
COVID-19のクラスター発生に関わる
京都産業大学関係者に対する誹謗中傷や励まし等に関わる実態調査

―学生・教職員に対するアンケート結果―

○後藤基行（立命館大学）

堀川諭（京都産業大学）

第47回日本保健医療社会学会大会
2021年5月16日 14：00-16：00

一般演題5 「変わりゆく医療制度」
報告12分、質疑8分
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背景

• 2020年3月29日、京都市・京都産業大学がクラスターの可能性を発表
「ヨーロッパの卒業旅行から帰国した市在住の同大学4年生」他、「同大学生計5人が新型コロ
ナウイルスに感染したと発表した」。「濃厚接触者が市内外で47人おり」「クラスターの可能
性が高い」としている。（『京都新聞』2020年3月30日）
「京都府と京都市は２９日、京都産業大（京都市北区）の２０歳代の男⼦学生７人が新型コロ
ナウイルスに感染したと発表した。市などは、卒業旅行から帰国した学生らによるクラスター
（感染集団）の可能性が高いとみて濃厚接触者を調べている。……２１日に京都市内の飲⾷店
でゼミの卒業祝賀会に同席していた。」（ 『読売新聞』 2020/03/30）
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背景
• 京産⼤によると、多数の学⽣の感染が判明
した翌⽇の３⽉３０⽇から４⽉４⽇までに
数百件の電話やメールが寄せられた。「⽕
をつける」「感染した学⽣の住所を教え
ろ」といった内容があったほか、京産⼤⽣
からも「飲⾷店の⼊店を断られた」「アル
バイトをクビになった」などと相談が寄せ
られた。（『読売新聞』2020/04/08）
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背景
5ちゃんねる（日本最大級の電⼦掲示板）
【京産⼤⽣クラスター】⽇本各地にコロナバラまき 17⽇間で13府県69⼈（4月8日12：47立上げ）
（以下はすべて2020年4月8日12時から13時台の書き込み。4月10日までに671件のコメント。）
• フィリピンだと銃殺刑かもね。
• アクティブ⾺⿅はやはり銃殺するしかない
• まじでゴミ以下の人材だわ
• 京産クラスターは歴史に残るな
• 処刑だな
• テロとみなしていいんじゃないんの
• コロナテロリストとして感染が落ち着いた後に裁くべき。顔と名前と国籍と⺠族は発表してほしい
• もう廃校にしろよ卒業生も社会から追放しろ
• どうか殺されてください
• 殺人罪じゃね︖
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京都産業大学関係者へのアンケート調査
• 目的：COVID-19のクラスター発生後、京都産業大学に籍を持つ関係者が
受けた誹謗中傷や差別的対応、励ましや同情の実態調査

• 対象：京都産業大学に籍を持つ関係者
• 方法：京都産業大学が運営する学生・教職員向けのポータルサイトにおい
て、ウェブによるアンケート調査

• 調査期間：2021/1/8～2021/2/15 
• 倫理承認番号：京産大倫理第0119号（申請者_堀川諭）
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京都産業大学関係者へのアンケート調査
結果
• 回答者数1593名（男性814名、女性766名、その他13名）
• 注：全学生数14,317名（2020年5月）、教員数769名（2020年5月）

10代後半 583 36.6%
20～29歳　 829 52.0%
30～39歳　 59 3.7%
40～49歳　 68 4.3%
50～59歳　 41 2.6%
60～69歳　 13 0.8%
70歳以上 0 0.0%

学生 1390 87.3%
教員 59 3.7%
事務職員 135 8.5%
その他 9 0.6%
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初期データ

				内訳 ウチワケ		実数 ジッスウ		割合 ワリアイ

				１．　あなたの性別をお答えください

				男 オトコ		814		51.1%

				女性 ジョセイ		766		48.1%

				その他 タ		13		0.8%

				計 ケイ		1593		100.0%

				2.　あなたの年齢をお答えください。

				10代後半		583		36.6%

				20～29歳　		829		52.0%

				30～39歳　		59		3.7%

				40～49歳　		68		4.3%

				50～59歳　		41		2.6%

				60～69歳　		13		0.8%

				70歳以上		0		0.0%

				計 ケイ		1593		100.0%

				３.　あなたの京都産業大学での身分について教えてください

				学生		1390		87.3%

				教員（専任）		55		3.5%

				教員（専任以外） 		4		0.3%

				事務職員（専任）		73		4.6%

				事務職員（専任以外）		62		3.9%

				その他		9		0.6%

				計 ケイ		1593		100.0%

				4-1.　コロナに関連して、あなた自身が直接個人的に誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたことがありますか？

				ある		161		10.1%

				ない		1432		89.9%

				計 ケイ		1593		100.0%

				4-2.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの回数について教えてください。

				1回のみ		71		42.0%

				2～４回		80		47.3%

				5回以上10回未満		10		5.9%

				10回以上		8		4.7%

						169		100.0%

				4-3.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		112		56.3%

				張り紙や手紙で		8		4.0%

				音声通話（電話）で		21		10.6%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		21		10.6%

