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～はじめに～

痴漢は「性暴力」という犯罪行為です。

レイプと比べると痴漢被害は軽く見られがちですが、

程度にかかわらず女性の心に深い傷を残します。

警察は、卑劣な犯人を決して許しません。

一人で悩まないで。

私たち警察は、あなたたちの味方です。
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第１ 痴漢・盗撮について

【生活安全総務課資料】

愛知県迷惑行為防止条例における痴漢のうち電車内発生の６２件を分析

● 可能な限り混雑を避けましょう。

● 混雑する出入口付近はできるだけ避けましょう。

● また、夜間は座席でも注意を払いましょう。

★痴漢が発生しやすい状況は？

⇒混雑した電車内が７割を占める

★痴漢が多く発生しやすい場所は？

（１）午前７～９時（朝の通学通勤時間） （２）午後７～１１時（夜間）

朝は出入口付近で多く発生している 夜間は座席で多く発生している
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★ 犯人の行動は？

犯人は、列車内（６７％）、ホーム（３３％）で被害者に狙いをつけ、

犯人の多く（６１％）は、被害者にわざわざ近づき犯行をしています。

★ 被害者と犯人の行動は？

● ホームや列車内で不自然に近づいてくる人がいたら

移動しましょう。

● 万が一、痴漢に遭ってしまった場合は、可能な限り、

相手を掴む、助けを求める等、明確に拒否しましょう。

● 被害に遭っている人を目撃したら、犯人に声かけを！

明確に拒否した場合

無言で防御した場合

明確に拒否した場合、95％の

犯人が犯行を断念。

無言で防御しただけの場合は、

67％が犯行を継続した。

また、犯人は「第三者からの声

掛け」があれば100％犯行を断念

し、無抵抗であれば100％犯行を

継続した。
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第２ 電車の痴漢・盗撮対策

（１） 電車の中では、どんな犯罪があるの？

軽犯罪法違反

電車の中で、知らない男の人がやたら

と近寄ってきた。いくら車両を移動して

も、後をついてこられて本当に怖かった。

強制わいせつ罪

愛知県迷惑行為防止条例違反

お尻を触られて、スカートの中にも手を入れ

られた。

下半身をお尻や身体に押しつけられた。

愛知県迷惑行為防止条例違反

スマホを動画モードにして、カメラ部分を上

にして鞄から出して撮影している人がいた。

公然わいせつ罪

軽犯罪法違反

すいている電車の中で向かいに座っていた

オジサンが突然下半身を露出してきた。
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器物損壊罪

制服のスカートを切られた。制服に

体液のようなものをかけられた。

気持ち悪くて二度とはけない！

愛知県迷惑行為防止条例違反

わいせつ電磁的記録送信頒布罪（内容検討）

通称「AirDrop（エアドロップ）痴漢」。

見たくもない卑わいな画像がいきなり送られてきた。

福岡県、大阪府、兵庫県などで、女性のスマホに卑わいな画像

を送信したとして警察が犯人を検挙しています。
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（２） 普段から気をつけること

★ ３大 ”痴漢” 遭遇ポイントを避ける！

痴漢に遭遇しやすい場所は、

① 人の乗り降りが多い駅の改札口が近い車両

② 車両の連結部分付近の奥まった場所

③ ドア付近

ドア付近はすぐに電車を降りられるから便利だと思うかも

しれませんが、痴漢の犯人にとっても、ドア付近は

ドアが開いたらすぐに降りて逃げられる都合がいい場所

です。

そのため、大きな駅の改札口や階段に近い車両は混雑し、

混雑の中に犯人が紛れ込みやすくなります。
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☆ 毅然と対応できる自分をイメージしておく

☆ 防犯ブザーは外から見えるところにつける

☆ 女性専用車両を利用する

名古屋市営地下鉄東山線、名城線

（名港線含む）では、

女性を痴漢から守る

痴漢犯罪の冤罪を出さない

などを目的として、「女性専用車両」が

運用されています。

「何かあったら鳴らします！！」

と、防犯意識が高いことを周囲にアピール

することも大切です。

周りから見えるように付けるだけで、

犯人への牽制・威嚇の効果があります。

世の中には様々なデザインの防犯ブザー

がありますので、防犯ブザーをアクセサリー

感覚でつけて身を守りましょう。

痴漢に遭ったとき、

「犯人の手を掴もう」

「この人痴漢です、と大声で叫ぼう」

等、毅然と対応する自分をイメージし

ておけば、いざというときに行動しや

すくなります。
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★ ３大 ”盗撮” 遭遇ポイントに注意！

