
 

2020年 6月 19日 
特定非営利活動法人OVA 

 

検索連動型広告を利用した男性DV被害者と支援先の実態調査 

―性を問わないDV相談支援体制の構築を― 

　ドメスティック・バイオレンス（DV）についてGoogleで検索している男性ユーザーに対して、相談支

援窓口を案内する検索連動型広告を2週間掲載し、男性DV被害者の実態について調べるととも

に、全国の配偶者暴力相談支援センターの実態を調査したところ、以下のことが明らかになりまし

た。 

1. 男性ユーザーによるDV関連用語（「DV 男性」「DV 相談」等）の検索回数は、全国で年間287

万回を超える可能性があります。 

2. 妻・パートナーからのDVや暴力等について記載した検索連動型広告を、Googleで検索され

たDV関連用語全てに全国で表示させた場合、約13～19万回程度広告がクリックされ、相談

支援窓口が記載されたホームページへ誘導できる可能性があります。 

3. 全国の配偶者暴力相談支援センター292施設のうち、女性以外の対象者が相談できることを

ホームページに明記している施設は約1割でした。 

　本法人は、性を問わずDVの被害を受けている全ての人に対して相談支援が必要であることを確

認し、今後の対応策に関して提言します。 
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１．問題提起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　COVID-19の影響を受けて、我が国では2020年4月6日に緊急事態宣言が出され、多くの人が家

で過ごす（Stay Home）日々が続きました。 

国際連合事務総長が4月に指摘1)しているように「家庭内暴力の極めて恐ろしい世界的な急

増がみられ」ることが世界的に懸念されますが、ドメスティック・バイオレンス（以下、DV

）においては、被害者が加害者と家で長い時間を過ごすようになり、被害者がDV相談等の

「電話」をできずに、世界各国のそれぞれの地域では、通報件数が減っている地域もあるという報

告があります。このような、暗数（声なき声）が生じやすい「ShadowPandemic」が国内で

も広がっていることが懸念されます。そのような現状を踏まえ、国内ではメールやチャット

（SNS相談）で相談を受け付ける革新的な取り組みとして「DV相談＋（プラス）」2)も4月

20日から始まりました。 

DV被害者は女性であることがしばしば強調されてきました。配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律の附則においては、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を外資、男女平等の実現の妨げとなっている」と記載されています。2020年4月10日

に発表された「橋本内閣府特命担当大臣（男女共同参画）からのメッセージ」3)において

も、「DVを含め女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、いかなる状況にあっても、

決して許されるものではありません」として、DVは女性に対する暴力の一部として取り上

げられています。 

しかし警察庁の統計4)によれば、DV被害者のうち21.7%が男性であることが分かっています。ま

た、内閣府の調査5)では、配偶者等からの被害経験を1度でも受けたことがある男性の割合は平成

29年調査で19.9%、平成26年調査で16.6%、平成23年調査で18.3%、平成20年調査で17.7%であり、被

害経験で見れば、おおむね男性2割、女性3割ほどになっています。さらに、平成29年調査では男性

の1%、女性の0.5%は同性の交際相手から被害を受けていることが示されています。 

一方で、配偶者暴力相談支援センターの相談件数6)によれば平成30年4月1日～平成31年3月31

日の相談件数は全国総数114.481件に対して、男性2,405人と、男性の相談者はわずか2.1%に留

まっています。全体的なDV被害が増加しているのであれば、男性の被害者も増加していることが懸

念されます。例えば自殺者の7割近くが男性であっても、自殺対策において男性への相談支援が強

調されすぎることはありません。DV被害についても同様に、性を問わずに相談支援の対象とする体

制が必要と考えられます。 

　そこで本法人では、検索連動型広告を用いて東京都内で男性DV被害者の実態把握調査を行

い、全国の男性DV被害者の実態を推計しました（調査１）。また、全国の配偶者暴力相談支援セン

ターのホームページを閲覧し、女性以外のDV被害者が想定されているかどうかを調査しました（調

査２）。   
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２．男性DV被害者の実態把握（調査１）　　　　　　　 

【方法】 

　2020年5月5日(火)～5月19日(火)の14日間に、Google広告を用いてDV被害の支援を促す広告を

掲載しました。具体的には、DV被害に関連する検索用語合計44個を3つの広告グループに分けて

登録し、東京都※ の男性※ を対象に、Google※ で登録した用語を調べたユーザーに3種類の広告を1 2 3

表示させました(図1)。ユーザーが広告をクリックすれば、東京都の配偶者暴力相談支援センター等

の相談窓口を案内する特設サイト（図2）に誘導され、相談行動が促されるようにしました。 

 

