定義 

※以下、調査票の問 6 に対する回答をもとに作成した。規程の条文の場合もあれば、ガイ

ドラインの記述の場合もあれば、一部パンフレットの記述もあるが、原則として提供さ

れた情報と資料にもとづいている。未回答の大学のなかには、ウェブサイトでも公開さ

れているケースもあるが、ここでの掲載からは除外した。 

 

京都工芸繊維大学 
（「京都工芸繊維大学におけるハラスメントの防止等に関する規則」第 2 条） 
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) ハラスメント 次号から第 6 号までに掲げる言動をいう。 
(2) セクシュアル・ハラスメント 役員、職員(派遣労働者も含む。以下同じ。)、学生等が他の役

員、職員、学生等を不快にさせる性的な言動をいう。 
(3) 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント 役員、職員、学生等が、妊娠・出産等又は

妊娠・出産、育児若しくは介護に関する休業その他の制度若しくは措置の利用を理由として、

他の役員、職員、学生等に不利益又は不快感を与える言動をいう。 
(4) アカデミック・ハラスメント 役員、職員、学生等が、職務上の地位若しくは権限又は事実

上の上下関係を不当に利用して、他の役員、職員、学生等に対して行う研究上、教育上又は修

学上の不適切な言動をいう。 
(5) パワー・ハラスメント 役員及び職員が、職務上の優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の役員及び職員の就業環境を害する言動を

いう。 
(6) その他のハラスメント 前 4 号に定めるもののほか、役員、職員、学生等による他の役員、

職員、学生等の人権を侵害する不適切な言動をいう。 
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより役員及び職員の就労上又は学生等の修

学上等の環境が害されること並びにハラスメントへの対応に起因して役員及び職員が就労上の

不利益を、又は学生等が修学上等の不利益を受けることをいう。 
 

京都教育大学 
（「国立大学法人京都教育大学ハラスメント防止等に関する規程」第 2 条） 
第 2 条 ハラスメントとは，次の各号に掲げる行為をいう。 

一 セクシュアル・ハラスメント 
ア 相手方の意に反する性的な言動を行い，それに対する対応によって，修学，就業，教育又は

研究を行う上で，一定の利益又は不利益を与えること 
イ 相手方の意に反する性的な言動を行うことにより，修学，就業，教育及び研究を行う環境を

著しく損なうこと 
二 アカデミック・ハラスメント 

教育研究の場において，優越した地位にある者が，その地位を利用して教職員等に対して，

不適切で不当な発言や行為などによって，身体的・精神的な苦痛を与えること 
三 パワー・ハラスメント 

就業の場において，優越的な関係を背景として，業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動に

より，就業環境を害し，身体的・精神的な苦痛を与えること 
四 マタニティ・ハラスメント，パタニティ・ハラスメント 

妊娠（不妊治療等を含む）・出産したこと，育児をしていること（育児休業制度等の利用を含

む）等に関して，上司・同僚が就業環境を害する言動及び行為をすること 
五 ケアー・ハラスメント 

介護をしていること（介護休業制度等の利用を含む）等に関して，上司・同僚が就業環境を
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害する言動及び行為をすること 
 

京都市立芸術大学 
（「京都市立芸術大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程」第 2 条） 
第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) キャンパス・ ハラスメント 
教職員及び学生等が，その意図すると否とにかかわらず，他の教職員，学生等，学生等の保

護者及び関係業者に対して行う不快又は不当な言動，差別及び妨害的な嫌がらせによる損害，

個人の尊厳もしくは人格を侵害すること。 
セクシュアルハラスメント（キャンパスの内外を問わず，本学の教職員及び学生等が他の教

職員，学生等，学生等の保護 及び関係業者を不快にさせる性的な言動），アカデミックハラス

メント（本学の教職員がその地位又は権力を利用して，他の教職員及び学生等の教育・研究上

又は修学上の利益や権利を妨げる行為）及びパワーハラスメント（職務上の地位や人間関係な

どの職場内の優位性を背景に，業務の適正な範囲を超えて，精神的・身体的苦痛を与える行動

を行うことにより，就労者の働く環境を悪化させ又は雇用不安を与える行為）等を含む。 
〔以下略〕 

 

大谷大学 
（「ハラスメント防止のためのガイドライン」第 4 条） 
４．ハラスメントとは 
ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性ある

いは広く人格にかかわる事項等に関する言動によって、相手に不利益や不快感を与え、あるいはそ

の尊厳を損なうことをいう。 
大学におけるハラスメントとしては、優越的地位や指導上の地位、職務上の地位、継続的関係を

利用して、相手の意に反して行われ、就労や、教育及び研究上の環境を悪化させる行為が挙げられ

る。意識的であるか無意識的であるかは問わず、また肉体的暴力だけでなく精神的暴力も含まれる。 
これらのハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワ

ー・ハラスメント等がある。 
なお、これらの定義は厳格に解されるべきものではなく、さまざまな状況により柔軟に適用され

る。 
 

（1）セクシュアル・ハラスメント 
セクシュアル・ハラスメントとは、就労や、教育及び研究上の人間関係において、相手の意に

反する性的な言動によって、就労や、教育及び研究上の不利益や利益を与え、またそれらの環境

を悪化させることをいう。 
性的な言動とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性的な文書や図画の掲示、性別によ

