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目次 

１. テクノロジー犯罪被害および被害者数   ．．．対象 1400 名 

２. 嫌がらせ犯罪被害および被害者数   ．．．対象 1400 名 

３. テクノロジー犯罪被害認識年度   ．．．対象 1400 名 

４. 嫌がらせ犯罪認識年度   ．．．対象 1400 名 

５. 声被害   ．．．対象 834 名 

(ア)  聞こえる声の数は 

(イ)  聞こえる声の内容は 

(ウ)  声はどこで聞こえますか？ 

(エ)  声が聞こえる頻度は？ 

(オ)  五感で感じたこと考えたことが声の主体に伝わっていますか？ 

(カ)  頭で考えた事が声の主体に伝わっていると考えられますか？ 

(キ)  会話の返答の速さは？ 

(ク)  どのようなことが声主体に伝わっていますか？ 

(ケ)  声はどこで聞こえますか？ 

６. 音被害   ．．．対象 911 名 

(ア)  音はどこで聞こえますか？ 

(イ)  音はどこから聞こえますか？ 
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(ウ)  頭の中で聞こえる場合・どのような音が聞こえますか？ 

(エ)  空間で聞こえる場合・どのような空間で聞こえますか？ 

(オ)  音が聞こえる場所は？ 

７. 映像被害   ．．．対象 453 名 

(ア)  映像と体調との関係は？ 

(イ)  映像が見えるときの状態は？ 

(ウ)  映像が見える頻度は？ 

(エ)  映像に色がついていますか？ 

(オ)  映像の内容は？ 

(カ)  映像の見える場所は？ 

８. 睡眠妨害   ．．．対象 951 名 

(ア)  その原因は？ 

(イ)  睡眠時間は？ 

(ウ)  睡眠何分間隔で起こされますか？ 

(エ)  加害者が夜中交代していることが分かりますか？ 

(オ)  睡眠妨害される日は？ 

(カ)  睡眠妨害された日に仕事ができますか？ 

９. 身体攻撃   ．．．対象 946 名 
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(ア)  攻撃を受ける部位は？ 

(イ)  攻撃を受けている時の体調・精神状態は？ 

(ウ)  被害を受けてから始まった精神的被害は？ 

１０. 味覚被害   ．．．対象 1400 名 

(ア)  異物の混入を感じる 

１１. 臭覚被害   ．．．対象 1400 名 

(ア)  異臭がする 

１２. 嫌がらせ被害   ．．．対象 1146 名 

(ア)  嫌がらせ被害を受けていますか？ 

(イ)  嫌がらせを受ける場所は？ 

(ウ)  嫌がらせは他地域でも同じですか？ 

(エ)  嫌がらせは外国でも同じですか？ 

１３. 電気製品の故障・不具合   ．．．対象 1400 名 

(ア)  その電気製品は？ 

(イ)  専門店への相談の有無 

１４. 自動車   ．．．対象 1400 名 

(ア)  自動車事故時の証拠写真・保険資料の有無 

(イ)  自動車のタイヤの空気を抜かれましたか？ 
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(ウ)  自動車事故後の運転は？ 

１５. 盗聴盗撮   ．．．対象 1400 名 

(ア)  盗聴盗撮の有無 

(イ)  雨戸を閉めても盗撮されていますか？ 

(ウ)  布団に入っても盗撮されていますか？ 

(エ)  押し入れの中でも盗撮されますか？ 

(オ)  盗撮に使われている機械は？ 

(カ)  盗撮する動機は？ 

(キ)  盗撮機械を見ましたか？ 

１６. 電磁波・超音波探知   ．．．対象 1400 名 

(ア)  測定器で測定しましたか？ 

(イ)  測定器で信号を検出しましたか？ 

１７. 個人情報   ．．．対象 1400 名 

(ア)  流出先は？ 

(イ)  流出していると気づいた理由は？ 

(ウ)  どのような情報が流出していますか？ 

(エ)  流出している個人情報はどのように得られたか？ 

(オ)  考えが読まれた状態は？ 
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１８. 犯罪主体は？   ．．．対象 1400 名 

１９. 加害方法の認知   ．．．対象 1400 名 

２０. これまでの相談場所   ．．．対象 1400 名 

２１. 医師・薬   ．．．対象 1400 名 

(ア)  医師の診察 

(イ)  薬の服用 

(ウ)  医師から薬の説明 

(エ)  薬服用後の体調変化 
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１. テクノロジー犯罪被害および被害者数   ．．．対象 1400 名 
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２. 嫌がらせ犯罪被害および被害者数   ．．．対象 1400 名 
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３. テクノロジー犯罪被害認識年度   ．．．対象 1400 名 