				SNSなどで直接自分だということが分かる形で		12		6.0%

				その他		25		12.6%

						199		100.0%

				4-4.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントは誰からのものですか？（複数回答可）

				見ず知らずの人（SNS上も含む）		56		23.9%

				近所の住人		18		7.7%

				友達		36		15.4%

				家族・親族		16		6.8%

				職場に来た客など（アルバイト先含む） 		32		13.7%

				職場の上司や同僚など（アルバイト先含む） 		47		20.1%

				その他		29		12.4%

						234		100.0%

				4-5.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

				男性		114		55.1%

				女性		77		37.2%

				分からない		16		7.7%

						207		100.0%

				4-6.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

				小学生		3		1.2%

				中高生		6		2.4%

				10代後半から20代		52		20.4%

				30代から40代		90		35.3%

				50代から60代		69		27.1%

				70代以上		24		9.4%

				わからない		11		4.3%

						255		100.0%

				4-7.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどこで生じましたか？（複数回答可）

				京都産業大学内		6		2.6%

				上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		7		3.0%

				アルバイト先		70		30.2%

				お店（飲食店、美容室、商業施設など）		30		12.9%

				医療・福祉施設内		3		1.3%

				路上		15		6.5%

				自宅・自宅周辺		26		11.2%

				交通機関		8		3.4%

				SNS、LINEなどオンライン上		45		19.4%

				その他		22		9.5%

						232		100.0%

				4-8.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

				2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見） 		100		46.1%

				4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に）		72		33.2%

				6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始） 		18		8.3%

				8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道）		13		6.0%

				10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言） 		7		3.2%

				12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		7		3.2%

						217		100.0%

				5-1.　京産大へのコロナ問題でのバッシングに関連してあなた自身が直接個人的に、他人から同情や励ましを受けたことがありますか？

				ある		765		48.0%

				ない		828		52.0%

						1593		100.0%

				5-2． 5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましの回数について教えてください（複数回答可）

				1回のみ		48		6.3%

				2～４回		461		61.0%

				5回以上10回未満		156		20.6%

				10回以上		91		12.0%

						756		100.0%

				5-3.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましはどのような形であなたに行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		611		51.0%

				手紙など郵便物で		12		1.0%

				音声通話（電話）で		172		14.3%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		365		30.4%

				SNSなどで直接自分だということが分かる形で		26		2.2%

				その他		13		1.1%

						1199		100.0%

				5-4.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをあなたに直接してきた人は誰ですか？（複数回答可）

				見ず知らずの人（SNS上も含む）		29		1.8%

				近所の住人		92		5.8%

				友達		536		33.8%

				家族・親族		489		30.8%

				職場に来た客など（アルバイト先含む）		90		5.7%

				職場の上司や同僚など（アルバイト先含む）		267		16.8%

				誹謗中傷などをしてきた加害者本人		4		0.3%

				その他		79		5.0%

						1586		100.0%

				5-5.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

				男性		579		47.2%

				女性		633		51.6%

				分からない		15		1.2%

						1227		100.0%

				5-6.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

				小学生		3		0.2%

				中高生		24		1.5%

				10代後半から20代		447		28.7%

				30代から40代		508		32.6%

				50代から60代		416		26.7%

				70代以上		145		9.3%

				わからない		15		1.0%

						1558		100.0%

				5-7.    5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが直接に受けた同情や励ましはどこでありましたか？（複数回答可）

				京都産業大学内		39		2.8%

				上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		28		2.0%

				アルバイト先		299		21.5%

				お店（飲食店、美容室、商業施設など）		112		8.0%

				医療・福祉施設内		11		0.8%

				路上		39		2.8%

				自宅・自宅周辺		365		26.2%

				交通機関		6		0.4%

				SNS、LINEなどオンライン上		384		27.6%

				その他		109		7.8%

						1392		100.0%

				5-8.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが受けた同情や励ましはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

				2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見）		446		32.9%

				4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に） 		450		33.2%

				6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始）		204		15.0%

				8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道） 		126		9.3%

				10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言）		75		5.5%

				12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		56		4.1%

						1357		100.0%

				6-1.　コロナに関わることであなたは、あなた以外の関係の近い人（家族や友人、仲間や同僚など）が対面もしくはSNS上で直接に差別や誹謗中傷、ハラスメントを受けているのを見たり聞いたりしたことがありますか？

				ある		198		12.4%

				ない		1395		87.6%

						1593		100.0%

				6-2.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたのは誰ですか？（複数回答可）

				家族・親族		26		12.1%

				友人		101		47.2%

				職場の人（アルバイト先含む） 		35		16.4%

				近所の人		9		4.2%

				その他		43		20.1%

						214		100.0%

				6-3.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。あなた以外の関係の近い人が受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		89		36.9%

				張り紙や手紙で		33		13.7%

				音声通話（電話）で		20		8.3%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接本人宛てに		30		12.4%

				SNSなどで直接本人だということが分かる形で		37		15.4%

				その他		32		13.3%

						241		100.0%

				7.　コロナの流行以降に生じた誹謗中傷やバッシング、同情・励ましに関係して、あなたの他人に対する信頼感はどう変化しましたか？

				信頼感が大きく増した		50		3.1%

				信頼感がすこし増した		151		9.5%

				特に変わらない		1144		71.8%

				信頼感がすこし減った		179		11.2%

				信頼感が大きく減った		69		4.3%

						1593		100.0%





データクリーニング後

		内訳		実数		割合

		１．　あなたの性別をお答えください						0.0%

		男		814		51.1%		0.4%

		女性		766		48.1%		0.9%

		その他		13		0.8%		ERROR:#DIV/0!

		計		1593		100.0%

		2.　あなたの年齢をお答えください。

		10代後半		583		36.6%

		20～29歳　		829		52.0%

		30～39歳　		59		3.7%

		40～49歳　		68		4.3%

		50～59歳　		41		2.6%

		60～69歳　		13		0.8%

		70歳以上		0		0.0%

		計		1593		100.0%

		３.　あなたの京都産業大学での身分について教えてください

		学生		1390		87.3%

		教員（専任）		55		3.5%

		教員（専任以外） 		4		0.3%

		事務職員（専任）		73		4.6%

		事務職員（専任以外）		62		3.9%

		その他		9		0.6%

		計		1593		100.0%

		4-1.　コロナに関連して、あなた自身が直接個人的に誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたことがありますか？