り固定的な役割を分担すべきであるとする意識に基づく言動も含む。 
不利益や利益とは、性的な欲求への服従又は拒否を理由に、進学、進級、成績評価及び教育・

研究上の指導等を受ける際の取り扱いにおける不利益や利益、また、昇任、配置換え等の任用上

の取り扱いや、昇格、昇給、諸手当等の給与上の取り扱いに関する不利益や利益、また、誹謗中

傷を受けること、その他事実上の不利益や利益をいう。 
環境の悪化とは、セクシュアル・ハラスメントによって、就労や、教育及び研究に専念し難い

程度に環境が不快なものになることをいう。 
また、セクシュアル・ハラスメントであるかどうかの判断は、行為者の意図にかかわらず、そ

の行為が相手の意に反したものであるかどうかによる。 
また、セクシュアル・ハラスメントは、異性に対してのみならず、同性間においても起こり得

る。 
（2）アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは、教員等の権威的または優越的地位にある者が、意識的、無
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意識的に、その優位な立場や権限を利用または逸脱して、その指導等を受ける者の研究意欲及び

研究環境を阻害する結果となる、教育上不適切な言動、指導または待遇を行うことを指す。 
例えば、教員間であれば、より優位にある者による研究妨害や昇任差別、退職勧奨等、教員と

学生の間であれば、指導教員からの退学・留年勧奨、指導拒否、指導上の差別行為、学位取得の

妨害、就職上の指導差別、公平性を欠く成績評価等である。より具体的には、昇任審査、学位審

査及び研究指導において、特定の者に対し、必要以上に厳しい条件を課すこと、指導を超えて人

格を否定するような言動を繰り返すことなどである。 
ただし、教育上の指導においては、指導のあり方は多様であり、また指導を受ける側の個々人

の感じ方等の差異もあり、アカデミック・ハラスメントであるか否かの判断については十分注意

しなければならない。 
（3）パワー・ハラスメント 

パワー・ハラスメントとは、就学上、就労上の優越的立場を利用して、自分よりも下位のもの

に対し、その影響力を濫用する言動のことである。また、指導の範疇を超える言動により、人格

と尊厳を侵害し不安を与え、それにより、就労や、教育及び研究上の環境を悪化させることであ

る。これらは、必ずしも、先輩から後輩、上司から部下への加害行為に限られるわけではない。 
 
上述した 3 種のハラスメントは境界線が不分であるが、明確な人権侵害であるということをしっ

かりと受け止めなければならない。 
 

京都外国語大学 
（「京都外国語大学ハラスメントに関するガイドライン」第 3 条） 
３．ハラスメントには、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究の場における

優越的立場に基づく言動によるアカデミック・ハラスメント、職務上優越的立場にある者がその

優越的な立場や権限を利用し、業務の適正な範囲を超えて、相手の人格や個人の尊厳を傷つける

言動によるパワー・ハラスメント、及びその他の差別的言動や取り扱い等があります。 
（１）セクシュアル・ハラスメントとは、相手の望まない性的な言動であり、本人が意図するとせ

ざるとにかかわらず、相手に不快感や屈辱感又は不利益を与え、教育・研究環境を悪化させるこ

とを言い、次のような行為を指します  
ア 相手の望まない性的な性質の言動により、不快感や屈辱感を抱かせること。また、そのこと

によって相手の人格や尊厳を傷つけること。 
イ 明示的あるいは暗示的に、修学上若しくは職務上の利益又は不利益を条件として、相手の望

まない性的な誘いかけを行ったり、相手の望まない性的な対応を求めること。 
ウ 相手の望まない性的な要求を行い、その要求に対する相手の態度（服従や同調、抵抗や拒否

等）に応じて、修学上若しくは職務上の利益又は不利益を与えること、又はそのような利益又

は不利益を与えると示唆すること。 
エ 性的・性差別的な言動、性的な画像・文書の掲示あるいは提示等によって、修学上若しくは

就労上不快な環境を醸成すること。また、そのことにより、修学若しくは就労を困難にしたり、

学生や教職員、関係者の人格や尊厳を傷つけること。 
（２）アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の力関係や上下関係に基づく言動であり、

本人が意図するとせざるとにかかわらず、相手を不快にし、また相手の教育上、研究上の利益や

権利を侵害することを言い、次のような行為を指します。 
ア 教育活動において、指導を行わない、人格攻撃や否定的な決めつけをする、研究テーマの押

し付けなど本人の自主性を認めない、学位や単位認定に関して不利益に取り扱うことをほのめ

かせたり、実際に不公平・不公正に取り扱う、進路に関して妨害したり干渉すること。  
イ 研究活動において、研究テーマを与えない、あるいは研究テーマを強制する、研究機器を使

わせない・研究費を取り上げる・研究出張を認めないなどの研究を妨害する、研究成果を奪っ

たり発表や論文作成を妨害したりすること。 
（３）パワー・ハラスメントとは、職務上優越的立場にある者が、権限を利用し、業務の適正な範

囲を超えて、身体的もしくは、精神的苦痛を与える言動、指導、または就業環境を害することを

言い、次のような行為を指します。 
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ア 人前で罵倒したり、長時間叱責したり、大声で怒鳴ったりすること。 
イ できもしない要求や職務権限以外の要求で精神的に苦痛を与えたり、職務上必要な情報を伝

