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行	 	 政	 	 関	 	 係	 	 

岡山県警が不審者情報アプリ開発	 全国初、音声で注意喚起	 
産経新聞	 10 月 1 日(水)	 

	 倉敷市の女児誘拐事件など増加傾向にあるわいせつ、つきまとい事案を防止しようと、県警は現

在地の不審者情報などを音声で伝えるスマートフォン用アプリを開発し、１日から運用を始める。

同種のアプリは都道府県警としては初の試みという。	 

元恋人への嫌がらせ「リベンジポルノ」	 自民党「被害防止法案」で何

が変わるの？	 弁護士ドットコム	 10 月 17 日(金)	 
（1）写った人が特定できる性的な写真・動画などの画像を、写った本人の同意なしに、不特定多数

の人に公開することを「公表罪」として処罰する。違反した人には 3 年以下の懲役または 50 万円以

下の罰金を科す。	 

（2）そうした映像の拡散を狙って、特定の第三者に提供することを「公表目的提供罪」として処罰

し、1 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金を科す。	 

（3）被害者が、ネット業者（プロバイダ）に連絡して、こうした画像を削除してもらう際のルール

を変えて、より早く画像が削除できるようにする。また、被害者が亡くなった場合、遺族の連絡で

も削除ができるようにする。	 
 

事      件      関      係 

１３歳少女に“わいせつ行為”４９歳男逮捕	 日本テレビ系（NNN）	 9 月 30 日
(火)	 

	 １３歳の中学生にわいせつな行為をしたとして、４９歳の男が逮捕された。	 

ビデ倫:元審査員、有罪判決確定へ	 モザイク不十分	 	 
毎日新聞	 2014 年 10 月 07 日	 	 

	 モザイク処理が不十分なアダルトＤＶＤを審査で合格させて販売を手助けしたとして、	 	 

わいせつ図画販売ほう助罪に問われた自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」（ビデ倫）元審査員の	 	 

根本英隆被告（７０）と黒須清皓（きよつぐ）被告（７４）の上告審判決で、最高裁第３小法廷	 	 



（岡部喜代子裁判長）は７日、両被告の上告を棄却した。	 	 

	 	 

わいせつＤＶＤ販売目的で所持か、容疑の４３歳男逮捕	 
TBS 系（JNN）	 10 月 16 日(木)	 

	 わいせつなＤＶＤを販売目的で所持していたなどとして、４３歳の無職の男が警視庁に逮捕され

ました。	 

	 無修正エロ動画サイト「ＦＣ２」取締りに警察が本気で動き出した！	 
週プレ NEWS	 10 月 21 日(火)	 

無修正エロ動画の“無法地帯”と化していたＦＣ２。本社がアメリカにあり、謎に包まれた会社ゆ

え、手出し困難だったが、とうとう警察が本気で動きだした！	 

	 「わいせつビデオ購入を告発」	 弁護士装い“詐取”	 	 
テレビ朝日系（ANN）	 10 月 22 日(水)	 

	 「わいせつビデオを買ったことを告発する」などと言って、金をだまし取った疑いです。	 

＜危険ドラッグ＞ネット広告は削除依頼	 警察庁の委託団体	 
毎日新聞	 10 月 23 日(木)	 

	 警察庁は２３日、インターネット上の違法な書き込みなどを収集している民間団体「インターネ

ット・ホットラインセンター」（東京）が同日から、危険ドラッグに関する広告を見つけた場合に

「違法情報」とみなして同庁に通報する運用を始めたと発表した。同センターでは従来、「広告の

画像だけでは違法性が判断できない」として通報の対象に含めていなかったが、厚生労働省が今年

４月から指定薬物の商品名やパッケージをホームページで公表し始めたため、運用のガイドライン

を見直した。	 

	 	 

イ   ン   タ   ー   ネ   ッ   ト   関   係 

なぜ FC2 は摘発されたのか――「違法ライブ配信」ほう助で家宅捜索さ

れた理由とは？	 弁護士ドットコム	 9 月 30 日(火)	 
家宅捜索を受けたのは大阪市のインターネット関連会社「ホームページシステム」。同社社長ら

は、2014 年 6 月、ライブチャット配信業の男性らが性行為の映像をライブ配信するのを手助けした

疑いがもたれている。FC2 はこれまで、アメリカのラスベガスに本社があるとされていたが、警察

は実質的にこの会社が運営主体だったとみているようだ。	 

	 無修正わいせつ動画公開の県立高教諭減給	 県教委懲戒	 	 
北日本新聞	 10 月 4 日(土)	 

	 県教委は３日、インターネット上に無修正のわいせつ動画を公開した県立高校の男性教諭（４９）

を減給３カ月（１０分の１）、生徒に体罰をした公立中学校の男性教諭（５２）を減給１カ月（同）

の懲戒処分にしたと発表した。	 

	 海外エロサイト「FC2」摘発へ	 日本人創業者の立件も視野に	 
週刊文春	 10 月 8 日(水)	 

	 「FC2 は、モザイクなしのわいせつ動画が視聴し放題の動画共有サイトです。流出した無修整の

AV や、素人が撮った性行為動画や生放送がアップされており、より高画質で動画を見ることができ

る有料サービスもある。海外サイトですが、日本語に完全対応していることが特徴で、最近では、

『週刊現代』が『60 歳からのエロ動画』といった一連の特集記事の中で、安心・安全の『優良アダ

ルトサイト』として紹介したことで、老年層の人気にも火が付きました。会員は 2000 万人以上いる

とされています」(ネット業界に詳しいライター)	 