盗撮に遭遇しやすい場所は、

①上り階段・上りエスカレーター

②対面の座席

③つり革を持った犯人が見下ろした位置

最も多いのが、階段やエスカレーターで後方からスマートフォンや鞄に仕

込んでおいたカメラ等をスカート内に差し込む手口です。

電車内では、対面の座席に座った男が女性の下着や容姿を写真や動画で

撮影した例が多く確認されています。

特に、座席で寝ていたり、スマートフォンに夢中になったりして、無防備に

なった女性の足の間がよく狙われています。

また、犯人が電車の吊革を掴んだ状態でスマホを操作し、上から座席に座

る女性の胸元や足を盗撮した例もありました。
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☆ 上り階段・上りエスカレーター対策を！

盗撮の被害場所のほとんどが、鉄道関連施設（駅構内）や、

駅に直結した百貨店に設置された上り階段・上りエスカレーターです。

その場所を毎日通勤・通学で利用する方々も多いため、犯人はターゲッ

トの女性に目をつけやすく、最終的にストーカー犯罪に発展したケースも

ありました。

上り階段やエスカレーターでは、後方に注意しつつ、

リュックサックの紐をなるべく長くして背負ったり、

身体を横向きにして乗ったりして、

犯人を背後に近づかせないようにしましょう。
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☆ 女性専用車両を利用する

☆ 対面撮影・見下ろし撮影をされないために

まず、男女問わず電車内のマナーとして、足を閉じて座るのは基本中

の基本。

それを踏まえて、

女性の対面の座席を選んで座ったり、

膝の上にかばんや上着を置いたりして、

犯人に対面からの撮影をさせないようにしましょう。

薄着になり胸元が無防備になりやすい夏場は特に注意！

犯人は警戒心が薄れた女性を狙っています。

名古屋市営地下鉄東山線、名城線（名港線含む）で運用されています。

痴漢だけでなく、盗撮対策にも有効です。
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● 多くの目で防衛線を張ろう！ ●

痴漢や盗撮の犯人は、第三者に現場を見られないよう犯行を行

い、周りに気付かれることを非常に嫌います。

同じ学校の生徒がいれば複数で乗車し、

犯人が近づけない雰囲気を作りましょう。

また、もしあなたが痴漢にあっている被害者を見つけたら、犯

人や被害者に声を掛けたり、被害者を犯人から引き離したりして

あげてください。

被害者には周囲に守ってくれる人がいることを、犯人には周囲

の目が見張っていることを気付かせましょう。
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（３） 痴漢・盗撮に遭ったら、目撃したら

★ 痴漢・盗撮に遭ったら 明確に拒否！！

※「アイチポリス」
20・２１ページ参照

一切ためらわずに、

「やめてください！」

「触るな！」と言って、

周囲に「痴漢です！！」と

知らせましょう。

犯人の手をつかみ、

周りの人に

「この人に触られた」

ことを伝えて、

協力をあおぎましょう。

怖くて声が出せなかったら

防犯ブザーを鳴らしましょう。

大きな音で注目を集めれば、

犯人の行為を阻止できます。

携帯アプリ「アイチポリス」の

「痴漢です助けてください」

という画面を周囲に見せれば

怖くて声が出せなくても

周りに助けが求められます。
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☆ 「明確な拒否」ではないけれど・・・

☆ もし身の危険を感じたら

かばんでガードしたり、

犯人の顔をしっかり見て

睨みつけるのも効果的。

また、動けそうであれば

場所を移動してしまうのも

ひとつの手です。

犯人に自分の携帯電話の

カメラレンズを向けたり、

防犯ブザーを見せるのも

威嚇の効果があります。

身の危険を感じたら、

すぐに１１０番通報しましょう。

近くの警察官が駆けつけます。

いつ、どこで、何があったか

を電話口の警察官に話し、

指示に従ってください。

緊急通報なので、電車内だから

と遠慮する必要はありません。
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★ 痴漢・盗撮を目撃したら 声掛けと確保を！！

被害に遭っている人は、

パニックで頭が真っ白になり

どうしていいか分からない

ことがあります。

被害に遭っている人に

「今触られていましたよね」

「こちらに移動しましょう」

等と声をかけ、犯人から

距離を取らせてあげましょう。

犯人の痴漢・盗撮行為を

確実に目撃していたら、

犯人を確保してください。

周りの大人に協力を求め、

代わりに捕まえてもらっても

構いません。

犯人がどのような背格好で、

どのような動きをしたかを

しっかり覚えておきましょう。
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★ 痴漢・盗撮の犯人を確保したら