えないなど、実際に不公平・不公正に取り扱うこと。 
ウ その他、悪口や中傷などによって人格を傷つける言動、プライバシーに関することを言いふ

らすなど言葉や態度による暴力など。 
エ 法令や規則等に反する行為又は職務遂行に関わりのない行為を指示・強制する言動を行うこ

と。  
（４）その他の差別的言動等とは、優越的地位または有利な立場にある者が、社会的出自・ジェン

ダー・性・性的指向や性自認・障がいの有無・国籍・人種・民族・宗教・年齢・外見・病歴などに

かかわる不適切な言動、指導又は処遇を行うことにより、修学、教育、研究、就労環境を悪化さ

せることを言います。 
 

京都看護大学 
（「いつくしみのあるキャンパスライフを送るために～もしハラスメントにあったら～」） 

ハラスメントとは？ 
(1)セクシャル・ハラスメント 

性的なことを「いわれる」「される」といった、人格権を侵害するいじめや嫌がらせ行為 
◆スポーツや交流の場で必要以上に身体に触れる。 
◆「女のくせに」「男のくせに」といった差別発言をする。 
◆性的な冗談やからかい。スリーサイズを聞く。 
◆断っているにもかかわらす何度も食事やデートに誘う。 
◆ストーカー行為。 

(2)アカデミック・ハラスメント 
教育研究の場において上位の者の言動による個人の尊厳や人格の損害、学習環境を妨害する行為 
◆指導上の差別をする。必要な情報を意図的に与えない。 
◆不当に低い評価をされたり「大学をやめたら？」「卒業させない」等と言う。 
◆学生の意に反して研究テーマを強制したり、特定の学生の指導を拒否する。 
◆施設や資材を使わせない、買ってあげない等、研究教育を妨害する。 

(3)パワー・ハラスメント 
自分の地位や権限を利用した嫌がらせによって、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪

化させる行為 
◆他の学生・教職員がいる前で怒鳴っだり厳しく指導する。 
◆不当に指導しない。情報を与えない。冷たく扱う等の不利な扱いや逆に有利な扱い。 
◆指導の際に人格を否定したり、能力がないと決め付ける発言をしたり、怒鳴りつける、物を叩

く等の、威圧的な言動の繰り返しや暴力をふるう。 
◆私用を頼む。 

(4)モラル・ハラスメント 
身体への直接的な暴力を伴わない言動や態度等、見えない暴力で相手を精神的に傷つける行為 
◆挨拶を返さない、会話に入れない等の無視をする。一人だけ情報を与えず孤立させる。 
◆皆の前で些細なミスを大げさに非難したり、侮辱する。他の人との対応で差別する。うそを言

いふらす。 
◆被害を訴えた時に「貴方も悪いのでは？」「感じ過ぎだ」「我慢した方がいい」「なぜ今頃になっ

て言い出すのか？」等と更に二次的なハラスメントを行う。 
(5)アルコール・ハラスメント 

相手の意に反し飲酒を強要する等の不適切な言動 
◆無理に飲ませる。一気飲みを強要する。飲めないことを馬鹿にする。 

(6)その他のハラスメント 
構成員が他の構成員に対して行う人権・国際・民族・文化等に関わる不適切な言動もハラスメン

トです。 
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京都芸術大学 
（「京都芸術大学ハラスメント防止に関するガイドライン」第 4 条） 
４．ハラスメントの定義 

教育・研究・就労の場におけるハラスメントについて、便宜上３つ（セクシュアル・ハラスメン

ト、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント）に分けて定義します。しかし、ハラ

スメントはこの 3 つに限定されるものではありません。また相互に関係しあいながら発生するこ

とも多く、それぞれの境界は明確なものではありません。 
男性から女性だけでなく、女性から男性、同性間などあらゆる場合を含みます。 
また、学生と教職員、教職員間、学生間で起こるすべてを含みます。 

ａ．セクシュアル･ハラスメント 
(1)セクシュアル・ハラスメントとは、「相手の望まない性的な言動や行為によって相手に屈辱感

や精神的苦痛、不安感を感じさせる事」で相手の人間性を傷つけることをいいます。 
セクシュアル・ハラスメントという行為は、人権の侵害であり、その背景には人権尊重意識の

欠如、性別役割に関する偏見や固定概念、女性蔑視、セクシュアリティに関する差別意識、異

性間・同性間における様々な力関係などが存在します。重要なのは、それらが相手の自尊心を

深く傷つけ、人格を傷つけるという事を理解する事です。 
(2)セクシュアル・ハラスメントには次の二つのタイプがあります 

①対価型 
 職務上の地位や権限を利用し、または成績評価、卒業判定、人事考課などにおいて有利に扱

うことと引き換えに性的性質の要求が行われたり、あるいはそれを拒否すると不利に扱うこと

をほのめかしたりすること。 
：コンパの席上などで教員が学生にお酌やデュエットを強要したり、体に触れること。 
：教職員と学生、先輩と後輩、といった力関係を利用して性的な誘いかけや嫌がらせを繰り

返すこと。 
：性的な要求を拒否した為に不適当な評価をしたり不当な配置換えをすること。 
等 

②環境型 
 性的性質の嫌がらせ、掲示などにより相手に不快感を抱かせ、学習、研究環境や労働環境を

悪化させること。 
：執拗にもしくは強制的に性的行為に誘ったり、交際の働きかけをすること。 
：不特定の相手に対してわいせつな写真や画像を掲示して見る事を強要すること。 
：性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。 
：性的な意図を持って、相手の身体へ一方的に接近したり接触したりすること。 
：「男性のくせに」とか「だから女性は…」というように性差を一般化してそれに対する軽蔑

