
第 1 章「離れていても大丈夫、相手の居場所を自宅にいながら知る方法」

「離れていても、相手の居場所を特定できたら…？」そんな事ができたら、浮気をたちま

ち暴く事ができます。では、そんな夢のような機械があるのでしょうか？

（１）ＧＰＳ機能とは。

ＧＰＳは、衛星により位置を確認するシステムの事で、現在ではカーナビゲーションや携

帯電話に使われている一般的な機能です。このＧＰＳを使用すれば、相手の居場所を自宅

にいながら知る事ができます。

（２）ＧＰＳ機器を用意する。

ＧＰＳの機能を持つ電化製品は、巷に溢れています。例えば、携帯電話会社では、「au」
や「ドコモ」にＧＰＳ機能がついているモノが多く、大手警備会社のセコムの「ココセコ

ム」などは位置情報を専門とする通信機器です。

（３）使用目的は「浮気発見のため」ではダメ。

ＧＰＳの使用目的は、車にＧＰＳを仕掛ける場合は、車両盗難対策のためなど、公序良俗

に沿った目的でなければ、認められません。また、携帯電話の場合は、子供の防犯のため

などで位置情報のプランがありますから「契約方式の変更」で十分使用できるようになり

ます。

（４）人の動きを見る場合は、携帯電話のＧＰＳで行う。

徒歩での移動が多い場合は、携帯電話のＧＰＳ機能を使用する契約変更を行うか、新たに

携帯電話を契約し、持たせる様にしましょう。
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（５）自分で確認する。

