
ネットを通じた子供の性被害の防止に向けた

国家公安委員会委員長と文部科学大臣の共同メッセージ

まもなく夏休みが始まります。学校生活から離れ,解放的になるこの時期は,

楽しいことがたくさんありますが,一方で危険もいつばいです。悪い大人が皆

さんに近付いてくるかもしれません。

夏休みを有意義に過ごしつつも,犯罪に巻き込まれないよう:細心の注意を

払う必要があります。

とりわけ昨今,中高生におけるスマー トフオンの保有率や,ツイツターをは

じめとしたSNSの 利用が高まつてきていることにより,ネッ トを通 じた性被

害が急増 しています。

例えば,以下のような事例が報告されています。

口女子中学生は,SNSを 通 じて知り合つた「 19歳のイケメン大学生モデル」

に裸の画像を送信させられた。この「イケメンモデル」は, 46歳の男が他

人の写真と偽名を使つてなりすましていたものであり,被害を受けた子供は

全国で約 130人に上った。

・女子高校生は,SNSを 利用するなどして知り合つた被疑者 らに家出中に接

触 し,売春に関する契約書を書かされた上=マ ンションの一室に外から鍵を

掛けられた状態で居住させられた。その上で=理由のない「罰金」を科され

つつ,出会い系サイ ト等で被疑者らが募つた客を相手に売春をさせられ,そ

の代金も搾取された。                        _

・男子中学生は,SNS上 で「女子中学生」と裸の写真を交換したが:この「女

子中学生」は 20歳の男がな りすましていたものであり,男に「警察や学校

にばらす」などと脅迫されて呼び出され,わいせつな行為をされた。

・女子中学生は:女の子向けのスマー トフオンゲームを通 じて知り合つた男と

SNSに おいてやり取りする中で,裸の画像を送るように要求され=要求に

応 じなければ以前に男に送信 した顔写真を悪用されるのではないかと思い:

自己の裸をスマー トフォンで撮影 し送信させられた。



男女を問わず,これは他人事ではありません。皆さんが日頃から使つている

SNSを通じて,児童買春や児童ポルノなどの犯罪被害に違つた子供は,昨年

(平成 28年 )に 1736人 ,また。だまされたり脅されたりして,自分の裸をS

NS等で送らされる,いわゆる「自画撮り被害」に違つた子供は,昨年に 480

人と,いずれも過去最多です。

約 9割が中高生です。

月間」に合わせ,警察庁と文部科学省では,共同で1'「夏休みを迎える君たちヘ

～ネットには危険もいつばい～Jと いうリーフレットを作成しました。

是非このリーフレットを読み,掲載しているQRコードなどから,犯罪被害

防止に向けて作成した動画なども,見てください。

です。未来ある

皆さん自身のために ,

「
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国家公安委員会委員長 松本 純

文部科学大臣     松野 博―

<参考>
「夏休みを迎える君たちヘ ～ネットには危「ttも いつぱい～」

お問合せ先

警察庁   生活安全局 少年課

文部科学省 生涯学習政策局 青少年教育課

細心の注意を払 う」 ことを徹底 して ください。

してください。



休みを る君たちへ
～ネット0こは もいっばい～

し プ

C 危険な出会い

親としすんかをした女子中学生は,宿 泊場所の提供を求めコミュニティサイトに書き込んだところ

車で迎えに来た男から家出をするようにそそのかされりそのまま男の家に連れて行かれた。

C 男子も波 害に |

男子中学生は,コミュニティサイトで矢り合った男と実際に会った結果′わいせつな行為をされ

その様子をデジタルカメラで撮影された。その後′男から「学校にばらす」等と脅された。

O オンラインゲームでも波害に |

女子中学生は,ゲームアプリで婦り合った男とSNSで連絡を撃るよう0こなったことを契機として,

裸の画像を要求され′自分の裸の画像を送信させられた。
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コミュニティサイト(※ )を適じて,兄 昔買春や兄量ポルノ等の犯罪のll■ 犯罪波 書にあった子供が急増している。

※ コミュニティサイトとは,IWitter,LINE′ Facebook,I■ staθ ran等 のSNSをはじめとしたウェブサイト内で多ノに数とコミュニケー

ションがとれるもの(出 会ぃ系サイトを除く。)の総称。

白画撮り画像の送信

・ 女子中学生は,コミュニティサイトで知り合った男ll■ モデルになりすました男に,自 分の裸の画像を送信させられた。

④「自画撮り画像」を送信

女子中学生は,コミュニティサイトで知り合った男に′連絡先と顔写真をばらまくと脅され′自分の裸の画像を送信

させられた。
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②「かわいいね。裸の写真がみたいな」

お
⑦イケメンモデフレに

③「嫌われたくないし,もっと好き

になってもらえるかもしれないから′
送っちゃおう |」

⑦「裸の写真送らないと,連絡先と顔写真をばらまくぞ !」 ②「どうしよう。送らないと

有をされるかつづ らヽないし,

裸の写真を送るしか

ないかな」

自分の裸や露出し過ぎた写真を送らない|ネット上での出会いには細`ヾ
の注意を払う!



平成 2′ 年におけるコミュニティサイトを理じて兄童買春や兄童ポルノ等の犯罪薇書にあった子供は/′736人

(前 年レヒ十′イ人)であり,過去最多。波害にあった子供は′高校生が半分以上。
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平成 2′ 年にお|する兄童ポルノ事犯の自画撮り薇客にあった子供は′′θ人 (前 年比十/θ夕人)であり,増 か傾 向。

そのうち,7割 強がスマートフオンを使用してコミュニティサイトにアクセスしたことによるもの。

白画撮り被害(※ )oこあった子供は,中 学生が半分以上。
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「自画撮り枝 害」とは,だまされたり,脅 されたりして子供が自分の裸を撮影させられた上,SNS等 で送信させられる被 害を指す。

す(゛ty宋護 者や先 生ブ警察に相談 しましょうc

【都道府県警察の少年相談窓口について】(警察庁ホームページ)
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()家 庭のノし― しを作りましょうc

日項からスマートフオンの利用法について子供とよく話し,トラブルがあったらすぐオロ談に乗りましょう。

()アイ|け |ングをいず牙1用 しましょうc

携帯電話販売店に相談して,子供のスマートフオンにフイルタリングを掛 0すてもらいましょう。

()実 際にどういう手口で子供が被 告にあうかソ知っておきましょう。

警察では,インターネットオ1用 に係る兄童の犯罪薇 害等防止啓発動画を作成していますので、

是非御覧下れ 。ヽ

【インターネット牙1用 に係る児童の犯罪波 書等防止啓発】け益財団法人警察議会ホームページ)

らttわ :/./喜wム、keisatukyoukal.or.jp/untitled29.html

【いわゆるアダルトビデオ出演強要Fpl題「Jκビジネス」F・l題 等に関する心発サイト】(内 閣府ホームベージ)
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