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高齢者検挙、最悪１９．９％
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受刑者再入所７割

毎日新聞 2016 年 11 月 11 日
法務省は１１日、２０１６年版犯罪白書を公表した。１５年の６５歳以上の高齢者の検挙
者は４万７６３２人で、全体に占める割合が統計を取り始めた１９８６年以降、過去最悪の
１９・９％となった。昨年１年間に刑務所に入所した高齢者２３１３人のうち約７割が２回
目以上の入所だった。
１５年の刑法犯認知件数は１０９万８９６９件で１３年連続で減少し、戦後最少を記録し
た。検挙者数は１３年から戦後最少を更新し続け、１５年は２３万９３５５人。一方で、検
挙された高齢者は９６年の約３・８倍となる４万７６３２人で、０８年以降、ほぼ横ばいの
状況。
性別では検挙された女性の３３・１％が高齢者で、その割合も年々上昇している。男性の
１６・５％と比べて高齢化が顕著だ。
昨年１年間で刑務所に入所した受刑者は２万１５３９人。入所２回目以上の「再入者」は
１万２８０３人（５９・４％）。高齢者の入所者のうち再入者は６９・６％の１６１１人、
６回目以上も８７１人に上った。
政府は刑務所出所から２年以内の短期で再入所する人の割合を２１年までに１６％以下に
する数値目標を設定している。白書は「再犯の現状と対策のいま」と題して特集し、１４年
の出所者を詳細に分析した。それによると、２年以内再入率は１８・５％で、０５年の２
１・７％から低下傾向がみられた。白書は分析結果から「高齢者、女性、窃盗、覚せい剤取
締法違反に的を絞った対策を講じることが、今後の再犯防止対策の充実につながる」とまと
めている。

アダルトサイトでクリックしたら…沖縄のサイバー犯罪相談、最多ペース

沖縄タイムス 11/24(木)

ことし 1 月～9 月末に県警に寄せられたサイバー犯罪に関する相談件数が 938 件に上り、
2000 年の統計開始以来最多だった 04 年の 1050 件を上回るペースで推移していることが 23
日、県警のまとめで分かった。ことし 10 月末までに摘発したサイバー犯罪件数（暫定値）
も前年を上回る見込み。18 歳未満が被害に遭う事例も増えており、県警は「インターネッ
トの危険性を認識して」と呼び掛けている。（社会部・新垣卓也）
県警サイバー犯罪対策室によると、詐欺・悪徳商法に関する相談が最も多く、前年同期比
109 件増の 548 件。「アダルトサイトなどでクリックしたら、高額な料金を請求された」な
どの相談が目立つという。
不正アクセスやコンピューターウイルスなどに関する相談は 42 件で、15 件増加。名誉毀
損（きそん）・誹謗（ひぼう）中傷に関する相談は 26 件増の 109 件、ネットオークション
に関する相談は 6 件増の 29 件。迷惑メールに関する相談など他の項目も全て増加してい
る。
摘発件数では、出会い系アプリで知り合った 18 歳未満の少女とみだらな行為をするなど
の県青少年保護育成条例違反が 15 件で、前年同期から 5 件増えた。
ネットオークションなどに関連する詐欺は 4 件増の 7 件、児童売春・児童ポルノ法違反は
7 件減って 13 件だった。サイバー犯罪対策室は、相談件数が増加している背景を「スマー
トフォンが普及する一方、簡単にネットにアクセスできる危険性を十分認識していない人が
多い」と指摘。スマホを持つ児童も増えており「ネット上で知り合った見知らぬ人とむやみ
に連絡を取ったり、会ったりしないでほしい」と注意を促している。
県警はホームページでもコンピューターウイルスの対策のほか「個人情報を安易に公開し
ない」など、SNS を利用する際の注意点などを紹介している。
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児童買春容疑で逮捕のさいたま市男性主任を懲戒免職

産経新聞 11/1(火)