的な発言や話題を持ち出すこと。 
：性的な中傷やうわさを広めること。 
：性差により仕事の役割分担を固定化し、補助的な仕事しか与えないこと。 
等 

ｂ．アカデミック・ハラスメント 
(1)アカデミック・ハラスメントとは「教育・研究活動上指導的立場にある者が、その指導を受ける

者に対し、その意に反する差別的な発言や行動を行い、その指導を受ける者の自由で主体的な学

修活動や研究活動、円滑な職務遂行活動を妨げ、個人の尊厳または人格を侵害すること」をいい

ます。アカデミック・ハラスメントは教育・研究機関に特有なハラスメントです。 
アカデミック・ハラスメントにあたるかどうかは、客観的に判断されます。明確な意図を有して

いるかいないかは、アカデミック・ハラスメントの存在不存在の判断基準にはなりません。 
(2)アカデミック・ハラスメントは次のいくつかに分類することができます。 
①セクシュアル・ハラスメントを伴うアカデミック・ハラスメント 

：話がある、指導するなどとして学生を個室に呼び、性的関係を強要すること。 
：異性の学生に対して教員との性的な関係を目的として親密な関係を強要すること。 
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：異性の学生に対して指導にあたる教員が不必要な身体的接触を行うこと。 
：個人的な性的欲求への服従を教育・研究上の指導・評価に反映させることを示唆したり、現実

に反映させること。 
：教育･研究活動上の指導行為に付随して、男性または女性であることを理由に教育・研究と関係

のない雑務を強要すること。 
：異性の学生に対して、時間がないことを理由として深夜に指導を行ったり、個別指導という名

目でホテルの一室で指導したり、人の目が行き届かない状況で指導すること。 
：「女だから論理的な文章が書けない」、「女は研究に向いていない。結婚した方がいい」、「男のく

せにその研究テーマはなんだ」等の発言をすること。 
等 

②地位を不当に利用するアカデミック・ハラスメント 
：研究内容について他の人との相談や接触を禁止すること。 
：職務上知りえた学生・教員の個人情報を他の学生や教員に告げてまわり、当人の大学での居心

地を悪くすること。 
：研究上の不十分な点に対して、適正な指導の程度を超えて、大声で叱責したり、暴言を繰り返

すこと。 
：正当な理由なく、休日、休暇中の研究室等への来室を強要すること。 
：実験や制作に失敗した場合に、費用を弁償させる等、正当な理由なく経済的負担を課すること。 
：研究成果の評価に基づかず、正当な理由なく、就職に必要な推薦状を書くことを拒否して就職

活動を妨害したり、就職の世話をしない等と発言すること。 
：教育・研究指導上必要とされない私的な事項について、指導の一部として介入すること。 
：教育・研究上必要性のない用務や私的な用務を行うよう強く要求すること。また、この場合、

指導をうける者がこの要求に応じないときに、教育・研究上の指導において報復的な差別的行

為を行ったり、学修や研究の評価を行うに際して不当に低い評価を行うなど評価を適切に行わ

ないこと。 
等 

③学修・研究活動の遂行を妨げるアカデミック・ハラスメント 
：学生に対して、指導を拒否したり、指導の過程で人格を侵害するような侮辱的な発言をするこ

と。また、誹謗、中傷したり、虚偽のうわさを流布したり、怪文書を配布したりすること。 
：正当な理由なく、特定の学生等に対してのみ、学修の成果や能力の評価を行うに際して不当に

低い評価を行うなど評価を適正に行わないこと、単位を与えないこと。 
：正当な理由なく、提出された論文やレポートを受け取らないこと、放置したまま指導しないこ

と、面前で論文やレポートをゴミ箱に捨てたりすること。 
：正当な理由なく、研究のために必要な文献、図書、資料、機器類等の使用を制限したり、廃棄

したりして、研究活動を妨げること。 
：正当な理由なく、学会への出席を妨げ、研究発表の機会を与えないこと。 
：正当な理由なく、研究室等への立入りを制限したり禁止すること。 
：教員間の対立から、対立する相手が指導する学生に対し、授業への参加を直接間接に制限する

など不適切な措置を講じること。 
：担当する学生についてメーリングリストを作成し、特定の学生のみをこれから除外して、情報

を共有させないこと。 
等 

④研究成果を不当に利用するアカデミック・ハラスメント 
：指導される者の研究成果やアイディアを盗用すること。（このような行為は、その程度によって

は、著作権侵害等法的問題を生じる場合があります） 
：指導教員の名前で発表する原稿を書かせたり、加筆訂正をしたにすぎないのに、指導教員の名

前で論文を発表すること。 
等 

ｃ．パワー・ハラスメント 
(1)パワー・ハラスメントとは、「管理的業務上優越的立場にある者が、その監督し、指導し、育成す

る権限を不当に行使し、職務遂行上従属的立場にある者に対し、その意に反する不当な取扱いを
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行い、不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害すること」をいいます。 
(2)パワー・ハラスメントには次のような事例が、これに当てはまる可能性があります。 

：正当な理由なく、特定の人に重要な仕事を割り振らないこと。 
：慣行的に行われてきた管理的業務の実施方法に疑問を提起したり、改善意見を提出したことに

対して、適切な対応を行わず、「精神的に問題がある」、「問題児だ」など人格を侵害するような

発言を行うこと。 
：経験や知識を無視した過大または複雑な仕事を割り振り、早急な実現を求め、実現できなかっ

たり、不十分な点があると繰り返し非難したり、「無能」、「ばか」、「やめてしまえ」、「女だから

だめだ」、「○○の出身の者はだめだ」、「男のくせにだらしない」など人格を侵害するような発

言をすること。 
：部下の職務遂行上の失敗やミスを繰り返し追求したり、人前で大声で叱責すること。 
：部下が上司に仕事のことで話しかけても、聞こえないふりをしたり、返事をしないこと。 
：近くに座っている上司が、部下との意思疎通を口頭で図らずに、メールで、現に行っている仕