		ある		165		10.4%

		ない		1428		89.6%

		計		1593		100.0%

		4-2.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの回数について教えてください。

		1回のみ		67		40.9%

		2～４回		80		48.8%

		5回以上10回未満		10		6.1%

		10回以上		7		4.3%

				164
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回数について空白セル一つあり		100.0%

		4-3.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		112		56.3%

		張り紙や手紙で		8		4.0%

		音声通話（電話）で		21		10.6%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		21		10.6%

		SNSなどで直接自分だということが分かる形で		12		6.0%

		その他		25		12.6%

				199		100.0%

		4-4.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントは誰からのものですか？（複数回答可）

		見ず知らずの人（SNS上も含む）		56		23.9%

		近所の住人		18		7.7%

		友達		36		15.4%

		家族・親族		16		6.8%

		職場に来た客など（アルバイト先含む） 		32		13.7%

		職場の上司や同僚など（アルバイト先含む） 		47		20.1%

		その他		29		12.4%

				234		100.0%

		4-5.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

		男性		114		55.1%

		女性		77		37.2%

		分からない		16		7.7%

				207		100.0%

		4-6.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

		小学生		3		1.2%

		中高生		6		2.4%

		10代後半から20代		52		20.4%

		30代から40代		90		35.3%

		50代から60代		69		27.1%

		70代以上		24		9.4%

		わからない		11		4.3%

				255		100.0%

		4-7.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどこで生じましたか？（複数回答可）

		京都産業大学内		6		2.6%

		上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		7		3.0%

		アルバイト先		70		30.2%

		お店（飲食店、美容室、商業施設など）		30		12.9%

		医療・福祉施設内		3		1.3%

		路上		15		6.5%

		自宅・自宅周辺		26		11.2%

		交通機関		8		3.4%

		SNS、LINEなどオンライン上		45		19.4%

		その他		22		9.5%

				232		100.0%

		4-8.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

		2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見） 		100		46.1%

		4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に）		72		33.2%

		6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始） 		18		8.3%

		8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道）		13		6.0%

		10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言） 		7		3.2%

		12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		7		3.2%

				217		100.0%

		5-1.　京産大へのコロナ問題でのバッシングに関連してあなた自身が直接個人的に、他人から同情や励ましを受けたことがありますか？

		ある		765		48.0%

		ない		828		52.0%

				1593		100.0%

		5-2． 5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましの回数について教えてください（複数回答可）

		1回のみ		48		6.3%

		2～４回		461		61.0%

		5回以上10回未満		156		20.6%

		10回以上		91		12.0%

				756		100.0%

		5-3.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましはどのような形であなたに行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		611		51.0%

		手紙など郵便物で		12		1.0%

		音声通話（電話）で		172		14.3%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		365		30.4%

		SNSなどで直接自分だということが分かる形で		26		2.2%

		その他		13		1.1%

				1199		100.0%

		5-4.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをあなたに直接してきた人は誰ですか？（複数回答可）

		見ず知らずの人（SNS上も含む）		29		1.8%

		近所の住人		92		5.8%

		友達		536		33.8%

		家族・親族		489		30.8%

		職場に来た客など（アルバイト先含む）		90		5.7%

		職場の上司や同僚など（アルバイト先含む）		267		16.8%

		誹謗中傷などをしてきた加害者本人		4		0.3%

		その他		79		5.0%

				1586		100.0%

		5-5.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

		男性		579		47.2%

		女性		633		51.6%

		分からない		15		1.2%

				1227		100.0%

		5-6.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

		小学生		3		0.2%

		中高生		24		1.5%

		10代後半から20代		447		28.7%

		30代から40代		508		32.6%

		50代から60代		416		26.7%

		70代以上		145		9.3%

		わからない		15		1.0%

				1558		100.0%

		5-7.    5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが直接に受けた同情や励ましはどこでありましたか？（複数回答可）

		京都産業大学内		39		2.8%

		上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		28		2.0%

		アルバイト先		299		21.5%

		お店（飲食店、美容室、商業施設など）		112		8.0%

		医療・福祉施設内		11		0.8%

		路上		39		2.8%

		自宅・自宅周辺		365		26.2%

		交通機関		6		0.4%

		SNS、LINEなどオンライン上		384		27.6%

		その他		109		7.8%

				1392		100.0%

		5-8.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが受けた同情や励ましはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

		2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見）		446		32.9%

		4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に） 		450		33.2%

		6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始）		204		15.0%

		8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道） 		126		9.3%

		10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言）		75		5.5%

		12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		56		4.1%

				1357		100.0%

		6-1.　コロナに関わることであなたは、あなた以外の関係の近い人（家族や友人、仲間や同僚など）が対面もしくはSNS上で直接に差別や誹謗中傷、ハラスメントを受けているのを見たり聞いたりしたことがありますか？

		ある		200		12.6%

		ない		1393		87.4%

				1593		100.0%

		6-2.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたのは誰ですか？（複数回答可）

		家族・親族		26		12.1%

		友人		101		47.2%

		職場の人（アルバイト先含む） 		35		16.4%

		近所の人		9		4.2%

		その他		43		20.1%

				214		100.0%

		6-3.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。あなた以外の関係の近い人が受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		89		36.9%

		張り紙や手紙で		33		13.7%

		音声通話（電話）で		20		8.3%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接本人宛てに		30		12.4%

		SNSなどで直接本人だということが分かる形で		37		15.4%

		その他		32		13.3%

				241		100.0%

		7.　コロナの流行以降に生じた誹謗中傷やバッシング、同情・励ましに関係して、あなたの他人に対する信頼感はどう変化しましたか？

		信頼感が大きく増した		50		3.1%

		信頼感がすこし増した		151		9.5%

		特に変わらない		1144		71.8%

		信頼感がすこし減った		179		11.2%

		信頼感が大きく減った		69		4.3%

				1593		100.0%





クロス集計

								信頼感の変化 シンライカン ヘンカ

								信頼感が大きく増した		信頼感がすこし増した		特に変わらない		信頼感がすこし減った		信頼感が大きく減った

				学生 ガクセイ		1390		42		123		1002		162		61

								3.0%		8.8%		72.1%		11.7%		4.4%

				教員 キョウイン		59		0		10		42		4		3

								0.0%		16.9%		71.2%		6.8%		5.1%

				事務職員		135		7		17		94		13		4

								5.2%		12.6%		69.6%		9.6%		3.0%

								誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの有無 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ ウム												誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの有無 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ ウム																誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントのあった場所 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ バショ