 

図１　表示させた3種類の広告 

1 ターゲット地域を「東京都」にし、「ターゲット地域に所在地があるユーザーと、ターゲット地域を定期的に訪
れているユーザー」を目標に設定しています。 

2 ユーザー属性を「男性」のみに設定しています。Googleでのアカウント登録時のデータ、アカウントに紐づい
たSNSでのデータ、および過去のアクテビティからGoogleが推測したものです。 

3 ネットワーク設定は「検索ネットワーク」とし、Google 検索パートナーを含めていません。 
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図２　広告クリック後に誘導される特設サイト 

https://you-are-not-alone-2018sns.ova-japan.org/%e7%94%b7%e6%80%a7%e7%9b%b8%e8%ab%87/ 
 

【結果】 

＜広告の表示・クリック結果＞ 

広告は合計7,899回表示され、そのうち435回（5.51%）クリックされました（表１）。広告が表示され

た際のユーザーの使用デバイスは、「モバイル」が86.0%、「パソコン」は8.3%、「タブレット」は5.7%でし

た。 

 

表１　３種類の広告の掲載結果概要 

表示回数  クリック数  クリック率  検索広告のIS※  合計広告費用 

7,899回  435回  5.51％  13.93%  26,809円 

※検索広告のIS（インプレッションシェア）は、広告が表示可能だった合計回数のうち、広告が実際に表示され

た回数の割合。実際の広告の表示回数／広告が表示可能だった合計回数で算出される。 

 

広告が表示されたユーザーの年代は、最も多いのが35～44才（27.0%）、次いで45～54才（23.8%

）、25～34才（22.1%）となっていました（図3）。 
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図３　広告が表示されたユーザーの年代（N=7899) 

3種類の広告の中で最も多く表示された広告は「家にいるのが苦しい」（その他）で、表示回数は

5,617回と広告表示回数全体の7割を占めました（表2）。年齢層別※ にみると、「家にいるのが苦し4

い」の表示割合は18～24才では43.6%だったのに対し、25～64才は7割、65才以上では6割となって

いました。一方で、18～24才は「DVで苦しい」の表示割合が54.2%と他年齢層と比べて高くなりまし

た。 

3種類の広告のクリック率は、「DVで苦しい」が5.8%と最も高く、「家にいるのが苦しい」は5.4%、

「暴力が苦しい」は4.4%でした。（表2） 

3種類の広告の年齢層別のクリック率は広告表示結果と類似した傾向があり、25～54才の7割、

55才以上の6割が「家にいるのが苦しい」をクリックしたのに対し、18～24才では約3割と少なくなり

ました。一方、「DVで苦しい」は25～54才では2割台、55才以上の年齢層では約4割だったのに対

し、18～24才は6割がクリックしていました。 

表２　３種類の広告の表示・クリック回数 

広告グループ  表示回数  クリック数  クリック率  検索広告のIS※ 

DV  2,192  127  5.79%  19.44% 

暴力  90  4  5.41%  19.13% 

その他  5,617  304  4.44%  12.46% 

※検索広告のIS：検索広告のインプレッションシェア 

4 性別と同様に、Googleでのアカウント登録時のデータ、アカウントに紐づいたSNSでのデータ、および過去の
アクテビティからGoogleが推測したものです。 
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図４　広告をクリックしたユーザーの年代（N=435） 

 

　14日間の広告の表示回数とクリック率（図５）から、掲載初日と5月11日以外は、毎日400回以上広

告が表示されていました。全体的に土日祝日にクリック率が高い傾向がありました。 

 

図５　日付ごとの表示回数・クリック率 
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＜検索用語との関連＞　 