事の順番や内容を無視して、特定の仕事をすぐ処理するように、繰り返し要求すること。 
：業務遂行上必要な情報をその情報を必要とする特定人にだけ伝えないこと。この結果行われた

業務が不適切であったときに、「何も知らない」、「何もできない」、「機転がきかない」などとし

て非難すること。 
：就業上の能力を獲得するために必要な指導等を特定の個人に対してのみ行わないこと。 
：会議等において、部下の意見を無視し、自分の意見や方針について質問や批判されると、質問

に答えずに部下にあたり散らすこと。 
：職務上知りえた個人情報やうわさを周囲に広げてまわり、当人の職場での居心地を悪くするこ

と。 
：個人の意見の相違を理由として、正当な理由なく人事上の不利益な措置を示唆したり、または、

そのような措置をとること。 
：私的なグループへの参加を求め、参加しなければ人事上の措置等について不利益が生じること

を示唆したり、またはそのようなことが行われるよう働きかけること。 
：飲み会への参加を無理強いすること。 
：飲み会等で参加者に飲酒を強要すること。 
：仕事のことで話があるなどとして異性の部下を個室に呼び、性的関係を強要すること。 
：異性の部下に対して、業務が多忙であること、または業務が進捗しないことを理由として個別

的に深夜に至るまで業務を行わせたり、人の目が行き届かない状況で業務を行わせること。 
等 

 

京都光華女子大学 
（「光華女子学園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」第 2 条） 
第 2 条 セクシュアル・ハラスメントとは、他の者の意に反する性的な言動であり、本人が意図す

るとせざるとにかかわらず、他の者にとって不快な性的言動として受け止められ、他の者にさまざ

まな不利益を与えたり、不快感、脅威、屈辱感を与えることによって学習教育・研究現場及び就業

環境を悪化させることをいう。 
 

京都女子大学 
（「京都女子学園におけるハラスメントの防止等に関する規則」第 2 条） 
第２条 この規則において「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反する性的な言動に

より、精神的苦痛やその他の不利益を与え、学習活動、教育研究活動または就労に関わる環境を

著しく悪化させることをいう。 
２ この規則において「アカデミック・ハラスメント」とは、教育研究活動の場における地位また

は権力を利用して行う不適切な言動、指導または対応により、相手の学習乃至研究意欲を低下さ

せ、学習活動または教育研究活動に関わる環境を著しく悪化させることをいう。 
３ この規則において「パワー・ハラスメント」とは、職場における地位または権力を利用して行
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う不適切な言動、指導または対応により、相手の労働意欲を低下させ、就労環境を著しく悪化さ

せることをいう。 
４ この規則において「ジェンダー・ハラスメント」とは、性別による差別意識にもとづく言動に

より、相手に精神的苦痛やその他の不利益を与え、学習活動、教育研究活動または就労に関わる

環境を著しく悪化させることをいう。 
５ この規則において「マタニティ・ハラスメント」とは、妊娠・出産したこと、育児や介護のた

めの制度を利用したこと等に関して、相手の就業環境を害する言動により、教育研究活動または

就労に関わる環境を著しく悪化させることをいう。 
６ この規則において「その他のハラスメント」とは、前各項以外の不適切な言動等により、相手

に精神的苦痛やその他の不利益を与え、学習活動、教育研究活動または就労に関わる環境を著し

く悪化させることをいう。 
 

京都産業大学 
（「学校法人京都産業大学人権侵害・ハラスメントの防止及び対応ガイドライン」第 3 条） 
３．人権侵害・ハラスメントの定義 
(1) 人権侵害 

人種・信条・性別・社会的身分・門地・国籍・民族・宗教・年齢・性的指向・疾病・障害の有

無等に基づく差別的な言動及び取扱い等により，個人の尊厳，人格が傷つき，就学・就労の遂行

を困難にすること。 
(2) ハラスメント 

① セクシュアル・ハラスメント 
就学・就労の関係においてなされる相手が不快に思う性的言動によって，個人の尊厳を傷つ

け，就学・就労の遂行を困難にする行為。なお，セクシュアル・ハラスメントに関しては，別

途，規程を定め，取り扱うものとする。 
② アカデミック・ハラスメント 

教育・研究の場における立場・権力・権限・その他の何らかの有利な状況を利用して，その

指導を受ける者に不適切な言動を行うことにより，精神的苦痛，学習・研究環境の悪化，学習・

研究意欲の阻害をもたらす行為。 
③ パワー・ハラスメント 

職務上又は就学上及び課外活動上等に於いて，地位又は職務権限，その他，有利な状況等を

利用して，不適切な言動やいじめ，差別的な取扱いを行うことにより，精神的苦痛，就学環境

の悪化，就業意欲の阻害をもたらす行為。 
④ 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 

就労において，妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し，解雇その他不

利益な取扱いを示唆する言動，及びこれらの制度・措置の利用を阻害する言動や制度・措置を

利用したことを理由とする嫌がらせ等，又は妊娠・出産したことに対して解雇その他不利益な

取扱いを示唆する言動及び嫌がらせ等の行為。 
⑤ その他の人権侵害・ハラスメント 

酒席に於ける飲酒の強要（アルコール・ハラスメント），ドメスティック・バイオレンス(恋
人間等)，ストーカー行為等，個人あるいは集団の有する権力・権限，あるいは何らかの有利な