								ある		ない												ある		男 オトコ		女 オンナ		その他 タ						ある		アルバイト先		SNS、LINEなどオンライン上				アルバイト先		10代後半から20代		30代から40代		50代から60代		70代以上				アルバイト先		面と向かって

				学生 ガクセイ		1390		143		1247										学生 ガクセイ		143		66		75		2				学生 ガクセイ		143		69		40				69		22		46		35		7				69		53

								10.3%		89.7%														46.2%		52.4%		1.4%								48.3%		28.0%				100.0%		31.9%		66.7%		50.7%		10.1%						76.8%

				教員 キョウイン		59		3		56

								5.1%		94.9%

				事務職員		135		17		118

								12.6%		87.4%

								励ましや同情 ハゲ ドウジョウ

								ある		ない

				学生 ガクセイ		1390		612		778

						100.0%		44.0%		56.0%

				教員 キョウイン		59		42		17

						100.0%		71.2%		28.8%

				事務職員		135		107		28

						100.0%		79.3%		20.7%






初期データ

				内訳 ウチワケ		実数 ジッスウ		割合 ワリアイ

				１．　あなたの性別をお答えください

				男 オトコ		814		51.1%

				女性 ジョセイ		766		48.1%

				その他 タ		13		0.8%

				計 ケイ		1593		100.0%

				2.　あなたの年齢をお答えください。

				10代後半		583		36.6%

				20～29歳　		829		52.0%

				30～39歳　		59		3.7%

				40～49歳　		68		4.3%

				50～59歳　		41		2.6%

				60～69歳　		13		0.8%

				70歳以上		0		0.0%

				計 ケイ		1593		100.0%

				３.　あなたの京都産業大学での身分について教えてください

				学生		1390		87.3%

				教員（専任）		55		3.5%

				教員（専任以外） 		4		0.3%

				事務職員（専任）		73		4.6%

				事務職員（専任以外）		62		3.9%

				その他		9		0.6%

				計 ケイ		1593		100.0%

				4-1.　コロナに関連して、あなた自身が直接個人的に誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたことがありますか？

				ある		161		10.1%

				ない		1432		89.9%

				計 ケイ		1593		100.0%

				4-2.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの回数について教えてください。

				1回のみ		71		42.0%

				2～４回		80		47.3%

				5回以上10回未満		10		5.9%

				10回以上		8		4.7%

						169		100.0%

				4-3.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		112		56.3%

				張り紙や手紙で		8		4.0%

				音声通話（電話）で		21		10.6%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		21		10.6%

				SNSなどで直接自分だということが分かる形で		12		6.0%

				その他		25		12.6%

						199		100.0%

				4-4.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントは誰からのものですか？（複数回答可）

				見ず知らずの人（SNS上も含む）		56		23.9%

				近所の住人		18		7.7%

				友達		36		15.4%

				家族・親族		16		6.8%

				職場に来た客など（アルバイト先含む） 		32		13.7%

				職場の上司や同僚など（アルバイト先含む） 		47		20.1%

				その他		29		12.4%

						234		100.0%

				4-5.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

				男性		114		55.1%

				女性		77		37.2%

				分からない		16		7.7%

						207		100.0%

				4-6.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

				小学生		3		1.2%

				中高生		6		2.4%

				10代後半から20代		52		20.4%

				30代から40代		90		35.3%

				50代から60代		69		27.1%

				70代以上		24		9.4%

				わからない		11		4.3%

						255		100.0%

				4-7.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどこで生じましたか？（複数回答可）

				京都産業大学内		6		2.6%

				上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		7		3.0%

				アルバイト先		70		30.2%

				お店（飲食店、美容室、商業施設など）		30		12.9%

				医療・福祉施設内		3		1.3%

				路上		15		6.5%

				自宅・自宅周辺		26		11.2%

				交通機関		8		3.4%

				SNS、LINEなどオンライン上		45		19.4%

				その他		22		9.5%

						232		100.0%

				4-8.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

				2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見） 		100		46.1%

				4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に）		72		33.2%

				6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始） 		18		8.3%

				8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道）		13		6.0%

				10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言） 		7		3.2%

				12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		7		3.2%

						217		100.0%

				5-1.　京産大へのコロナ問題でのバッシングに関連してあなた自身が直接個人的に、他人から同情や励ましを受けたことがありますか？

				ある		765		48.0%

				ない		828		52.0%

						1593		100.0%

				5-2． 5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましの回数について教えてください（複数回答可）

				1回のみ		48		6.3%

				2～４回		461		61.0%

				5回以上10回未満		156		20.6%

				10回以上		91		12.0%

						756		100.0%

				5-3.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましはどのような形であなたに行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		611		51.0%

				手紙など郵便物で		12		1.0%

				音声通話（電話）で		172		14.3%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		365		30.4%

				SNSなどで直接自分だということが分かる形で		26		2.2%

				その他		13		1.1%

						1199		100.0%

				5-4.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをあなたに直接してきた人は誰ですか？（複数回答可）