さいたま市は３１日、少女にわいせつな行為をしたとして、市健康増進課の男性主任（３
７）を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。

市人事課によると、主任は１月、東京都八王子市内のホテルで、ツイッターで知り合った
当時１６歳の少女にわいせつな行為をして、現金２万円を支払ったという。平成２６年９月
から病気休職中で「将来の展望が見えない不安やいらだちで、自暴自棄になっていた」と説
明しているという。
警視庁神田署が１０月５日に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、その後釈放されて
いた。

女児脱がせ撮影容疑 保育士再逮捕へ 平塚乳児死亡
カナロコ by 神奈川新聞 11/10(木)
平塚市宮の前の無認可保育所「ちびっこＢＯＹ」で生後４カ月の男児が暴行を受けて死亡
した事件で、平塚署捜査本部は、傷害致死の疑いで逮捕した元職員の保育士の男（３４）＝
横浜市戸塚区原宿４丁目＝を、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑い
で近く再逮捕する方針を固めた。９日、捜査関係者への取材で分かった。
再逮捕容疑は、昨年秋、保育所内で、預けられた女児の衣服を脱がせ、携帯電話で写真を
撮影するなどした、としている。
同容疑者は、昨年１２月６日に保育所内で乳児に暴行を加え、脳挫滅で死亡させたとし
て、先月２１日に逮捕された。司法解剖の結果、頭の骨が折れ、脳内出血を起こしていた。
捜査本部によると、同容疑者は当時１人で勤務。捜査関係者によると、保育所内のカメラ
には、同容疑者が乳児を抱えて画面からいったん消え、再び戻ってくる様子が複数回映って
いた。
捜査本部によると、同容疑者は逮捕後から一貫して「やっていない」と供述、容疑を否認
している。ただ、乳児が預けられた１２月６日午前０時から同容疑者が１１９番通報する同
４時半ごろまでの間、保育所では送り迎えの保護者以外に不審な人物の出入りはなかった。

客には警察官も…女子中学生に買春あっせん、１人６千～８千円で「客募
る」 容疑の男逮捕 大阪府警

産経新聞 11/9(水)

女子中学生に買春のあっせんをしたとして、大阪府警少年課は９日、児童福祉法と児童買
春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府泉大津市曽根町、アルバイト、梅本隆一容疑者（２
１）を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、７月下旬、府内に住む中学２年の女子生徒（１４）に対し、現金を支払う約
束で２６～３８歳の男性客５人と引き合わせ、府内の駐車場などに止めた車の中でわいせつ
な行為をさせたとしている。
府警によると、梅本容疑者はインターネットの掲示板に女性になりすまして買春を呼びか
ける書き込みをしており、１人６千～８千円で客を募っていた。

女子生徒とはＳＮＳを通じて知り合い、売り上げを折半する約束だったが、女子生徒が
「お金を持ち逃げされた」などと１１０番したため発覚した。
客の１人は府警の巡査長（３２）で、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されて
懲戒処分を受け、すでに依願退職している。

歌舞伎町で裏ＤＶＤ販売、容疑の１４人逮捕 警視庁過去最多の３２万枚
押収

産経新聞 11/14(月)

わいせつＤＶＤを販売したとして、警視庁保安課はわいせつ電磁的記録媒体頒布容疑など
で、韓国籍で東京都渋谷区本町の会社役員、千龍湖（せん・りゅうこ）容疑者（６５）ら男
１４人を逮捕した。同課は倉庫などの関係先からＤＶＤ３２万枚を押収。警視庁では過去最
多の押収量という。千容疑者ら３人は容疑を否認、１１人は認めている。
同課によると、千容疑者らは新宿区歌舞伎町のビルに販売店を構え、３０枚１万円などで
わいせつＤＶＤを販売。児童ポルノ製品は１枚１０００～２０００円の値が付けられてい
た。平成２６年から計３億７５００万円を売り上げたとみられる。
逮捕容疑は１０月３０日と３１日、歌舞伎町のビルでわいせつＤＶＤ３９枚を計２万３０
００円で販売したなどとしている。