状況を利用して，相手に不当な不快感，苦痛，不利益を与える行為。 
 

京都精華大学 
（「学校法人京都精華大学ハラスメントの防止・対策に関する規程」。同規程自体は提供い

ただいていないが、「ハラスメント」は次のように定義されていると情報提供を受けた。） 

性別、信条、国籍、民族、職業、身体的特徴等の属性および人格に関わる事項等に関する

言動や行為により、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なう行為等 
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京都ノートルダム女子大学 
（回答はしていただいたが、全ての回答において大学名の公表を控えてほしいという要請

を受けているので、代わりに、ウェブサイトのページ「キャンパスハラスメント」に掲げ

られた定義を掲載する。 https://www.notredame.ac.jp/nd_student/studentlife/harassment/） 
３．キャンパス・ハラスメントとは、教員、職員または学生が、他の教員、職員および学生等を不

快にさせる不適切な発言、行為、または不利益な取扱いをすることによって相手の人権を侵害し、

教育研究・学習及び労働環境を悪化させることをいいます。以下に示す、セクシュアル・ハラス

メント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他のハラスメントなどがこ

れに当たります。 
(1) セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる性的な言動をいい、次のようなもの

をさします。 
・不必要な身体への接触 
・容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言 
・性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問 
・性的なプライバシーの侵害 
・性的な内容のうわさの流布 
・交際・性的関係の強要 
・わいせつな図画の閲覧、配布、掲示 
・性的な言動への抗議又は拒否等を行った者に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の

不利益を与える行為 
・性的な言動により、他の教員、職員または学生の意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行

為 
(2) アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場において行われる嫌がらせの言動をいい、

例として次のようなものを指します。 
・教員または職員が、学生に対し、指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、

指導を拒否する、成績評価・卒業判定等において差別するなど修学上・研究上の行為。 
・教員が他の教員に対し、昇格に関して差別や妨害をする、退職を勧める、研究を妨害するな

どの研究上・就労上の行為。 
(3) パワー・ハラスメントとは、組織・役職者・上司・上級生等が地位・職務権限等を使って、職

務・活動とは関係ない事項について、または職務・活動上であっても適正な範囲を超えて、有

形無形に圧力を加える言動をいい、例として次のようなものを指します。 
・相手の人格を否定するような暴言をはくこと。 
・相手を無視したり孤立させたり、相手の信用を傷つけたりすること。 
・不当な量・内容の仕事を強要すること。 

(4) その他のハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パ

ワー・ハラスメントにはあたりませんが、修学上・研究上・就労上の不快な環境を作り出すこ

と、また、そのことにより職務や学業に従事することを困難にしたり、教員、職員、学生等の

人格や個人としての尊厳を傷つけることをいいます。 
 

京都薬科大学 
（「京都薬科大学ハラスメントの防止措置等に関する規程」。同規程そのものは提供いただ

いていないが、回答をそのまま転記する。） 
・セクシュアル・ハラスメント 

⇒職員、学生及び大学関係者が他の職員、学生及び大学関係者を不快にさせる性的な言動をいう。 
・妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント 

⇒職員、学生及び大学関係者が妊娠・出産等又は妊娠・出産、育児若しくは介護に関する休業そ
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の他の制度若しくは措置の利用及び相談したことを理由として、職員、学生及び大 学関係者に

不利益又は不快感を与える言動をいう。 
・アカデミック・ハラスメント 

⇒教育職員がその職務上の地位又は権限を不当に利用して他の教育職員又は学生に対して行う研

究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動をいう。 
・パワー・ハラスメント 

⇒職員が職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景に、業務上必要、かつ、相

当な範囲を超えた言動により、他の職員に対して身体的又は精神的な苦痛を与える若しくは就

業環境を害する行為をいう。 
・ハラスメント 

⇒前４号に掲げる言動及びこれに類するものであって、個人の尊厳又は人格を侵 害する一切の

言動をいう。 
・ハラスメントに起因する問題 

⇒ハラスメントのため職員の就労上若しくは学生の修学上の環境が害されること又はハラスメン

トへの対応に起因して職員が就労上若しくは学生が修学上の不利益を受けることをいう。不利

益には、昇任、配置換等の任用上の取扱、昇格、昇給等の給与上の取扱等に関する不利益、進

学、進級、成績評価及び教育研究上の指導を受ける際の取扱いにおける不利益並びに誹謗中傷

を受けること、その他事実上の不利益を含む 
 

種智院大学 
（大学の「種智院大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第 2 条と、法人職員

について定めた「学校法人綜藝種智院職場におけるハラスメント防止等に関する規程」第

2 条にそれぞれ示されている。） 

種智院大学におけるハラスメントの防止等に関する規程 
第２条 この規程におけるハラスメントとは、次の各号に定めるところによる。 

（１）セクシュアル・ハラスメント 
ア 相手の意に反する性的な言動により不快感や屈辱感を感じさせること 
イ 修学上の又は就労上の関係を利用して、利益又は不利益を与えることを対価とし、又は