ＧＰＳの通信機器を入手したら、自分でまず確認をしてみましょう。例えば、「光などは

大丈夫か？」「音は出ないか？」「ＧＰＳ検索中に画面はどのようになるか？」など詳細な

チェックを行い、自分の目で確認しましょう。

（６）ＧＰＳ通信機器選びは、どこに仕掛けるかで決まる。

例えば、車に仕掛ける場合は、多少大きくても十分隠す場所あります。主にトランクやダ

ッシュボードの中に仕掛けます。しかし、徒歩移動の場合は、カバンの中などに入れると

たちまち発覚してしまいます。ですから、携帯電話会社のＧＰＳ機能（位置情報おしらせ

プランなど）を契約し、本人に持たせるようにしましょう。

（７）位置情報を調べる機材

携帯電話やパソコンなど、インターネットに接続できる機材を事前に用意しましょう。

インターネットに接続できる機材をすでにお持ちの方は、用意する必要はありません。

（８）ＧＰＳのデータは立証能力がありません。

ＧＰＳのデータは使用外目的であるため、立証能力を持ちません。夫婦間であっても極め

て違法性があるかどうかのボーダーラインに立つ行為です。もちろん、夫婦でなければ、

こうした行為は行ってはいけません。その場合は、探偵社に依頼したり、カーナビなどの

軌跡を確認したり、探偵社に依頼する方法しかありません。

（９）だから、ＧＰＳデータを基に「その場所に向います！」

ＧＰＳの位置情報で、不審な移動や行動を確認したら、その場所に行き、自分の目で確認

するしかありません。少し離れたところから、チェックする方法がベストです。例えば、

T.I.U.総合探偵社作成　再配布を禁ずる。



ホテルや浮気相手の居住地などに行っている事がわかるのなら、現場を押さえてしまうの

が最も手っ取り早い方法です。

（１０）浮気現場に踏み込む勇気がないのなら、心理戦に持ち込む。

浮気現場に踏み込む勇気がない方は、心理戦に持ち込みます。「今日、○○に行ったの？

友達の○△さんが、あなたが綺麗な女の人と歩いているのを見たって電話があったのよ。」

およそ否定するでしょうが、ホテルなどで密会しているようなら「ふ～ん、ラブホテルに

入る用事って何かしら？」と言えば、たいていの人間は観念します。

・「言い訳が上手い。」「認めるような人ではない。」場合は、写真を撮るなどの証拠が必要

になります。ご自身で行う自信のある方は、できる限り離れて、ホームビデオやデジタル

カメラで撮影して下さい。「ちょっと不安だな…」と思う方は、探偵社に相談する事をお

勧めします。

＜事例集＞

①　夫の車を監視したＴさん（40 代女性）

Ｔさんは、夫の浮気の事実をつかむため、夫の愛用の車のトランク内にある予備タイヤの

うらに、ＧＰＳ通信機器を設置しました。それからは、電池バッテリーが切れると、警告

音が鳴ってしまうので、バッテリーを毎日、交換しながら、夫の退社時間から位置情報を

確認する日々でした。ある時、退社時間の午後 5 時にインターネットを開き、パスワード

とＩＤ番号を打ち込み、位置情報の検索を開始すると、会社ではない場所がマークされて

いました。「これは、浮気に間違いない。」と思ったＴさんは、自分の軽自動車に乗り、携

帯電話で夫の位置を確認しながら、追跡を開始。パチンコ屋の駐車場で夫の車を発見しま

した。夫の車には、誰も乗っておらず、パチンコ屋の中にも夫はいませんでした。諦めて

帰ろうかと思い、車に乗り込みましたが、「夫の車がここにある以上、必ず夫はここに戻

ってくる」と思った、Ｔさんは、少し離れたところに車を置き、張り込みを開始。夫が女

性の運転する軽自動車で車に戻るところを目撃したのです。この時、その軽自動車のナン

バーを控え、先に自宅に戻ったＴさん。その後のＧＰＳ検索の結果、夫がこのパチンコ屋

の駐車場で車を乗り換えることがわかったＴさんは、このパチンコ屋で待つこと、3 日間。

夫と浮気相手がホテルから出てくるところを押さえ、浮気を立証しました。浮気相手は夫

の部下でした。
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②　携帯を買ったＳさん（30 代女性）

夫の行動に不審を感じたＳさんは、夫が徒歩移動であったため、au 製の位置情報サービス

ができる機種を買い、定額通話設定をして夫に持たせることにしました。夫は持つことを

嫌がりましたが、Ｓさんは、「携帯電話の料金が安くなるから…、お小遣いをその分増や

すから…」と説得し、持たせることに成功。夫はその携帯電話で帰るコールをしたり、残

業の報告をしたりしました。Ｓさんは、毎日夫の位置情報を検索し、夫の行動を把握。夫

が外回り中に数時間、同じ位置にいる事を発見し、その場所を調べてみる事にしました。

その場所は、郊外の住宅地のマンションであることを見つけたＳさんは、レンタカーを借

り、その場所に夫が現れるのかをチェックすると、夫がＧＰＳの検索通り、そのマンショ

ンに現れたことを確認、部屋に入っていくところを目撃しました。その日、夫はその部屋

に約 2 時間半滞在し、会社に戻りました。その部屋をＳさんが見に行くと、「浮気をして

いるのではないか？」と思ったキッカケとなった香水のニオイが漂っていました。そこで、

表札を見ると、そこには、若い夫婦が住んでいる事がわかりました。後日、夫が寝ている

間に携帯電話を見てみると、その若夫婦の奥さんとメールのやり取りをしていて、「今か

ら行きます。」とか「また、愛し合おう。」というメールを発見。疑いが確信となったＳさ

んは、その後、夫が浮気相手と密会している最中にその部屋を訪問し、浮気現場を押さえ

る事になりました。
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第 2 章「対象メールが自分に届く方法」