				見ず知らずの人（SNS上も含む）		29		1.8%

				近所の住人		92		5.8%

				友達		536		33.8%

				家族・親族		489		30.8%

				職場に来た客など（アルバイト先含む）		90		5.7%

				職場の上司や同僚など（アルバイト先含む）		267		16.8%

				誹謗中傷などをしてきた加害者本人		4		0.3%

				その他		79		5.0%

						1586		100.0%

				5-5.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

				男性		579		47.2%

				女性		633		51.6%

				分からない		15		1.2%

						1227		100.0%

				5-6.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

				小学生		3		0.2%

				中高生		24		1.5%

				10代後半から20代		447		28.7%

				30代から40代		508		32.6%

				50代から60代		416		26.7%

				70代以上		145		9.3%

				わからない		15		1.0%

						1558		100.0%

				5-7.    5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが直接に受けた同情や励ましはどこでありましたか？（複数回答可）

				京都産業大学内		39		2.8%

				上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		28		2.0%

				アルバイト先		299		21.5%

				お店（飲食店、美容室、商業施設など）		112		8.0%

				医療・福祉施設内		11		0.8%

				路上		39		2.8%

				自宅・自宅周辺		365		26.2%

				交通機関		6		0.4%

				SNS、LINEなどオンライン上		384		27.6%

				その他		109		7.8%

						1392		100.0%

				5-8.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが受けた同情や励ましはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

				2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見）		446		32.9%

				4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に） 		450		33.2%

				6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始）		204		15.0%

				8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道） 		126		9.3%

				10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言）		75		5.5%

				12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		56		4.1%

						1357		100.0%

				6-1.　コロナに関わることであなたは、あなた以外の関係の近い人（家族や友人、仲間や同僚など）が対面もしくはSNS上で直接に差別や誹謗中傷、ハラスメントを受けているのを見たり聞いたりしたことがありますか？

				ある		198		12.4%

				ない		1395		87.6%

						1593		100.0%

				6-2.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたのは誰ですか？（複数回答可）

				家族・親族		26		12.1%

				友人		101		47.2%

				職場の人（アルバイト先含む） 		35		16.4%

				近所の人		9		4.2%

				その他		43		20.1%

						214		100.0%

				6-3.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。あなた以外の関係の近い人が受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

				面と向かって		89		36.9%

				張り紙や手紙で		33		13.7%

				音声通話（電話）で		20		8.3%

				LINEやダイレクトメッセージなどで直接本人宛てに		30		12.4%

				SNSなどで直接本人だということが分かる形で		37		15.4%

				その他		32		13.3%

						241		100.0%

				7.　コロナの流行以降に生じた誹謗中傷やバッシング、同情・励ましに関係して、あなたの他人に対する信頼感はどう変化しましたか？

				信頼感が大きく増した		50		3.1%

				信頼感がすこし増した		151		9.5%

				特に変わらない		1144		71.8%

				信頼感がすこし減った		179		11.2%

				信頼感が大きく減った		69		4.3%

						1593		100.0%





データクリーニング後

		内訳		実数		割合

		１．　あなたの性別をお答えください						0.0%

		男		814		51.1%		0.4%

		女性		766		48.1%		0.9%

		その他		13		0.8%		ERROR:#DIV/0!

		計		1593		100.0%

		2.　あなたの年齢をお答えください。

		10代後半		583		36.6%

		20～29歳　		829		52.0%

		30～39歳　		59		3.7%

		40～49歳　		68		4.3%

		50～59歳　		41		2.6%

		60～69歳　		13		0.8%

		70歳以上		0		0.0%

		計		1593		100.0%

		３.　あなたの京都産業大学での身分について教えてください

		学生		1390		87.3%				学生		1390		87.3%

		教員（専任）		55		3.5%				教員		59		3.7%

		教員（専任以外） 		4		0.3%				事務職員（専任）		135		8.5%

		事務職員（専任）		73		4.6%				その他		9		0.6%

		事務職員（専任以外）		62		3.9%						1593		100.0%

		その他		9		0.6%

		計		1593		100.0%

		4-1.　コロナに関連して、あなた自身が直接個人的に誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたことがありますか？

		ある		165		10.4%

		ない		1428		89.6%

		計		1593		100.0%

		4-2.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの回数について教えてください。

		1回のみ		67		40.9%

		2～４回		80		48.8%

		5回以上10回未満		10		6.1%

		10回以上		7		4.3%

				164

Motoyuki GOTO: Motoyuki GOTO:
回数について空白セル一つあり		100.0%

		4-3.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		112		56.3%

		張り紙や手紙で		8		4.0%

		音声通話（電話）で		21		10.6%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		21		10.6%

		SNSなどで直接自分だということが分かる形で		12		6.0%

		その他		25		12.6%

				199		100.0%

		4-4.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントは誰からのものですか？（複数回答可）

		見ず知らずの人（SNS上も含む）		56		23.9%

		近所の住人		18		7.7%

		友達		36		15.4%

		家族・親族		16		6.8%

		職場に来た客など（アルバイト先含む） 		32		13.7%

		職場の上司や同僚など（アルバイト先含む） 		47		20.1%

		その他		29		12.4%

				234		100.0%

		4-5.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

		男性		114		55.1%

		女性		77		37.2%

		分からない		16		7.7%

				207		100.0%

		4-6.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。誹謗中傷などをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

		小学生		3		1.2%

		中高生		6		2.4%

		10代後半から20代		52		20.4%

		30代から40代		90		35.3%

		50代から60代		69		27.1%

		70代以上		24		9.4%

		わからない		11		4.3%

				255		100.0%

		4-7.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどこで生じましたか？（複数回答可）

		京都産業大学内		6		2.6%

		上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		7		3.0%

		アルバイト先		70		30.2%

		お店（飲食店、美容室、商業施設など）		30		12.9%

		医療・福祉施設内		3		1.3%

		路上		15		6.5%

		自宅・自宅周辺		26		11.2%

		交通機関		8		3.4%

		SNS、LINEなどオンライン上		45		19.4%

		その他		22		9.5%

				232		100.0%

		4-8.　4-1で誹謗中傷などを受けたことがある、と回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、5-1に飛んでください）。あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