示唆して性的な要求や誘いかけを行うこと 
（２）パワー・ハラスメント 

就労上の関係を利用して行う不適切な発言、指導又は待遇により、相手の就労意欲を低下

させ、又は労働環境を悪化させること 
（３）アカデミック・ハラスメント 

修学上の又は研究上の関係を利用して行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手の学

習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させること 
（４）その他のハラスメント 

前３号以外の不適切な言動であって、相手方に不快感その他不利益を与えるもの 
２ この規程におけるハラスメントに起因する問題とは、次の各号に定めるところによる。 

（１）ハラスメントに起因して修学・研究・就労環境が害されること 
（２）ハラスメントへの対応に起因して学生、職員又は関係者が、修学上、研究上又は就労上

の不利益を受けること。 
３ ハラスメント及びハラスメントに起因する問題の有無の判断は、行為者の意図にかかわらず、

その行為が相手の意に反したものであるかどうかによるものとする。 
学校法人綜藝種智院職場におけるハラスメント防止等に関する規程 

第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

〔中略〕 
(３)セクシュアル・ハラスメント 

ア 職場において行われる職員の意に反する性的な言動であって、これに対する職員の対応
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により当該職員が不利益を受けるもの。 
イ 職場において行われる職員の意に反する性的な言動であって、これにより就業環境が害

されるもの。 
ウ 職員が、職場外において他の職員を不快にさせる性的な言動。 

(４)パワー・ハラスメント 
職場における地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人

格と尊厳を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせの行為を含む。 
(５)アカデミック・ハラスメント 

教育活動又は研究活動上、指導的又は優越的な立場にある職員が、その優位な立場や権限

を利用し、又は逸脱して、その指導等を受ける者に対する次の行為。 
ア 教育活動又は研究活動上で、不当な言動又は指導を行うこと。 
イ 正当な理由なくして教育活動又は研究活動を阻害する言動を行うこと。 

(６)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 
ア 職場において、上司や同僚が、職員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利

用に関する言動により職員の就業環境を害すること。 
イ 職場において、上司や同僚が、妊娠・出産等に関する言動により女性職員の就業環境を

害すること。 
〔以下略〕 

 

同志社大学 
（「同志社大学キャンパス・ハラスメント防止に関する内規」第 2 条） 

第 2 条 この内規におけるキャンパス・ハラスメントとは、大学等におけるセクシュアル・

ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに差別ある

いは偏見に基づくハラスメント等すべてのハラスメントを指し、次のようなものをいう。 

(1) （地位利用・対価型）就学の場及び職場等において、優越的な地位や継続的な関係を

利用して、相手の意に反する性的な又は不当な言葉や行為によって、相手の就学及び

労働条件に不利益を与えること。 

(2) （環境型）就学の場及び職場等において、相手の意に反する性的な又は不当な言葉や

行為によって、相手に屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせることに

より、就学及び職場環境などを悪化させること。 

 

花園大学 
（「花園大学ハラスメントに関するガイドライン」第 3 条） 
３  ハラスメントの定義 

(1) セクシュアル・ハラスメント 
教育・研究・課外活動・就労などの諸関係において、相手の意に反する性的言動や身体的接

触などによって、相手の尊厳を傷つけ、本学における勉学・研究環境および労働環境を悪化さ

せること。基本的には、受け手がそれを不快と感じるかどうかが基準となる。 
(2) アカデミック・ハラスメント 

勉学・研究の場において、何らかの有利な立場・権力・権限などに起因する態度・ことば・

処遇等によって、相対的に弱い立場にある者（教職員間の職分による関係において、ないし大

学院生・学部生・研究生・聴講生・科目等履修生・公開講座の受講生など）の勉学、研究およ

び日常生活に、拒絶しがたい理不尽な支障をきたすこと。 
(3) パワー・ハラスメント 

教育・研究・課外活動・就労などの場において、地位または職務権限その他の有利な状況を
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利用して、不適切な言動やいじめ、差別的な処遇を行うことにより、精神的苦痛を与え、就労

環境の悪化、就業意欲の阻害をもたらすこと。 
(4) その他のハラスメント 

歓送迎会や合宿の打ち上げなど、酒席において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメ

ント）、ドメスティック・バイオレンス（恋人同士等）、あるいはストーカー行為など、相手の

意に反する言動や、相手に不当な不快感、精神的ないし身体的苦痛、不利益を与えること。 
また、ネット上に誰かを誹謗する書き込みを行うことや、相手に不快感を与えるメールを送

りつける等すること（サイバー・ハラスメント）。 
 

佛教大学 
（「佛教大学におけるハラスメントに関する指針」第 3 条） 
第 3 ハラスメントの定義 

ハラスメントとは，就学・就労の場等において，意識的であることはもちろん，意識的でなくと

も，ある特定の個人または諸個人が他の特定の個人もしくは諸個人に対し，優位性等を踏まえ，

不当な言動により相手方を不快にし，脅威・屈辱感・不利益を与え，就学・就労の環境を悪化さ

せる人権侵害をいう。 
ハラスメントには，以下のような様態がある。 
1. セクシュアル・ハラスメント 

セクシュアル・ハラスメントとは，性的な言動により，心身を不快や不安な状況に追いこみ，

苦痛を与えることをいう。 
性的な言動とは，強制わいせつ行為，性的な関係を強要すること，必要なく身体に触れること，

性的な内容の噂を流すこと，性的な事実関係を尋ねること，わいせつな文書・写真その他の性

的な情報を意図的に公開したり送信したりすること，わいせつな会話・冗談をいうこと，ジェ

ンダーによって不当な扱いをすること等である。 
2. アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは，教員等の上位・優位にある者が，その立場や権限を利用し，