携帯電話は個人と個人を繋ぐコミュニケーションツールとして、電話による連絡や留守番

電話機能だけではなく、メールやインターネット掲示板などを介した機能の利便性により

一般的になりました。現在では日本国民の８０％以上が所有していると言われています。

そして、特に携帯電話のメールは、その秘匿性と利便性から「浮気（不倫）」の連絡に使

われるようになっています。こうしたメールがもしも自分の所に届くとしたら、未然に浮

気を防げるかもしれません。

（１）携帯電話のメールは転送できる。

メールには、受信を 2 つのＢＯＸに振り分けて受信する機能があります。（一部、携帯電

話会社や機種製作メーカーにより転送できない場合もあります。）これは、主に携帯電話

会社のメールサーバーの設定によって追加したり、変更できます。

（２）自分が契約者になる。＜重要＞

現在では、各携帯電話会社は「家族割り」というサービスを行っています。夫や妻の個別

契約では、発覚のリスクがありますので、転送の設定が発覚しないために、自分が代表者

となり、契約者にならなければなりません。

（３）実際に転送させてみる。

＜au の場合＞

ほぼ全機種、携帯電話から設定が行えます。

① まずは、携帯電話のメニュー画面から「Ｅメール設定」を選びます。

②続いて「Ｅメールの設定から”その他の設定”」選びます。
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③「その他の設定から”自動転送メール”」を選びます。

④サーバーと接続しますかというメッセージが出ますので、サーバーと接続して下さい。

⑤設定しておいた「パスワード」を入力します。

⑥転送先を設定する画面に「自分のメールアドレス（転送させるメールアドレス）」を入

力します。

⑦サーバーが反映するまでに多少時間がかかりますので、時間をおいて、対象となるメー

ルアドレスにメールを送信します。（自動転送の確認）

⑧転送先に設定したメールアドレスにメールが届きます。同時に自動転送の対象となった

携帯電話に異常がないかチェックして下さい。

＜Ｄｏｃｏｍｏの場合＞

ドコモの場合は、同一番号で FOMA と MOVA が使用できる「デュアルネットワークサー

ビス」を活用すれば、メールの確認がどちらかの機種で可能になります。但し、このサー

ビスは、店頭でのみ契約が可能ですので、店頭で設定する事をお勧めします。

＜ボーダフォンの場合＞

ボーダフォンの場合、自動転送設定が行えません。（2006／2 月現在）但し、サーバー側

にデータが残りますので、サイド通信するか、「第 4 章暗証番号にはきっと何かが隠され

ている！！暗証番号解読法」で後日、データを確認する方法が利用できます。この方法は、

携帯電話会社の区別なくデータを確認する事ができます。

（４）ＰＣメールの自動転送

各メールサーバー（プロバイダー・ポータルサイト）によってサービスを受けられない場

合もありますが、現在ではほとんどのサーバーで自動転送のサービスを受ける事ができま

す。
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メールサーバーで自動転送設定する場合は、「ＩＤ」「ＰＰＰＩＤ」「ＰＰＰパスワード」

「ＰＯＰアカウント」「ＰＯＰパスワード」「メールアカウント」「メールアドレス」など、

プロバイダーから送られてきた各種パスワードが必要です。また、メールアカウントやパ

スワードがわかれば、インターネット環境さえあれば、遠隔からでも受信する事ができま

す。

（５）ソフトを利用する。

メールを自動転送するソフトはフリー（無料）で配布されていますので、インターネット

上からダウンロードし、必要事項を設定すれば、簡単に対象メールアドレスの受信を監視

する事ができます。

＜例えば＞

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se268525.htmlに接続すれば、

「E メール自動転送ソフト EPAL7  」
メールを別のメールアドレスに転送 返信先から返信メールの転送もできます

動作 OS：WindowsXP　WindowsMe　Windows2000　Windows98　Windows95　WindowsNT    
動作機種：汎用    
ソフトの種類：フリーソフト