もしその場で犯人を

捕まえることができなくても、

被害に遭ったり、目撃したら

110番通報してください。

その後の捜査で犯人を特定

できることがあります。

最寄り駅で降りてすぐに警察や駅係員を呼び、

「痴漢・盗撮の被害に遭ったこと」

「犯人を捕まえたこと」

を伝えてください。

周囲に被害状況を見ていた人がいたら、

証言してもらうのも良いでしょう。

もしあなたが目撃者であれば、ぜひ協力してください。
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（４） 一人で悩まないで

★ 痴漢・盗撮に悩んでいたら、相談してください！

痴漢・盗撮

相 談 先制予防活動等

《再発防止》

鉄道警察隊では、相談者（未成年の場合は保護者）と

連携して、列車警乗を行い、被害者の保護と行為者の

逮捕・警告等の警察活動を展開していきます。

捜査活動
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鉄道警察隊では、痴漢や盗撮等の相談を受けたとき、

必要に応じて「列車警乗（同行警乗とも言います）」を行います。

これは、鉄道警察隊の私服捜査員が被害者と一緒に電車に乗り

犯人の発見・特定、検挙に繋げていく活動です。

各警察署の生活安全課でも同様の活動を行っています。

一人で悩んで抱え込む前に

相談してください。

泣き寝入りは絶対しない！

☆ 「列車警乗」ってなに？

☆ どこに相談すればいいの？

すぐに110番
被害に遭って間もないときや

犯人を捕まえたとき

近くの交番・警察署

（２４時間対応）
家族・学校の先生

鉄道警察隊 「ふれあいコール」

０５２－５６１－０１８４

（２４時間、原則女性警察官対応）
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第3 安全な通学・通勤ルート

（１） 駅から自宅の往復

（２） 駅から学校や会社

（３） かけ込み寺を作ろう

最寄り駅やバス停から自宅へは、人通りのある明るいルートを確保し

ましょう。

学校や会社からの最寄り駅の間では、同級生や同僚と一緒に複数で

行動しましょう。

帰宅ルートに助けを求められる場所があると安心。

交番や、夜でも営業しているコンビニエンスストア・ファミリーレスト

ランなどがある道だと心強いです。
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（４） 駅近でも公園や駐車場のそばは要注意！！

（５） 電車内のマナーを守ろう

通勤・通学で電車を利用する際、「電車内のマナー」が原因で、

思わぬトラブルが勃発することがあります。

こんなこと、していませんか？

駅から近くても、夜間に人気のない

公園や駐車場のそばを通るのは気を

付けたほうがよいでしょう。

昼間は賑やかな公園や頻繁に人の

出入りがある駐車場でも、夜は照明

が少なく、人気もなくなり犯罪の発生

率が高い場所になることもあります。

○スマートフォンを見ながら乗り降りする、ホームを歩く

○乗り降りの際に周りの人を押しのける

○ホーム上で並ぶ列に割り込む

○電車の出入口ドア付近に陣取って動かない

○電車の床に座り込む

○携帯電話での通話

○足を広げたり、荷物を隣の座席に置いたりして座る

○イヤホン・ヘッドホンから音漏れしている

○大声でしゃべる
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第４ 愛知県警公式アプリ 「アイチポリス」

愛知県警のアプリ 「アイチポリス」は、

防犯や災害時に役立つ色々な機能を搭載

しています。

その中で、痴漢・盗撮対策に使える機能

として皆さんに知っておいてほしいのが、

「防犯ブザー機能」です。

怖くて声が出せなくても、この機能を

使えば周りに助けが求められます。

防犯ブザー画面 痴漢盗撮撃退画面

左下の

「ブザー」をタップ！

「マイエリア」

マップが表示

されます

タップすると

ブザー音が鳴ります

周りの人に画面を

見せて使います

タップすると

「やめてください」

という声が出ます
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iOS端末の方

（iPhone等）
Android端末の方

お住まいの地域の防犯情報を

配信する「パトネットあいち」の

ほか、

愛知県警のＨＰやＴｗｉｔｔｅｒ

とも連携しています。

アプリのダウンロードは、

『Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ（iOS）』、『Ｇｏｏｇｌｅ Pｌａｙ(Android）』

等で、「アイチポリス」を検索してください。

既にダウンロードされている方は、

アプリのアップデートで更新されます。

※ Ｗｉ-Ｆｉ環境でのダウンロード、アップデートがおすすめ！
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～おわりに～

鉄道は重要な生活手段。

ですから、当然「安全」でないといけません。

愛知県警は痴漢・盗撮等の犯罪の取締りを強化しており、

「安心して暮らせる安全な愛知」

を、皆さんと協力して築いていきたいと思っています。

電車内のマナーを守って、正しく電車に乗りましょう。