　検索された用語上位20個の広告の掲載結果を表3に示しました。DV関連用語で最も多く検索され

たのが「dv 相談」（992回）で、次に「dv 離婚」（518回）、「DV 男性」（368回）が続きました。 

 

表３　広告がクリックされた検索用語上位20個と掲載結果 

NO   検索用語  広告グループ  表示回数  クリック数  クリック率  検索広告の
IS 

1  離婚 妻  その他  1,590  90  5.66%  15.45% 

2  妻 離婚  その他  1,555  83  5.34%  15.13% 

3  dv 相談  DV  992  49  4.94%  22.38% 

4  嫁 離婚  その他  721  45  6.24%  14.35% 

5  dv 離婚  DV  518  35  6.76%  16.20% 

6  DV 男性  DV  368  28  7.61%  21.08% 

7  モラハラ 離婚  その他  278  24  8.63%  18.36% 

8  妻 イライラ  その他  197  17  8.63%  11.14% 

9  浮気 離婚  その他  282  12  4.26%  ＜10％  

10  妻 浮気  その他  505  11  2.18%  ＜10％ 

11  妻 嫌い  その他  120  10  8.33%  14.67% 

12  dv 支援  DV  188  7  3.72%  20.51% 

13  DV 妻  DV  104  6  5.77%  14.93% 

14  嫁 浮気 離婚  その他  192  4  2.08%  ＜10％ 

15  離婚 暴力  暴力  84  4  4.76%  23.78% 

16  妻 怖い  その他  39  4  10.26%  23.23% 

17  嫁 嫌い  その他  58  3  5.17%  10.16% 

18  嫁 怖い  その他  20  1  5.00%  22.22% 

19  DV 苦しい  DV  4  1  25.00%  19.23% 

20  DV 嫁  DV  2  1  50.00%  18.18% 
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＜特設サイトでのユーザーの行動＞ 

広告がクリックされ、特設サイトに訪問があった延べ435回のうち、特設サイト上で相談機関の電

話番号がクリックされたのは5回（1.15%）でした。  

 

＜費用対効果＞ 

　本調査の実施にかかった広告費用は2.68万円でした。全広告のクリック率は5.51％であったた

め、平均クリック単価（平均 CPC）は62円でした。 

 

＜実態調査結果に基づいた推計＞ 

今回の調査で、東京都の男性を対象にしたDV・暴力関連用語（グループ「その他」を除く）の広

告表示回数は14日間で合計2,282回でした。検索広告のIS平均が19%であったことから、東京都で

広告が表示可能だった合計回数（すなわち純粋な検索回数）は、12,010回（2.282×100÷19）と推計

されます。したがって、30日間では25,735回（12,010×30÷14）、365日間では313,117回（

12,010×365÷14）と推計されます。 

全国の男性の人口は、東京都の9.18倍であると仮定すると、全国では1年間に2,874,414回（

313,117×9.18）広告が表示される可能性があると推計されます。 

また、DV・暴力関連用語によって広告は合計131回クリック（5.74%）されました。母比率の区間推

定（Wald法）を行うと、クリック率の母比率の95%信頼区間は4.79～6.69%でとなります。そのため、年

間のクリック回数の推定値は東京都で「14,998回～21,605回／年」、全国で「137,684回～192,298回

／年」となりました。 

 