の入手が無料で行えます。

設定方法は、プロバイダーの転送メールと同様です。各ソフトの使用方法に従って操作し

て下さい。
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第 3 章「浮気を見抜く 7 つの法則」

浮気の疑うキッカケは、多くの共通事項がありますが、大きく全ての事項に共通している

事は、「普段を異なる行動」です。

（１）携帯電話を持ち歩くようになった。＜浮気判定 90％＞

自宅の中でも浮気をしている人は、携帯電話を肌身離さず持ち歩くようになります。例え

ば、「トイレやお風呂にも持って行くようになった」場合、ほぼ確実に浮気をしていると

判断して下さい。

＜事例＞

・手元に携帯を置くようになった。

・トイレやお風呂（脱衣所）に持って行く。

・ 外で電話をしたり、メールをするようになった。

（２）おしゃれになった。＜浮気判定 60％＞

「恋をすると、おしゃれになる。」というのは、浮気にも当てはまります。人は他人だけ

でなく特定の相手から褒められたり、認められたいという承認欲求がありますから、身に

つけるものや女性なら化粧などを念入りに行うようになります。

＜事例＞

・ 下着など新しいものを身につけるようになった。

・ 化粧が厚くなった。

・ 香水をつけるようになった。

（３）携帯電話にロックがかかっている。または、電話に出ない。＜浮気判定 70％＞

携帯電話は、簡単に暗証番号設定ができます。浮気をする人の多くは、携帯電話で浮気相

手と連絡を行うため、暗証番号設定を行います。但し、秘匿性の高い仕事や研究などを行

っている方の場合、仕事の連絡が他者に漏洩しないように、設定している事も考えられま

す。また、浮気相手からメールや電話の連絡があった場合、電話に出ることはできないケ

ースが多いです。そのため、電話が鳴っていても電話に出ない事が多くなったり、メール

が届いても確認しようとしない事が多くなります。
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＜事例＞