着替え中の 10 歳、9 歳女児を盗撮 容疑で男を逮捕 宗像署
西日本新聞 11/14(月)
福岡県警宗像署は 14 日、北九州市八幡東区春の町 5 丁目、自称大工の男（45）を、児童
買春・ポルノ禁止法違反（盗撮による児童ポルノ製造）容疑で逮捕した。
調べでは、男は今年 7 月 24 日午後、福岡県芦屋町内の駐車場付近で、着替えをしてい
た、当時 10 歳と 9 歳の女児 2 人を、こっそりデジタルカメラで盗撮し、児童ポルノを製造
した疑い。

１４歳買春の疑い、町教育委員会主査を逮捕 山形
朝日新聞デジタル 11/15(火)
女子中学生に金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁は、山形県飯豊（いいで）
町教育委員会教育総務課の学校教育振興室主査、手塚賢太郎容疑者（４５）を児童買春・児
童ポルノ禁止法違反（児童買春）の疑いで逮捕し、１５日に発表した。容疑を認めていると
いう。
大塚署によると、手塚容疑者は９月２３日午前、宮城県内のホテルで同県内に住む中学２

年の女子生徒（１４）に現金２万３千円を渡してわいせつな行為をした疑いがある。２人は
８月下旬、出会い系サイトを通じて知り合ったという。
町教委は朝日新聞の取材に「誠に遺憾」と話した。

ホテルで少女にわいせつ行為、2 万円渡す約束 容疑の男逮捕／狭山署
埼玉新聞 11/15(火)
埼玉県の狭山署は 15 日、児童買春・ポルノ禁止法違反（児童買春）の疑いで、入間市新
光、会社員の男（29）を逮捕した。
逮捕容疑は 9 月 25 日正午ごろから約 1 時間、さいたま市大宮区内のホテルで、県内に住
む 10 代の無職少女が 18 歳未満と知りながら、現金 2 万円を渡す約束をして、わいせつな行
為をした疑い。
同署によると、男は出会い系アプリを通じて少女と知り合い、初めて会っていた。家族が
少女のスマートフォンに残っていた男とのやりとりを見て、同署に相談していた。

＜児童買春＞気仙沼の元校長懲戒免職処分に

河北新報 11/17(木)

宮城県教委は 16 日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで岩手県警に逮捕された宮城県
気仙沼市松岩中の元校長菅原進被告（56）＝児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で追起訴＝を
懲戒免職処分とした。
県教委によると、菅原被告は 8 月 25 日に盛岡市内で岩手県央部の女子高生が 18 歳未満と
知りながら現金 2 万円を渡して性的行為をした疑いで 10 月 5 日に逮捕、起訴された。7 月
14 日にも北上市内で県南部の女子高生に 3 万円を渡し性的行為をしたとして再逮捕、追起
訴されている。
宮城県の公立校で本年度、わいせつ行為や飲酒運転などで懲戒処分を受けた教職員は 11
人に上り、免職は 5 人目。
高橋仁教育長は「規範順守を率先垂範すべき校長が児童買春で逮捕、起訴されたことは言
語道断で県民に深くおわびする」との談話を出した。

児童買春の元中学校長 初公判で起訴内容認める／岩手・盛岡地裁
IBC 岩手放送 11/21(月)
岩手県内の女子高校生 2 人に現金を渡し、性的な行為をしたとして起訴された宮城県の元
中学校校長の初公判が 21 日盛岡地裁で開かれ、元校長は起訴内容を認めました。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われているのは宮城県気仙沼市の元中学校校
長・菅原進被告 56 歳です。起訴状によりますと、菅原被告は今年 7 月と 8 月に 18 歳未満で
あることを知りながら、県内の高校に通う 2 人の女子生徒に現金を渡して県内の宿泊施設で
性的な行為をしたとされています。初公判で菅原被告は「間違いありません」と起訴内容を