 

 

４. 嫌がらせ犯罪認識年度   ．．．対象 1400 名 
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５. 声被害   ．．．対象 834 名 

(ア)  聞こえる声の数は 

 

(イ)  聞こえる声の内容は 

 

(ウ)  声はどこで聞こえますか？ 
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(エ)  声が聞こえる頻度は？ 

 

(オ)  五感で感じたこと考えたことが声の主体に伝わっていますか？ 

 

(カ)  頭で考えた事が声の主体に伝わっていると考えられますか？ 
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(キ)  会話の返答の速さは？ 

 

(ク)  どのようなことが声主体に伝わっていますか？ 

 

(ケ)  声はどこで聞こえますか？ 
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６. 音被害   ．．．対象 911 名 

(ア)  音はどこで聞こえますか？ 

 

(イ)  音はどこから聞こえますか？ 

 

(ウ)  頭の中で聞こえる場合・どのような音が聞こえますか？
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(エ)  空間で聞こえる場合・どのような空間で聞こえますか？

 

(オ)  音が聞こえる場所は？
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７. 映像被害   ．．．対象 453 名 

(ア)  映像と体調との関係は？

 

(イ)  映像が見えるときの状態は？

 

(ウ)  映像が見える頻度は？
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(エ)  映像に色がついていますか？

 

(オ)  映像の内容は？

 

(カ)  映像の見える場所は？
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８. 睡眠妨害   ．．．対象 951 名 

(ア)  その原因は？

 

(イ)  睡眠時間は？
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(ウ)  睡眠何分間隔で起こされますか？

 

(エ)  加害者が夜中交代していることが分かりますか？

 

(オ)  睡眠妨害される日は？
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(カ)  睡眠妨害された日に仕事ができますか？
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９. 身体攻撃   ．．．対象 946 名 

(ア)  攻撃を受ける部位は？

 

(イ)  攻撃を受けている時の体調・精神状態は？

 

(ウ)  被害を受けてから始まった精神的被害は？
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１０. 味覚被害   ．．．対象 1400 名 

(ア)  異物の混入を感じる

 

(イ)  

１１. 臭覚被害   ．．．対象 1400 名 

(ア)  異臭がする
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１２. 嫌がらせ被害   ．．．対象 1146 名 

(ア)  嫌がらせ被害を受けていますか？

 

(イ)  嫌がらせを受ける場所は？
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(ウ)  嫌がらせは他地域でも同じですか？

 

(エ)  嫌がらせは外国でも同じですか？
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１３. 電気製品の故障・不具合   ．．．対象 1400 名 

(ア)  その電気製品は？

 

(イ)  専門店への相談の有無
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１４. 自動車   ．．．対象 1400 名 

(ア)  自動車事故時の証拠写真・保険資料の有無

 

(イ)  自動車のタイヤの空気を抜かれましたか？

 

(ウ)  自動車事故後の運転は？
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１５. 盗聴盗撮   ．．．対象 934 名 

※ 対象としている９３４名は、「１.テクノロジー犯罪被害および被害者数」項目内の

盗聴盗撮被害者数です。３名がこの項目にご回答いただいていないので、アンケート

（イ）内では９３１名の方が総被害者数となっています。 

(ア)  盗聴盗撮の有無

 

(イ)  雨戸を閉めても盗撮されていますか？

 

(ウ)  布団に入っても盗撮されていますか？
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(エ)  押し入れの中でも盗撮されますか？

 

(オ)  盗撮に使われている機械は？

 

(カ)  盗撮する動機は？

 

(キ) 盗撮機械を見ましたか？
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１６. 電磁波・超音波探知   ．．．対象 1400 名 

(ア)  測定器で測定しましたか？

 

(イ)  測定器で信号を検出しましたか？
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１７. 個人情報   ．．．対象 1400 名 

(ア)  流出先は？

 

(イ)  流出していると気づいた理由は？
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(ウ)  どのような情報が流出していますか？

 

(エ)  流出している個人情報はどのように得られたか？

 

(オ)  考えが読まれた状態は？
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１８. 犯罪主体は？   ．．．対象 1400 名

 

１９. 加害方法の認知   ．．．対象 1400 名

 

２０. これまでの相談場所   ．．．対象 1400 名
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２１. 医師・薬   ．．．対象 1400 名 

(ア)  医師の診察

 

(イ)  薬の服用

 

(ウ)  医師から薬の説明

 

(エ)  薬服用後の体調変化

 