・ メールが届いても確認しない。一人の時に確認している。

・ 電話が鳴っても出ない。

・ 携帯電話に暗証番号をかけている。

（４）下着にシミがある。＜浮気判定 80％＞

・男性の場合

男性は性行為（射精）をすると、男性器の構造上、中央部分などに精子が残存します。こ

の精子は排尿などにより外に排出する事ができますが、完全に排出するには約半日かかり

ます。（※個人差があります。）こうした残存精子は、歩くなどの振動により排出されてし

まう事が多く、下着などに付着します。ノリをつけたように、パリッと下着にシミが残っ

ている場合は、性行為をした可能性が非常に高いと言えます。また、相当数時間が経過し

ていて、排尿などによって排出されていても、「精子判別液」などを使用すれば微量でも、

反応を確かめる事が可能です。

…「精子判別液」については、販売していますので、ご購入の際はご連絡下さい。

・女性の場合

女性の場合は、下り物や排卵時などによって、下着にシミが付着する事が多く、また、生

理用シートなどそ装着する事もありますので、下着のシミから判別する事は困難です。し

かし、避妊具を使用しない場合は精子が膣内に残存します。（残存期間は個人差がありま

すが、およそ半日から 1 日半程度残存します。）この場合は、精子が歩くなどの振動によ

り、排出され下着などに付着しますので、ノリを貼ったようなパリッとしたシミができま

す。また、「精子判別液」などを使用すれば微量でも、反応を確かめる事が可能です。

…「精子判別液」については、販売していますので、ご購入の際はご連絡下さい。

（５）帰宅が遅くなったり、休日に出勤するようになる。＜浮気判定 50％＞

人には平等に時間があります。どのような環境の人でも 1 日は 24 時間なのです。浮気を

する人はその浮気相手との密会のために、時間を使います。そのため、帰宅が遅くなった

り、休日に密会するようになったりします。
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＜事例＞

・残業、接待等が多くなった。

・休日出勤、出張が多くなった

・友人や同僚の相談に乗るからなどと言い帰宅が遅くなった。

・聞いてもいないのに遅くなった言い訳をするようになった。

・朝帰りするようになった。

・宿泊先が車中や知らない友人宅が多い。

（６）性行為が変わった。もしくは、極端に回数が減少した。＜浮気判定 70％＞

浮気をする人は、性行為を別の場所で行います。ですから、配偶者との性行為を行えなく

なったり、回数が極端に少なくなります。また、性行為がいつもと異なる事が多くなりま

す。

＜事例＞

・ 前戯などの性行為に多くの変化が出る。

・ 性行為回数が減る。

・ 性行為が全くない。

（７）話題の場所などデートスポットに詳しくなる。＜浮気判定 50％＞

浮気をする人は、浮気相手とデートをしています。それは、食事であったり、アミューズ

メントパークであったりしますが、中には温泉旅行などに出かける人もいます。家族旅行

や夫婦で出掛けたりする時に、来た事のない場所などに詳しかったりする場合は、別の誰

かとデートしている可能性が高いのです。

＜事例＞

・ 見た事のないはずの映画に詳しい。

・ 話題のスポットに詳しい。（トイレの場所などがわかっている。）

…主にトイレの場所などで不自然に感じる事例が多いようです。

（７）以外の（１）から（６）のいずれか一つでも一致する状況が発生している場合は、

浮気をしている可能性が高いと言えます。また、複数の状況が発生している場合は、ほぼ

確実に浮気をしています。
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第 4 章「暗証番号にはきっと何かが隠されている！！暗証番号解読法」

この章では、主に携帯電話の暗証番号を解読する方法を解説します。ＰＣの場合は、かな

りの専門知識と専用ソフトなどが必要となりますので、プロに依頼することをお勧めしま

す。（探偵社はこうしたプログラムなどを理解していない所がほとんどです。）

携帯電話を御使用の方は、機種変更の時に、携帯電話の販売店で簡単にデータを新しい携

帯電話に移行してくれることを体験していると思います。これは、市販ソフトで簡単にで

きるのです。

（１）ほとんどの暗証番号は初期設定のまま

ほとんどの携帯電話は暗証番号が初期設定のままになっています。

＜事例＞

・「１１１１」

・「００００」

・「９９９９」

・「１２３４」

など非常に簡単なものになっています。

（２）暗証番号が覚えられない…

携帯電話の暗証番号は 4 桁となっています。あまりに複雑にすると、携帯電話ユーザーが

暗証番号を忘れてしまうためです。しかし、例え 4 桁であっても暗証番号を忘れてしまう

という事は多く発生します。そのため、暗証番号をかけていたとしても、その人物と縁の

深い番号である事が多いのです。

＜事例＞

・「誕生日」（自分・夫や妻・子供・親・兄弟）

・「車のナンバー」

・「電話番号の下 4 桁」

・「４６４９（よろしく）」「５１５１（こいこい）」など語呂合わせ

ここまでがツールを使わず、無料で予測する暗証番号解読の基礎方法です。上記の方法で

ほとんど方が暗証番号を解読しています。しかし、解読できない場合は、あなたに携帯電

話のデーターを見られることを警戒しています。（浮気の可能性が高いと判断できます。）
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（３）携帯電話データ移行ソフトを使用する。

携帯電話のデータ移行ソフトはＰＣソフトを販売しているお店で販売されています。この

市販ソフトの機能で簡単にデータを移行する事ができます。

「データ移行ソフト」の一例

①　対象となる携帯電話のメーカー・機種を確認する。

②　携帯万能の対応機種を調べ、どのデータを移行できるのかを確認する。

③　ケーブル付のソフト選び、販売店で購入する。

④　ソフトを説明書の指示に従い、パソコンにインストールする。

⑤　ケーブルを説明書の指示に従い、パソコンにインストールする。

⑥　携帯の機種を選択し、対象携帯電話を専用のケーブル（付属）でパソコンと繋ぐ。

⑦　「暗証番号を入力して下さい。」と表示される。

⑧　「自動暗証番号検索」をクリックする。

⑨　ソフトが暗証番号の解読を始める。

⑩　～10 分後、暗証番号が表示される。

データ移行ソフトは市価が 2,500 円から 5,000 円程度ですので、安価に入手する事ができ

ます。暗証番号解読は、市販のソフトの操作に従えば簡単に暗証番号を解読できます。ま

た、メールのデータや写真、着信・リダイヤル、アドレス帳など様々なデータをパソコン

に保存できます。

当マニュアルの使用上の注意

当マニュアルは、自己責任で使用してください。当マニュアル提供の T.I.U.総合探偵社は

一切の責任を負わず、当マニュアルについての一切のご質問を禁止します。

また、当マニュアル記載の情報の全てを、他に漏洩させたり、転載・転記などそれに準じ

た行為の一切を禁止します。
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