全面的に認めました。検察は冒頭陳述で菅原被告が去年 7 月から複数回にわたって児童買春
をしていたと述べ、追起訴する方針を示しました。

少女の裸画像所持、大宮区検の検察事務官を処分

産経新聞 11/23(水)

さいたま地検は２２日、１８歳未満の少女の裸の画像データをスマートフォンに所持して
いたとして、大宮区検の深沢優太検察事務官（２２）＝深谷市東方町＝を停職１月の懲戒処
分とした。深沢事務官は同日付で辞職。児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪でさいたま区検
に略式起訴され、さいたま簡裁から罰金２０万円の略式命令を受けた。罰金は即日納付され
た。
地検によると、深沢事務官は７月上旬、さいたま市内で性的好奇心を満たすため裸の少女
の画像データ２点を所持したとしている。警察による少女への事情聴取などで関与が分かっ
た。
さいたま地検の葛西敬一次席検事は「誠に遺憾で、国民の皆さまに深くおわび申し上げま
す」とコメントした。

わいせつ画像公然陳列の疑いで男逮捕 6 道県警が共同で捜査
福島民友新聞 11/25(金)
二本松署は 24 日午後 4 時 40 分ごろ、児童買春・ポルノ法違反の疑いで東京都港区、飲食
店従業員、容疑者の男（28）を逮捕した。逮捕容疑は 4 月 30 日、女子高校生になりすまし
て短文投稿サイト「ツイッター」に男性のわいせつ画像の投稿（返信）を呼び掛ける書き込
みをし、これに応じた少年＝当時（14）＝に自分のわいせつな画像を投稿させ公然陳列した
疑い。
同署によると、容疑者は投稿画像を採点すると書き込みし、実際に点数を付けていたとい
う。警察が事件を把握した時点で、投稿された画像は本県からのものを含む 83 枚あった。
同署は県警生活環境課、少年課と合同捜査班を組み捜査。投稿者が全国各地に及んだこと
から、本県のほか北海道、群馬、埼玉、神奈川、兵庫の 5 道県警と共同で捜査してきた。
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ネットにわいせつ動画公開、容疑でＪ２選手逮捕

関

係

読売新聞 11/2(水)

小学生の男児がわいせつ行為をされている動画をインターネット上に公開したとして、京
都府警は１日、サッカーＪ２・モンテディオ山形の選手・中村隼（はやと）容疑者（２４）
を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（公然陳列）容疑などで逮捕した。
容疑を認めているという。
発表では、中村容疑者は昨年１１月、男児の動画をスマートフォン向けアプリで投稿し、
不特定多数が閲覧できるようにした疑い。

中村容疑者は動画を同じアプリで入手。投稿した後、ツイッターに動画を閲覧するための
パスワードを書き込んでいたという。
アプリを使った別の児童ポルノ製造事件の捜査過程で発覚した。
中村容疑者はゴールキーパーで、２０１０年から山形に所属。山形の森谷俊雄社長は「事
実を確認して厳正に対応し、信頼回復に全力を尽くす」とのコメントを出した。

山形、ポルノ禁止法違反のＧＫ中村隼の契約解除

日刊スポーツ 11/26(土)

Ｊ２山形は２６日、男児のわいせつ動画をインターネット上に公開したとして、児童買
春・ポルノ禁止法違反（公然陳列）などの罪で京都区検に略式起訴された、ＧＫ中村隼（２
５）の契約解除を発表した。また、管理監督不行届きによる懲戒処分として、森谷俊雄社長
と中井川茂敏取締役（強化部担当）を減俸１０％２カ月、石井肇強化部長を減給１０％１カ
月の処分とした。

「若い男に興味あった」 児童ポルノ法違反容疑で 28 歳男逮捕
福島民友新聞 11/26(土)