		2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見） 		100		46.1%

		4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に）		72		33.2%

		6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始） 		18		8.3%

		8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道）		13		6.0%

		10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言） 		7		3.2%

		12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		7		3.2%

				217		100.0%

		5-1.　京産大へのコロナ問題でのバッシングに関連してあなた自身が直接個人的に、他人から同情や励ましを受けたことがありますか？

		ある		765		48.0%

		ない		828		52.0%

				1593		100.0%

		5-2． 5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましの回数について教えてください（複数回答可）

		1回のみ		48		6.3%

		2～４回		461		61.0%

		5回以上10回未満		156		20.6%

		10回以上		91		12.0%

				756		100.0%

		5-3.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましはどのような形であなたに行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		611		51.0%

		手紙など郵便物で		12		1.0%

		音声通話（電話）で		172		14.3%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接自分宛てに		365		30.4%

		SNSなどで直接自分だということが分かる形で		26		2.2%

		その他		13		1.1%

				1199		100.0%

		5-4.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをあなたに直接してきた人は誰ですか？（複数回答可）

		見ず知らずの人（SNS上も含む）		29		1.8%

		近所の住人		92		5.8%

		友達		536		33.8%

		家族・親族		489		30.8%

		職場に来た客など（アルバイト先含む）		90		5.7%

		職場の上司や同僚など（アルバイト先含む）		267		16.8%

		誹謗中傷などをしてきた加害者本人		4		0.3%

		その他		79		5.0%

				1586		100.0%

		5-5.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の性別を教えてください（複数回答可）

		男性		579		47.2%

		女性		633		51.6%

		分からない		15		1.2%

				1227		100.0%

		5-6.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。同情や励ましをしてきた人の大体の年齢を教えてください（複数回答可）

		小学生		3		0.2%

		中高生		24		1.5%

		10代後半から20代		447		28.7%

		30代から40代		508		32.6%

		50代から60代		416		26.7%

		70代以上		145		9.3%

		わからない		15		1.0%

				1558		100.0%

		5-7.    5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが直接に受けた同情や励ましはどこでありましたか？（複数回答可）

		京都産業大学内		39		2.8%

		上記以外の学校や保育園・幼稚園などの施設		28		2.0%

		アルバイト先		299		21.5%

		お店（飲食店、美容室、商業施設など）		112		8.0%

		医療・福祉施設内		11		0.8%

		路上		39		2.8%

		自宅・自宅周辺		365		26.2%

		交通機関		6		0.4%

		SNS、LINEなどオンライン上		384		27.6%

		その他		109		7.8%

				1392		100.0%

		5-8.　5-1で同情や励ましがあったと回答した方にお聞きします（「ない」とした方は回答せず、6-1に飛んでください）。あなたが受けた同情や励ましはいつ頃にありましたか？（複数回答可）

		2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽性発覚、3月29日京産大クラスターについて大学会見）		446		32.9%

		4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全国に） 		450		33.2%

		6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止発表、7月22日GoToトラベル開始）		204		15.0%

		8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、8月ワクチン開発の報道） 		126		9.3%

		10月～11月頃（10月GoTo東京追加、11月日本医師会長「第３波」発言）		75		5.5%

		12月以降（12月14日GoTo 全国一時停止発表）		56		4.1%

				1357		100.0%

		6-1.　コロナに関わることであなたは、あなた以外の関係の近い人（家族や友人、仲間や同僚など）が対面もしくはSNS上で直接に差別や誹謗中傷、ハラスメントを受けているのを見たり聞いたりしたことがありますか？

		ある		200		12.6%

		ない		1393		87.4%

				1593		100.0%

		6-2.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントを受けたのは誰ですか？（複数回答可）

		家族・親族		26		12.1%

		友人		101		47.2%

		職場の人（アルバイト先含む） 		35		16.4%

		近所の人		9		4.2%

		その他		43		20.1%

				214		100.0%

		6-3.　6-1で親しい人に誹謗中傷があったと回答した方のみにお聞きします（「ない」とした方は回答せず、7に飛んでください）。あなた以外の関係の近い人が受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはどのような形で行われましたか？（複数回答可）

		面と向かって		89		36.9%

		張り紙や手紙で		33		13.7%

		音声通話（電話）で		20		8.3%

		LINEやダイレクトメッセージなどで直接本人宛てに		30		12.4%

		SNSなどで直接本人だということが分かる形で		37		15.4%

		その他		32		13.3%

				241		100.0%

		7.　コロナの流行以降に生じた誹謗中傷やバッシング、同情・励ましに関係して、あなたの他人に対する信頼感はどう変化しましたか？

		信頼感が大きく増した		50		3.1%

		信頼感がすこし増した		151		9.5%

		特に変わらない		1144		71.8%

		信頼感がすこし減った		179		11.2%

		信頼感が大きく減った		69		4.3%

				1593		100.0%





クロス集計

								信頼感の変化 シンライカン ヘンカ

								信頼感が大きく増した		信頼感がすこし増した		特に変わらない		信頼感がすこし減った		信頼感が大きく減った

				学生 ガクセイ		1390		42		123		1002		162		61

								3.0%		8.8%		72.1%		11.7%		4.4%

				教員 キョウイン		59		0		10		42		4		3

								0.0%		16.9%		71.2%		6.8%		5.1%

				事務職員		135		7		17		94		13		4

								5.2%		12.6%		69.6%		9.6%		3.0%

								誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの有無 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ ウム												誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントの有無 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ ウム																誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントのあった場所 ヒボウ チュウショウ サベツ テキ タイオウ バショ

								ある		ない												ある		男 オトコ		女 オンナ		その他 タ						ある		アルバイト先		SNS、LINEなどオンライン上				アルバイト先		10代後半から20代		30代から40代		50代から60代		70代以上				アルバイト先		面と向かって