または逸脱して，下位にある者や指導を受ける者の学習・研究意欲および学習・研究環境を著

しく阻害する不適切な言動をいう。 
不適切な言動とは，正当な理由なく指導を怠ったり，研究テーマを強制したり，文献・機器類

等の使用を制限したりすること，進学・進級・就職や昇進等を妨害すること，研究成果を正当

に評価しないこと，研究成果を搾取すること，不当に単位を与えないこと，学習・研究指導と

は関係のない私的な使役や経済的負担を強要すること等である。 
3. パワー・ハラスメント 

パワー・ハラスメントとは，地位・立場や人間関係等の優位性を背景に，業務や指導等の適正

な範囲を超えて，身体的・精神的苦痛を与える行為，または環境を悪化させる行為をいう。 
具体的には，暴行・傷害等の身体的な攻撃をすること，脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言等の精神

的な攻撃をすること，隔離・仲間外し・無視等の人間関係からの切り離しをすること，業務上

明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制や仕事の妨害等をすること，昇進・昇格等を妨

害すること，職務上必要な情報を意図的に伝えないこと，業務上の合理性なく能力や経験とか

け離れた仕事を命じること，仕事を与えないこと，私的なことに過度に立ち入ること，私的な

使役や負担を強制すること等である。 
4. マタニティ・ハラスメント 

マタニティ・ハラスメントとは，妊娠・出産・育児をきっかけに職場等で精神的・肉体的な嫌

がらせを受けたり，妊娠・出産・育児等を理由とした解雇や雇止め，自主退職の強要等不利益

を被ったりする等の不当な扱いをいう。 
5. その他のハラスメント 

その他のハラスメントとは，上記以外のハラスメントを指す。 
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立命館大学 
（「立命館大学ならびに学校法人立命館の設置する小学校、中学校および高等学校ハラス

メント防止に関する規程」第 2 条） 
第２条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める要件に該当する行為をいう。 
(1) 「セクシュアル・ハラスメント」 

立命館大学または立命館附属校における各種の活動と関連して、性的な言動により、相手に対

し、不利益な処遇を与え、またはその活動に係る環境を害する行為（適正な権限の行使にあた

るものを除く。） 
(2) 「アカデミック・ハラスメント」 

立命館大学における教育活動または研究活動と関連して、教育研究上の優位な立場にもとづく

言動（性的な言動を除く。）により、相手に対し、当該教育研究上の関係において不利益な処遇

を与え、またはその修学もしくは研究に係る環境を害する行為（教育研究上必要かつ相当な範

囲内のものを除く。） 
(3) 「パワー・ハラスメント」 

次のいずれかに該当する行為 
イ 立命館大学または立命館附属校における業務活動と関連して、業務上の優位な立場にもと

づく言動（性的な言動を除く。）により、相手に対し、当該業務上の関係において不利益な処

遇を与え、またはその就業に係る環境を害する行為（業務上必要かつ相当な範囲内のものを

除く。） 
ロ 立命館大学における学生活動と関連して、学生活動上の優位な立場にもとづく言動（性的

な言動を除く。）により、相手に対し、当該学生活動上の関係において不利益な処遇を与え、

またはその学生活動に係る環境を害する行為（学生活動上必要かつ相当な範囲内のものを除

く。） 
(4) 「その他のハラスメント」 

前 3 号に掲げるもののほか、立命館大学または立命館附属校における各種の活動と関連して、

不適切な言動により、相手に対し、不利益な処遇を与え、またはその活動に係る環境を害する

行為 
２ 前項各号に定める「環境を害する行為」とは、同項各号に定める言動により、その相手に対して

苦痛または不快感を与えるとともに、これによって当該相手が自己の活動を行うにつき看過でき

ない程度の支障を生じさせる行為をいう。 
〔以下略〕 
 

龍谷大学 
（「ハラスメントの防止等に関する規程」第 3 条） 
第 3 条 この規程において，「ハラスメント」とは，教育，研究及び学習並びに就労に関連して，行

為者の意図にかかわらず，相手方に不利益や損害を与え，若しくは個人の尊厳又は人格を侵害す

る行為をいう。 
2 前項のハラスメントには，代表的な次のハラスメントを含むものとする。 

(1) セクシュアル・ハラスメント 
相手の望まない性的な言動であって次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 性的な要求又は誘いかけ，その他性的な性質の言動を行うこと 
イ 教育，研究及び学習並びに就労環境を悪化させるような性的な意味のある言動を行うこと 
(2) アカデミック・ハラスメント 
教育活動又は研究活動上，指導的又は優越的な立場にある者が，その優位な立場や権限を利用

し，又は逸脱して，その指導等を受ける者に対して行う次の行為をいう。 
ア 教育活動又は研究活動上で，不当な言動又は指導を行うこと 
イ 正当な理由なくして教育活動又は研究活動を阻害する言動を行うこと 
(3) パワー・ハラスメント 
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職務上優越的立場にある者が，その優位な立場や権限を利用し，又は逸脱して，職務上従属的

立場にある者に対して行う次の行為をいう。 
ア 就労意欲又は就労環境を不当に阻害する言動を行うこと 
イ 正当な理由なくして昇任又は昇格を妨害する言動を行うこと 
ウ 法令や規則等に反する行為又は職務遂行と関わりのない行為を指示・強制する言動を行うこ

と 
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