表４　東京都と全国の推計値 

  東京都  全国 

18～79才の男性人口  約521万人  約4,783万人 

DV・暴力関連用語の 
年間検索回数推定値 

313,117回  2,874,414回 

DV・暴力関連用語の 
年間広告クリック推定値 

14,998～21,605回  137,684～192,298回 

※18～79才の東京都の男性人口は住民基本台帳7)、全国の人口との比率は総務局統計局人口推計8)によ

る。 
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【考察】 

＜推計される男性DV被害者支援のニーズ＞ 

　検索エンジンで「DV」「暴力」等の用語を調べている男性ユーザーに対して、相談を促す検索連動

型広告を2週間表示することで、延べ435名の男性を特設サイトに誘導することができました。した

がって、男性を対象としたDV被害の検索連動型広告を用いることで、一定の男性DV被害者にアウ

トリーチできることが示されました。 

　広告の掲載結果による推計からは、DV・暴力関連用語を調べている男性ユーザーは、Google検

索だけでも全国で年間287万回を超える可能性が示されました。さらに、Googleで検索されたDV関

連用語全てに対応して検索連動型広告を表示させた場合は、年間13～19万回広告がクリックされ

る可能性があります。 

そのため、配偶者暴力相談支援センターへの相談者2.2%6)は男性DV被害者の一部に過ぎず、

それよりももっと多くの男性がDV被害について悩み、相談先につながれず一人で悩んでいる状況

であることが示唆されます。 

 

＜男性DV被害者にとっての「離婚」＞ 

　本調査では、DV・暴力関連用語よりも「離婚」に関する用語を検索している男性の方が多く、その

中の一部に、妻・パートナーからのDV被害に悩んでいる男性が含まれることが示されました。「暴力

が苦しい」「DVが苦しい」など自分自身の心情を吐露するような用語検索は少なかったことを併せて

考えると、男性はDV被害に対して情緒的サポートはあまり求めておらず、「離婚」を通じてDV被害

から根本的に逃れようとする傾向があると考えられます。女性は経済的に困窮しやすかったり、配

偶者・パートナーと情緒的に離れることがためらわれたりするために、離婚の選択が難しい側面が

あるのに対して、男性は離婚によってDV被害から避難しようとしていることが示唆されます。一方

で、DV被害を受けている男性が、自分自身の受けている行為をDV被害と認知しておらず、困惑の

中で「離婚」という言葉を検索している可能性も考えられます。あらゆる性別を踏まえたDV政策につ

いて論じている北仲9)は、男性が自身の被害者性を受け入れ、自認して相談する難しさに触れてい

ます。若年層の方が「DVで苦しい」の検索回数が多かったことから、若年層の方が「DVが男性にも

起こりうる」という認識を持っている可能性や、中高年男性の方が被害者性を自認しづらいことが推

察されます。　 

 

＜男性DV被害者への望ましい相談支援体制＞ 

　日別の広告の表示結果からは、特に土日・祝日にDV相談のニーズが上がることが示唆されるた

め、少なくとも土日・祝日には男性向けのDV被害の相談支援窓口があることが重要です。 

一方で、本調査の広告から実際に相談に至ったものは5名とわずかでした。これは、女性と同様

に家族がそばにいてすぐに電話相談ができない状況にあった可能性の他、特設サイトの内容が不

十分であった可能性、男性特有の援助要請行動への抵抗感などが関連していると考えられます。 
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　北仲9)は「ただ、女性と同じように男性対象の窓口を作ればそれでよいかと言うと、男性の置かれ

ている特有の事情をふまえない限り、有効性は低いのではないか」と述べ、具体的な支援策とし

て、広範なテーマの男性の悩み相談窓口の設置、身体的な危険から身を守る一時保護などとは異

なる精神的暴力に対する援助、「DV加害者」とされていることに対する相談など、男性特有の事情

を踏まえた相談体制とする必要性を考察しています。 

男性が支援を受けることへの困難さについては、これまでも調査されてきました10-11)。Addisら12)

がまとめた男性の援助要請行動についての論文では、男性は多くの場合、生活上の問題を経験し

たときに助けを求めることを嫌がるという特徴があり、ストレスの多いライフイベントを含む多様な問

題に対し、助けを求める可能性が低いことが示されています。そうした男性が支援につながるに

は、支援者側も男性が相談しやすくなるように配慮することが必要だと考えられます。 

　以上より、男性のDV被害に対するアウトリーチにおいては、DV・暴力用語だけでなく「離婚」等も

含めた男性の広範な悩みを検索用語や広告の内容に含めた上で、精神的な支援よりも法律相談

などより具体的な相談支援を強調し、特に土日・祝日に力を入れた相談体制を整えることが必要と

考えられます。 

 