				学生 ガクセイ		1390		143		1247										学生 ガクセイ		143		66		75		2				学生 ガクセイ		143		69		40				69		22		46		35		7				69		53

								10.3%		89.7%														46.2%		52.4%		1.4%								48.3%		28.0%				100.0%		31.9%		66.7%		50.7%		10.1%						76.8%

				教員 キョウイン		59		3		56

								5.1%		94.9%

				事務職員		135		17		118

								12.6%		87.4%

								励ましや同情 ハゲ ドウジョウ

								ある		ない

				学生 ガクセイ		1390		612		778

						100.0%		44.0%		56.0%

				教員 キョウイン		59		42		17

						100.0%		71.2%		28.8%

				事務職員		135		107		28

						100.0%		79.3%		20.7%







京産大学関係者へのアンケート調査結果

4-1. コロナに関連して、あ
なた自身が直接個人的に誹謗
中傷、差別的対応、ハラスメ
ントを受けたことがあります
か？

ある 165 10.4%

ない 1428 89.6%

計 1593 100.0
%

4-2. あなたが受けた誹謗中
傷、差別的対応、ハラスメン
トの回数について教えてくだ
さい。

1回のみ 67 40.9%

2～４回 80 48.8%

5回以上10回未満 10 6.1%

10回以上 7 4.3%

計 164 100.0%

4-3. あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハ
ラスメントはどのような形で行われましたか？
（複数回答可）

面と向かって 112 56.3%
張り紙や手紙で 8 4.0%
音声通話（電話）で 21 10.6%
LINEやダイレクトメッセー
ジなどで直接自分宛てに 21 10.6%

SNSなどで直接自分だとい
うことが分かる形で 12 6.0%

その他 25 12.6%
計 199 100.0%
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京産大学関係者へのアンケート調査結果

8

4-4. あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、
ハラスメントは誰からのものですか？（複数
回答可）

見ず知らずの人（SNS
上も含む） 56 23.9%

近所の住人 18 7.7%
友達 36 15.4%
家族・親族 16 6.8%
職場に来た客など（ア
ルバイト先含む） 32 13.7%
職場の上司や同僚など
（アルバイト先含む） 47 20.1%

その他 29 12.4%
計 234 100.0%

4-5. 誹謗中傷などをしてきた
人の性別を教えてください（複
数回答可）

男性 114 55.1%

女性 77 37.2%

分からない 16 7.7%

計 207100.0%

4-6. 誹謗中傷などをしてきた人の大体の
年齢を教えてください（複数回答可）

小学生 3 1.2%
中高生 6 2.4%
10代後半から20代 52 20.4%
30代から40代 90 35.3%
50代から60代 69 27.1%
70代以上 24 9.4%
わからない 11 4.3%
計 255 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
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4-7. あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラ
スメントはどこで生じましたか？（複数回答可）
京都産業大学内 6 2.6%
上記以外の学校や保育
園・幼稚園などの施設 7 3.0%

アルバイト先 70 30.2%
お店（飲⾷店、美容室、
商業施設など） 30 12.9%

医療・福祉施設内 3 1.3%
路上 15 6.5%
自宅・自宅周辺 26 11.2%
交通機関 8 3.4%
SNS、LINEなどオンライ
ン上 45 19.4%

その他 22 9.5%
計 232 100.0%

4-8. あなたが受けた誹謗中傷、差別的対応、ハラスメントはいつ頃
にありましたか？（複数回答可）

2月～3月頃（2月大型クルーズ船で
陽性発覚、3月29日京産大クラス
ターについて大学会見）

100 46.1%

4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言
全国に） 72 33.2%
6月～7月頃（6月24日専門家会議廃
止発表、7月22日GoToトラベル開
始）

18 8.3%

8月～9月頃（8月7日「第2波」ピー
ク、8月ワクチン開発の報道） 13 6.0%

10月～11月頃（10月GoTo東京追加
11月日本医師会長「第３波」発言）

7 3.2%

12月以降（12月14日GoTo 全国一
時停止発表） 7 3.2%

計 217 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
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5-1. 京産大へのコロナ問題で
のバッシングに関連してあなた
自身が直接個人的に、他人から
同情や励ましを受けたことがあ
りますか？

ある 765 48.0%

ない 828 52.0%

計 1593100.0%

5-2．同情や励ましの回数につい
て教えてください（複数回答可）

1回のみ 48 6.3%

2～４回 461 61.0%

5回以上10回未満 156 20.6%

10回以上 91 12.0%

計 756 100.0%

5-3. 同情や励ましはどのような形であなたに行
われましたか？（複数回答可）

面と向かって 611 51.0%
手紙など郵便物で 12 1.0%
音声通話（電話）で 172 14.3%
LINEやダイレクトメッ
セージなどで直接自分宛
てに

365 30.4%

SNSなどで直接自分だと
いうことが分かる形で 26 2.2%

その他 13 1.1%
計 1199 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
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5-4. 同情や励ましをあなたに直接してき
た人は誰ですか？（複数回答可）

見ず知らずの人（SNS
上も含む） 29 1.8%

近所の住人 92 5.8%

友達 536 33.8%

家族・親族 489 30.8%
職場に来た客など（ア
ルバイト先含む） 90 5.7%

職場の上司や同僚など
（アルバイト先含む） 267 16.8%

誹謗中傷などをしてき
た加害者本人 4 0.3%

その他 79 5.0%

計 1586 100.0%

5-5. 同情や励ましをしてき
た人の性別を教えてください
（複数回答可）

男性 579 47.2%

女性 633 51.6%

分からない 15 1.2%

計 1227 100.0
%

5-6. 同情や励ましをしてきた人の大体の年齢を教え
てください（複数回答可）

小学生 3 0.2%

中高生 24 1.5%

10代後半から20代 447 28.7%

30代から40代 508 32.6%

50代から60代 416 26.7%

70代以上 145 9.3%

わからない 15 1.0%

計 1558 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
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5-7. あなたが直接に受けた同情や励ましはどこで
ありましたか？（複数回答可）