女子高校生になりすまし、短文投稿サイト「ツイッター」に男

性のわいせつ画像の投稿を呼び掛け、少年に画像を投稿させたとして、児童買春・ポルノ法
違反などの疑いで二本松署に逮捕された東京都港区、飲食店従業員、容疑者男（28）から押
収したスマートフォンやパソコンに、男性のわいせつな写真や動画が 1000 点以上保存され
ていたことが 25 日、県警生活環境課への取材で分かった。
同課と同署によると、容疑者は「若い男性に興味があった」と容疑を認めているという。
容疑者の書き込みを受けて、48 人から 83 枚の画像が投稿されており、うち少なくとも 12
人が 18 歳未満だという。
県警のサイバーパトロールでインターネット上に県内の男子中学生のわいせつ画像を発
見。この中学生に話を聞いたところ、容疑者の書き込みが見つかったという。
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AKB の成人メンバーが上半身裸となり、男児の手で乳首を隠した画像は、児童
ポルノの疑いがある

奥村徹

| 弁護士・大阪弁護士会

芸術だから、児童ポルノに該当しないという主張も簡単ではない。
京都地裁 H14.4.24 6 弁護人は，前記「Ａ」，「B」，「Ｃ」の各作品は芸術作品である
から児童ポルノに該当しないと主張する。

しかしながら，芸術的価値のあるものであっ

ても，これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから，弁護人の主張は，
その余について判断するまでもなく理由がない。

このような画像を撮影して製造する行為は７条５項の製造罪（最高懲役５年）、販売する
行為は４項の提供罪（最高懲役５年）、ネットに掲載する行為は４項の公然陳列罪（最高懲
役５年）となる。所持・運搬に携わったものも同様に処罰される（７条５項）という非常に
厳しい罰則がある。裏ビデオに適用される刑法 175 条と比較すると、処罰も細かく、法定刑
も重い。

＜ＡＶ問題＞女優イベントでＡＶＡＮ出展 ファンに協力求め
毎日新聞 11/10(木)
出演強要問題で揺れるアダルトビデオ（ＡＶ）業界をファンはどう見ているのか。ＡＶ女
優のステージや大手メーカーによるブースが楽しめるイベント「ジャパン・アダルト・エキ
スポ２０１６」が１０日、東京都江東区のディファ有明で始まった。今年の春にＡＶ出演者
の強要問題が表面化して以降、大規模なＡＶイベントは初めて。会場では、元ＡＶ女優で作
家の川奈まり子さんが出演者を守るために設立した団体「表現者ネットワーク（ＡＶＡ
Ｎ）」がファンに「一般サポーター」としての登録を呼びかけるなど、例年の“お祭り騒
ぎ”以外の動きも。登録したファンは「安心してＡＶを見られるように、望む人だけが出演
する仕組みにしてほしい」と訴えた。

ノルウェーでネット児童ポルノ摘発「暗室」事件 議員など５１人逮捕、新
生児や我が子との性行為を事前取引

鐙麻樹

| 北欧ノルウェー在住

ジャーナリス

ト＆写真家 2016 年 11 月 21 日
ノルウェーのこれまでの道徳観を根底から揺るがす、ネット児童ポルノ事件が明らかとな
った。ノルウェー西部警察署は２０日の記者会見で、児童ポルノに関わったとされる５１人
を取り調べていることを発表。
捜査対象地域は全国で、複数のネットサイトに及ぶ。警察が押収したネットデータは、写
真や動画などで１５０TB。２０人の逮捕者が出た西部警察署だけでも、５５００個のユーザ
ーネームが捜査対象となっている。
乳児や未成年を含む子どもの裸体写真や動画が拡散され、一部ではネットでの交流から実
際に出会い、大人が子どもと身体関係を持っていた。
中には、大人が子どもを裸にさせたり、性器を触るように求めたり、子どもとの性行為中
の映像、また、親が自分の子どもと性関係を持つ映像をネットで共有、自分の子どもを売春
させる者もいた。
妊娠中の同棲相手のお腹にいる自分の子どもを、出産後に別の男性に性行為をさせること
を約束させる事件、フィリンピンにいる親子に性関係を持つ事を「注文」し、その動画をネ
ットに流出させる事件も含まれる。