＜課題＞ 

　本調査は男性のみをターゲティングしています。そのため、女性に対して同様の広告を表示した

場合の、広告表示回数やクリック率との比較を行っていません。また本研究の調査時期は緊急事

態宣言後の自粛期間中にあったため、平時よりも特に多く検索行動が行われていた可能性も考慮

する必要があります。今後は平時の検索行動における性別の比較検討を行い、より包括的・具体

的なDV被害へのアウトリーチを検討する必要があります。 

　また、本調査では検索用語が「離婚」の場合の広告表示回数が多かったため、この中に占める

DV被害者のボリュームを測る一助として、定量調査や当事者への定性インタビューを通して、男性

DV被害者のインターネットでの情報探索行動の実態を探ることも有効と思われます。 
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３．配偶者暴力相談支援センターの対象者の実態（調査2） 

【方法】 

内閣府がにPDF公開している「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧（2019年

10月1日現在）」にある287施設について、2020年5～6月の間にホームページの記載を確認しまし

た。URLがリンク切れ等の理由で誤っている場合は、施設名からDV相談や配偶者・パートナーから

の暴力について扱っている施設内のウェブページを探しました。 

次に当該ウェブページの記載情報や、ページ上で公開されている施設のパンフレット等を閲覧

し、(1)対象者の性の限定に関する記載と(2)男性や性的マイノリティに対する他の相談支援窓口へ

の案内の有無を確認しました。確認作業はまず3名が分担して目視で行い、1名が全体を確認した

後、更に2名でダブルチェックを行いました。 

上記作業の終了後に「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧（2020年4月1日

現在）」292施設が新たに公開されたため、一覧の中で新たに加わっていた5施設と、施設名が異

なっていた１施設を同定し、ホームページ上の記載を同様に確認したものを最終的な結果としまし

た。 

 

【結果】 

　292施設のうち、配偶者暴力相談支援センター（以下：DV相談支援センター）のホームページに

「男性・誰でも相談できる」と記載があったのは31施設（10.6%）でした（表5）。また、性への言及がな

かったり、相談対象者を女性に限定していたりする251施設（86.3%）の中で、男性を対象とする別の

窓口を案内していた所が28施設（251施設のうち11.2%）、男性・性的マイノリティどちらに対しても窓

口を案内していた所が13施設（251施設のうち5.2%）でした。したがって、292施設のうちの210施設（

71.9%）は、男性や性的マイノリティが相談できない、あるいは相談できるのかどうかが不明確でし

た。 

 

表５　相談対象者の性の限定（N=292） 

  性への言及が 
ない 

女性に限定しているこ
とが分かる記載 

男性・誰でも相談 
できると記載※ 

DV相談の 
記載がない 

該当施設数  167  84  31  10 

割合  57.2%  28.8%  10.6%  3.4% 

※うち4施設（1.4%）が「同性パートナーについても相談できる」「被害者・加害者の性別や間柄を問わない」と
明記していた。 
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表６　別の相談支援窓口への案内の記載（N=251※） 

  男性相談  性的マイノリティ相談  男性・性的マイノリティ相談 

該当施設数  28  0  13 

割合  11.2%  0%  5.2% 

※「男性・誰でも相談できると記載」「DV相談の記載がない」施設を除く 

 

【考察】 

＜誰でも相談できるDV相談支援センターは約１割＞　 

　配偶者暴力相談支援センター（以下：DV相談支援センター）の292施設のうち、約3割は女性に対

象者を限定していることが明確で、対象者を女性に限定せずに受け入れていることを明記している

施設は約1割しか存在していませんでした。約16%が別の男性相談や性的マイノリティの相談窓口を

同ページ上で案内していましたが、約7割の施設にはそのような案内もないことが明らかになりまし

た。 

　結果として、DV相談支援センターは各都道府県での設置が義務付けられているのに対して、男

性がDVについて相談できることが明らかな施設数は47都道府県に満たないことが明らかとなりまし

た。妻からのDV被害に悩む男性や、同性パートナーからの暴力に悩む男性、その他の性の被害者

は、DVについて相談支援を求めても、施設の相談対象に該当しない、あるいは相談先が分からな

い状態に陥りやすいと考えられます。 

 