京都産業大学内 39 2.8%
上記以外の学校や保育
園・幼稚園などの施設 28 2.0%

アルバイト先 299 21.5%
お店（飲⾷店、美容室、
商業施設など） 112 8.0%

医療・福祉施設内 11 0.8%
路上 39 2.8%
自宅・自宅周辺 365 26.2%
交通機関 6 0.4%
SNS、LINEなどオンライ
ン上 384 27.6%

その他 109 7.8%
計 1392 100.0%

5-8. あなたが受けた同情や励ましはいつ頃にありましたか？（複数回答
可）

2月～3月頃（2月大型クルーズ船で陽
性発覚、3月29日京産大クラスターに
ついて大学会見）

446 32.9%

4月～5月頃（4月16日緊急事態宣言全
国に） 450 33.2%

6月～7月頃（6月24日専門家会議廃止
発表、7月22日GoToトラベル開始） 204 15.0%

8月～9月頃（8月7日「第2波」ピーク、
8月ワクチン開発の報道） 126 9.3%

10月～11月頃（10月GoTo東京追加、
11月日本医師会長「第３波」発言）

75 5.5%

12月以降（12月14日GoTo 全国一時停
止発表） 56 4.1%

計 1357 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
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7. コロナの流行以降に生じた誹謗中傷やバッシング、同情・励ましに
関係して、あなたの他人に対する信頼感はどう変化しましたか？

信頼感が大きく増した 50 3.1%

信頼感がすこし増した 151 9.5%

特に変わらない 1144 71.8%

信頼感がすこし減った 179 11.2%

信頼感が大きく減った 69 4.3%

1593 100.0%



京産大学関係者へのアンケート調査結果
• 自由記述より
男⼦学生(20～29歳)
バス車内にて、大声で大学、学生、学生の親に対する発言を受

けた。「大学は学生の行動さえ統率できない低レベルである」
「所詮その程度の大学にしか行けないようなやつは社会的な常識
もなく迷惑をかけるのだから外に出ること自体がおかしい」「そ
んな大学に平気で通わせている親も親」というような内容であっ
た。「バスに乗るな」と降車を迫られ、周りの目もあるので目的
地外での降車を余儀なくされた。なぜ、大勢の人がいる前で多く
の関係者の人権などを踏みにじるような発言を平気でできるのか、
疑問を抱かざるを得ない。
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結果まとめ
• 関係者の9割は誹謗中傷や差別的待遇を経験していなかった。
• 誹謗中傷経験のあった1割の典型事例としては、アルバイト先で30から40代の見ず知ら
ずの男性に、3月末から4月にかけて面と向かって2回から4回言われたケースである。

• 同情や励ましはほぼ5割の京産大関係者が経験しており、友人や家族、アルバイト先の上
司などから、比較的に長期間にわたり複数回受けており、かつ方法はSNSやLINE等が多
かった。

• SNSやLINE等は誹謗中傷、差別的対応の直接的方法としては合計で16.6％しか利用され
ていなかった反面、同情や励ましの方法としては最多の27.6％であった。

• クラスター以後の他者への信頼感は、12.6％が増した、15.5％が減ったと回答し、増し
たという回答も少なくなかった。
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考察
• マスメディアの報道は3月29日の大学と京都市の記者会見以降に繰り返されたが、差別や誹謗中傷
の被害も3月29日から31日までの3日間に集中しており、マスメディアの報道のあり方がこうした
行為を誘発した要因の一つだったと考えられる。

• SNSやLINEなどはそのネガティブな利用のされ方が強調されがちだが、励ましや同情を行うツー
ルとしての拡がりもかなり一般的であると考えられる。

• ウェブ空間やマスメディアでは京都産業大学のクラスターのニュースや、学生や大学への脅迫や差
別事案が強調されて繰り返し取り上げられたが、実際にその被害を経験した関係者は約1割にとど
まり、一方で同情や励ましは5割を超えた。これはニュースメディアやウェブ空間が事実の総量に
比してネガティブな内容をセンセーショナルに取り上げやすい性格を示していると考えられる。

• 誹謗中傷よりも同情・励ましが相当に多かったことは注目に値するが、同情や励ましは誹謗中傷が
起きているというニュースの拡がりを受けて友人や家族、職場の関係者らがリアクションとして
行っていることが推測された。そのようなリアクションを起こさせるようなネガティブなニュース
が実態以上に拡散したことが見えなくなるため、同情や励ましが強調されることはふさわしくない。

• 他者への信頼感が増えた層も一定数いたことからも、コロナ危機はあらゆる危機と同様に、人々を
分断する契機であると同時に人々の結びつきを深める契機でもあると考えられる。
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研究資金

• 立命館大学学内研究助成
「With コロナ社会提案公募研究プログラム-Visionaries for the New 
Normal-」

■人文社会科学系
• ＜COVID-19 を原因とした差別事例のアーカイビングとインタビュー・質問紙調査―歴史的比較
による考察と共に―＞
• 研究期間：2020年9月～2021年3月
• 研究代表者：後藤基行
• 研究概要：COVID-19 による深刻な社会問題の一つに、罹患当事者・関係者に対する差別・バッシング・ハラ
スメントが広範に行われていることである。本研究では、この実態を明らかにするため当事者・関係者にイン
タビューや質問紙調査を行い、その上で過去の類似事例との歴史的な比較考察を行う。また、これらの記録を
後世に残して将来への教訓とするため、資料のアーカイビングにも取り組む。
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