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＜要約＞ 

 

本研究は、近年の日本の犯罪報道において女性がどのように描かれているかを検証し、

ジェンダーの観点から問題提起を行うものである。 

日本の犯罪報道において女性は、被害者・被疑者いずれの場合も、容姿、セクシュアリ

ティ、性的な事柄に関する経歴など事件内容に関係のない情報が強調されて伝えられてき

た。例えば、被害者は落ち度を問われる、顔立ち、化粧、服装に言及される、被疑者は、

母性を問われる、性関係に言及されるなどである。このことは、犯罪報道には、プライバ

シーの侵害やそれに起因する報道被害といった従来の犯罪報道をめぐる問題に加え、ジェ

ンダー・バイアスによる問題が存在することをあらわしている。 

報道する側が人権に配慮する傾向にある現在でも、女性の描かれ方については多くの問

題が存在する。例えば、言葉で明確に指摘していなくても落ち度を推測させるような内容

が散見されること、インターネットの情報がマス・メディアで「紹介される」ことによる

被害などである。 

そこで本研究では、過去 5 年間の新聞報道を中心に女性が登場する犯罪報道（女性被害

者・女性被疑者の場合）の内容分析を行い、特徴を明らかにするとともに、その要因を考

察する。また、インターネットの普及や裁判員制度導入などの社会的動向がこの問題とど

のように関わっているか考察し、犯罪報道における女性の問題を提起した。 

女性被害者の場合、20 年前と比べて個人情報に関する報道は減り、プライバシー流出に

よる被害は減少していると言えるが、一方で性犯罪の被害者に落ち度があったかのような

表現も少なくなく、報道におけるジェンダー・バイアスはなくなっていない。 

女性被疑者の場合、被害者に比べて個人情報が多く報道される点や、事件以外の事柄も

含めてジェンダー規範に関する否定的な言及が多いことは 20年前と比較して変わっていな

い。事件の背後にある問題への指摘が必要であるケースも多い。 

また、本研究の特徴的な点として、地方紙報道の考察を行った。事件発生地域の地元地

方紙の報道は全国紙のそれより記事件数が多いだけでなく、記事面積が大きく、情報量

が多い。コラムや投書など事件報道以外の報道も多い。読み手は、地元地域の地理的、

文化的状況に詳しいことで、被害者・被疑者のプライバシーを知ってしまう確率も高く、

裁判員制度との関わりから配慮すべき問題も多いと考えるからである。 

他方、裁判員制度導入以降の新聞の犯罪報道には、「市民にわかりやすい」というスロー

ガンの下、「単純化した事件解説」や「（裁判の争点となる部分のみの）非常に詳細な情報」

が目立つ。この点とジェンダー・バイアスとの関わりについても検討が必要である。 

現代社会においてマス・メディアは、現実の認識や規範意識の維持に重要な機能を果た

している。ジェンダー・バイアスにもとづいた報道は、報道される当事者にとっての被害

になるだけでなく、広く社会にジェンダー規範を伝えることになる。このような中で、犯

罪報道における女性についてジェンダーの観点から現状と問題点を探ることは、報道され

る当事者に対する被害を顕在化し改善の手がかりを得ることに役立つだけでなく、ジェン

ダー・バイアスのない報道のあり方を提案することにもつながると考える。 
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＜Summary＞ 

 

This research examines how women have been described in recent crime reports in 

Japan, and raises questions from a gender perspective. 

In Japan, crime coverage of both female victims and suspects tends to emphasize 

information unrelated to the actual crimes, including appearance, sexuality and the 

sexual background of the victim/suspect. For example, it is common for victims to be 

asked if they may have been at some fault, and their appearance may be mentioned． 

Suspects may be questioned about motherhood and their sexual relationships. This 

indicates that crime news is colored by gender bias, in addition to the existing problems 

associated with crime reports, such as the violation of privacy and the resulting report 

damage. 

The author has pointed out that there are many problems with how women are 

described even in the present day when the mass media tends to pay more attention to 

human rights. For instance, we often see cases of news reporting that make us wonder if 

the female victims might have been at fault, even if this is more suggested than actually 

stated. There is also the damage caused by the dissemination of information on the 

Internet by the mass media. 

Against this background, this study selected crime reports involving women 

(female victims or suspects) mainly from newspaper coverage of the past five years. We 

analyzed the details of the coverage: (1) to clarify the characteristics of reporting in 

recent years; and (2) to examine the factors revealed. Furthermore, we examined how 

social trends such as the growing popularity of the Internet and the introduction of the 

lay judge system have affected this subject, and how they impact women’s issues in 

crime coverage. 

In the case of female victims, while we can say that reports on personal information 

have decreased compared with those of 20 years ago, as has the harm caused by privacy 

leakage, there are more than a few expressions suggesting that victims of sexual crimes 

may have been at fault, which means that gender bias still exists in the news reports. 

With respect to female suspects, the situation has not changed at all when compared 

with that of 20 years ago. In other words personal information is more heavily reported 

on female suspects, and there are many negative references to gender norms, including 

matters unrelated to the crime. There are also more cases where the full background of 

the incidents are covered in depth. 

On the other hand, crime reports in newspapers since the introduction of the lay 

judge system have included simplified explanations of the crime or extremely detailed 

information regarding only the main points of the trial. This is ostensibly done to make 

it easy for the public to understand. We examined the relationship between this point 
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and gender bias. 

In the modern era, the mass media forms an integral part of our perceived reality 

and our awareness of norms. Coverage colored by gender bias not only hurts those who 

are covered but also enforces gender norms among society as a whole. In this context, 

we believe that studying the current situation of how women are described in crime 

reports from the perspective of gender is useful for identifying the damage caused to the 

subjects of the reports, and for obtaining ideas for improvement. It is hoped that the 

results and the implications of the present study will lead to a clearer conception of how 

to report without gender bias. 