＜性を問わないDV相談支援センターの存在＞ 

　一方で、「同性パートナーについて」や「性別・間柄を問わない」と明記している相談窓口も1.4%存

在していました。さらに、性的マイノリティへの相談支援窓口を別途案内していた所は全て、男性相

談についても同様に案内していました。したがって、DV相談支援においてジェンダー平等やダイ

バーシティの考え方を敏感に取り入れている施設・自治体も存在すると考えられます。例えば、DV

についての紹介漫画で男性被害者を主人公にして男性にもDV被害を啓発している所や、性的マイ

ノリティ専用のDV被害相談電話を案内している所も存在しました。 

　 

＜新しいDV相談支援体制のあり方＞ 

　一口にDV相談支援といっても、各自治体でDV相談支援センターを担う施設には、子ども・家庭や

子育て支援、市民生活、男女共同（平等）参画・人権、福祉や健康保健、女性・婦人相談等、実施

母体や背景がそれぞれ異なります。そのため、自治体の中のDV相談支援の文脈や目的、位置づ

けによっては、男性が受ける暴力被害や未婚のパートナーからの暴力被害（デートDV）が、自治体
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の相談支援対象として想定されていないことがありえます。そのため、それぞれのDV相談支援セン

ターの立ち上がり方や、自治体の考え方を踏まえる必要があります。 

　さらに、実際は女性が男性から受けるパターンのDVが最も多く、女性が男性に恐怖心を抱きやす

いことから、男性との接触がないように対象者や相談員を女性に限定せざるを得ないことも実情と

してあると思われます。したがって、ただ単に相談支援対象をあらゆる性に広げれば良いというわ

けではなく、男性からDV被害を受ける女性にとっても相談しやすい体制が維持された状態で、性を

問わずDV被害に遭っている全ての人に対する相談支援体制をつくっていくことが重要です。 

　例えば、DV相談支援センターで性を問わずに相談を受けられるようにする施策として、対象者の

性や対象者が望む相談員の属性によって電話番号を分けたり、相談員の性別に依存せずにテキ

ストで相談できるインターネット相談を導入したりする方法があります。そして、性を問わずに相談を

受け付けていることをホームページ等に明記する、あるいはそこで対象としていない性のDV被害者

に対する別の相談窓口を案内する等、それぞれ検討して新たな相談支援体制を構築していく必要

があります。 

 

＜課題＞ 

　本調査では各DV相談支援センターのホームページを確認するという手法をとったため、実際の相

談支援の対象者については確認できていません。例えば、同じく「性への言及がない」施設であっ

ても、性への配慮が念頭にあるためにあえて明確な記載をしていない所が存在する可能性があり

ます。そのため、今後は各施設が実際に対象としている相談者の属性について把握する必要があ

ります。 

　また、DV相談支援センターとは別に、自治体独自にDV相談支援窓口を設置していたり、民間の

窓口を案内したりしていることも考えられます。将来的には、DV相談支援センターに限らない各自

治体のDV相談支援窓口についても検討することが望まれます。   
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４．提言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　本調査の結果から、DV被害者の相談支援について下記を提言します。 

（1）性を問わずに誰もがDV被害の相談ができる窓口を用意し、啓発する 

● 配偶者暴力相談支援センターは、性を問わずに誰もが相談できる相談体制（例：インター

ネット相談／性を分けた電話相談窓口）を構築し、その旨をホームページやパンフレット

等に明記すること。もし女性のみを対象にせざるをえない理由がある場合は、男性相談

や性的マイノリティ相談の窓口を、配偶者暴力相談支援センターのホームページ・パンフ

レット等に明記すること。 

 

● 相談支援対象の性を限定していないが「女性相談」を冠している自治体の相談支援窓口

は、名称の変更を検討すること。 

 

（2）性を問わないDV被害の実態を明らかにし、必要な対策を検討する 

● 国は、性を問わないDV被害の調査を行い、その実態と相談支援ニーズについて把握し、

委員会等を設置し、必要な対策について検討すること。 

　　 

（3）性を問わずに誰もがDV被害を受けうることを啓発する 

● 国や自治体は、性を問わずに誰もがDV被害に遭い、その相談支援を受ける権利がある

ことを啓発すること。 
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