	 これまで警察が手を拱(こまね)いていたのには理由がある。FC2 の本社が、無修整のわいせつ動

画配信が罪に問われない米国ネバダ州ラスベガスにあったためだ。	 

	 その牙城を切り崩したのが、京都府警の捜査だった。	 

「実は京都府警のサイバー犯罪対策課は、警視庁も一目置くほどの機関なのです。その京都府警が

今年 6 月、自分の性行為を FC2 で生放送した大阪府の男(31)を公然わいせつ容疑で摘発した。男は

ネットで『帽子君』を名乗る有名人でしたが、この逮捕をきっかけに、FC2 の広告を扱う大阪府内

の会社『ホームページシステム』が、FC2 の運営に実質関与していた疑いが浮上したのです」(同

前)	 

	 国内の会社となれば管轄内。これが決め手で今回の強制捜査となったという。	 

児童ポルノで中３書類送検	 京都府警、課金アプリで公開容疑	 
京都新聞	 10 月 16 日(木)	 

	 課金型の写真共有アプリ「写真カプセル」を使って、女児の裸の画像などを公開したとして、京

都府警少年課と山科署は１６日、児童買春・ポルノ禁止法違反（公然陳列）などの疑いで、神奈川

県座間市の中学３年の男子生徒（１４）を書類送検した。	 

	 “ネット違法情報”削除できないケース急増	 	 
日本テレビ系（NNN）	 10 月 23 日(木)	 

	 今年上半期にインターネット上で見つかったわいせつ画像など違法な情報のうち、海外にサーバ

ーなどがあるために削除要請ができないケースが急増していることがわかった。	 

高校生にわいせつ画像送らせる	 延岡市の教諭逮捕	 	 
宮崎日日新聞	 10 月 30 日(木)	 

	 大分県警少年課と竹田署は２９日、男子高校生にわいせつな画像を送らせ、保存したとして、児

童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで延岡市浜町、公立中学教諭小田代康徳容疑者（２８）

を逮捕した。  
	 

話               題 

（社説）芸術と展示―表現の幅、広く尊重を	 朝日新聞デジタル	 10 月 5 日(日)	 
	 「わいせつ」を理由に、芸術活動に警察が介入する出来事が相次いだ。	 

似顔絵捜査の腕競う	 ８０人、警視庁で初の試み	 東京	 産経新聞	 10 月 8
日(水)	 

	 犯罪被害者や目撃者から容疑者の顔の特徴などを聞き取って似顔絵を作成する「似顔絵捜査員」

の技能向上会が７日、警視庁で開催された。	 

モザイク極薄は「わいせつ性あり」	 最高裁でビデ倫事件が有罪確定	 
週刊文春	 10 月 16 日(木)	 

	 やはり薄すぎるモザイクは違法だという最高裁判決が下った。アダルトビデオの審査機関「日本

ビデオ倫理協会」(ビデ倫)元審査員らが、わいせつ図画販売ほう助罪などに問われた「ビデ倫事件」

で、最高裁第三小法廷は、10 月 7 日、1、2 審で有罪とされた被告側の上告を棄却。モザイク処理が

不十分な作品を合格させて販売を助けたとして、根本英隆被告(70)ら 2 人の元審査員は罰金 50 万円、

わいせつ図画販売罪に問われていた AV メーカーの幹部も懲役 10 月、執行猶予 3 年の刑が確定する

ことになった。	 

神戸女児殺害	 児童ポルノ閲覧履歴、容疑者宅パソコンに	 
神戸新聞 NEXT	 10 月 24 日(金)	 

君野容疑者の自宅アパート	 	 



	 神戸市長田区の小１女児殺害事件で、殺人容疑で再逮捕された無職君野康弘容疑者（４７）＝同

区長田天神町＝のパソコンに、女児を自宅に誘い込んだとみられる直前まで、インターネットの児

童ポルノサイトを閲覧した履歴が残っていたことが２４日、捜査関係者への取材で分かった。	 

	 

	 

彼氏にヌード撮影 16％が経験アリ	 web	 R25	 10 月 28 日(火)	 

最近話題の自撮りヌードだが、海外ではカップルでのヌード撮影も多いことから、元配偶者や元恋

人が別れた腹いせに相手のわいせつ画像をインターネットにアップする“リベンジポルノ”が深刻

化している。	 

	 

 

	 

法令を遵守して健全な店舗運営	 	 

・	 適正な比率の順守について、売り場面積並びに商品数で対応するようにしてください。	 

・	 古物営業許可証の店内掲示については、店内レジ等の見易い位置に掲示してください。また、

帳簿等への記載はお客様の身元をよく確認して取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、

住所、職業、氏名、年齢を記載し３年間保管してください。	 

店舗警備体制の強化	 

	 店舗における万引き、強盗など後が絶えません。こうした状況におきましては防犯カメラの活用

とともに非常ベル・刺股・催涙スプレー・カラーボール等の活用と日頃からの訓練や警察との連携

を心掛けましょう。	 

次回理事会	 

	 １1 月２０日（木）	 16：00～18：00	 当協会事務局内会議室	 

事務局の活用	 	 

	 セルメディアネットワーク協会事務局では警視庁ＯＢ２名が会員の対応にあたっております。業

務上の相談や法的な解釈等気軽にご相談ください。また、皆様からのご意見を多数お待ちしており

ます。	 