被害にあった子どもたちの多くは、褒められることに慣れておらず、チャットで大人がマ
インドコントロールをしていたと警察は発表。
警察の捜査が開始されたのは２０１５年９月。２２歳のノルウェー人男性が１４才の少女
と関係を持った事件をきっかけに、警察が調査を進めたところ、複数のネットサイトで類似
事件があることが発覚。男性たちがネットで情報交換しており、芋づる式で似たような容疑
者が浮上した。警察や地元の報道関係者は、疑惑対象者が証拠隠滅を図らないように、あえ
て捜査内容を公表してこなかった。

NHK の「日活」特集

「テレビ表現の大きな一歩」との評

NEWS ポストセブン 11/24(木)
「あの NHK が！」──画面の前で目を見開いた視聴者も多かっただろう。それほど画期的な
番組だった。11 月 16 日夜 9 時から NHK の BS プレミアムで放送された『アナザーストーリ
ーズ

運命の分岐点』。沢尻エリカがナビゲーターの硬派ドキュメンタリーだが、この日の

テーマは「ロマンポルノという闘い

日活・どん底からの挑戦」だった。

1971 年からの 17 年間、日活ロマンポルノは「性」というテーマを扱う「ポルノ」であり
ながら、作品性の高い 1100 本もの映画を作った。また、後に映画『セーラー服と機関銃』
を手がける映画プロデューサー・伊地智啓氏や、『リング』を監督する中田秀夫氏などの才
能を育む土壌となった。
しかし 17 年の間には、当局の介入など様々な波乱があった。その制作ヒストリーを「ロ
マンポルノの女王」と呼ばれた女優・白川和子らのインタビューとともに辿るのである。
NHK がロマンポルノをテーマに番組を制作したことも驚きだが、より衝撃的だったのは、
1970 年代のロマンポルノの名作の濡れ場シーンをそのまま、バストトップも濃厚なからみ
も全部画面に映し出したことだ。
たとえば 1972 年公開の『ラブ・ハンター

恋の狩人』（監督・山口清一郎）。公開から

2 か月で警視庁にわいせつ物として摘発され、フィルムが押収された問題作だ。同番組で
は、田中真理演じるヒロインがバストトップ丸出しで登場するシーンや、ヒロインの恋人の
男性が全裸の女性たちと交わるシーンが紹介された。
また、同じく 1972 年公開の『一条さゆり

濡れた欲情』（監督・神代辰巳）を紹介する

際も、ストリッパーが乳房に塗りたくった泥を洗うシーンがそのままの形で流された。コラ
ムニストの今井舞氏がいう。
「近年では BPO など各団体のクレームを恐れて、テレビ各局は女性の裸を映像にすることを
自粛しています。しかし、今回はロマンポルノを『文化』と認めて放送を決断したのでしょ
う。NHK の BS プレミアムは独自の世界観をもって番組制作を続けるテレビ界の“結界”の
ようなもの。より不特定の視聴者層が見る地上波や民放では、まだまだ難しいかもしれませ
んが、テレビの表現において大きな一歩といえるでしょう」
※週刊ポスト 2016 年 12 月 2 日号

お願い
店舗の所在地、電話番号、オーナーの変更等があったときは、早急に事務局まで電話また
はＦＡＸで連絡を下さい。
有害図書指定
毎月の有害図書指定については、当協会ＨＰをご覧ください。
事務局の活用
セルメディアネットワーク協会ではデータサービスを今年５月から開始し売り上げランキ
ング等の活用により、正確な店舗情報をお伝えしております。
セルメディアネットワーク協会事務局では警視庁ＯＢが会員の対応にあたっております。
法律・業務上の相談や要望等お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。
通常総会
理事会

１2 月 15 日（木）16：00～

協会事務局

