02
あなたがやるべき
3つの基本
あなたはこれから浮気調査を実践しようとし
ています。この浮気調査の結果が得られたら、
あなたはどうしたいですか ?
◉やり直したい。幸せな家庭に戻したい
◉離婚したい。新たな人生を始めたい

行動とは何でしょうか。その３つの基本がこち
らです。

基本1

情報の収集

◉彼の変化に注意し、浮気をしていると思った
ときの様子を記録
◉携帯電話やパソコンの中身をチェック

得られた結果によっても答えは変わってくると

◉車内のチェック

思いますし、調査した結果、浮気はあなたの勘
違いとなるかもしれません。しかし、いったん疑

まずは、第 1 章その他を参考に上記のような

惑の念にとらわれてモヤモヤしてしまったら、ど

情報を集めることから始めます。ここで例えば、

んな結果であれ、真実を知らなければ、今後あ

携帯電話やパソコンに浮気相手との温泉旅行や

なたがとるべき行動が見えてこないのも事実で

ホテルでの不貞行為などの写真があれば、これ

第 9 章・第 10 章を参考にしてください。現代で

何をしているのかといった行動パターンを把握し

す。あなたが、法的な見解が必要となる結末を

がいちばん使えます。この写真（画像加工されて

は、携帯やパソコンのメール以外にも、いくらで

てください。そして、これらの情報を基に最終ミッ

望んでいなくても、
「携帯電話に女からのメール

いなければ、撮影日時のデータも記録されていま

も相手とやりとりする手段があります。それがモ

ションに移ります。

があった」
「パソコンのメールやチャットで女とや

す）とメールの内容（待ち合わせの日時や場所な

バゲーやアメーバピグ、mixi、Facebook などの

り取りしていた」
「出会い系サイトを利用していた」

ど）を合わせれば、不貞の事実と交際期間など

SNS です。こちらは第 2 章を参照してください。

などの情報だけで憤慨し、彼を問い詰めるような

の立証ができるからです。裁判に勝てる証拠とい

ことをしてはいけません。前項でも述べましたが、

うことですね。うまくいけば情報収集の段階で、

それらは「確実な証拠」とは言えないため、言い

新たに証拠写真を撮影などしなくても、あなたの

らなかった場合や、浮気に関する情報が得られ

基本 1・2 で、彼の行動パターンを見抜き、次の

訳されてしまうのがおちです。さらには彼の警戒

浮気調査は終了します。

た場合は、次のミッションに移ります。

密会現場を予測できるようになれば、上手に張

心も強くなり、今後の浮気調査にも支障が出て、

携帯電話やパソコンを調べるとき、そのまま

真実を知ることがますます困難になってしまいま

操作しようとしたら、ロックされていた、あるい

す。

はパソコンを立ち上げたらログインするためのパ

では、真実を知るために、あなたが取るべき
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基本 3

決定的な証拠の確保

ホテルへの出入りの瞬間など言い訳できない
この時点で実践しても決定的な証拠が見つか

基本 2

行動パターンを分析

第 1章、第 3 章〜第 6 章、第 8 章などを参考に、

（法的に不貞の証拠となる）現場を撮影します。

り込んで証拠写真を撮影できるようになります。
この段階になると、夜間、遠くからでもきれいに
撮影できるカメラ機材・ビデオカメラなどが必要

スワードの入力を求められたという場合もあるは

発信機や携帯電話の位置情報などからリアルタ

となる場合もあります（わざわざ購入しなくても、

ずです。そんな時は、携帯＆スマートフォンのロッ

イムな移動情報を整理して、相手の行動パターン

レンタルショップで借りるという手もあります）。

ク解除に関しては第 7 章、パソコンに関しては

を分析・把握します。彼がいつ、どこで、だれと、

また、さすがに素人では手に負えないという場合

序章

調査のNG行為とすべきこと
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□ CHECK.6

あなたに友達を紹介することで「今日は○○と

あなたが、彼の手帳や携帯電話を触ると怒

飲みに行ってくる」と言うことができるので、

る

友達を紹介してもよい感じがしますが、逆に特
定の個人名を挙げてしまうとそこから嘘がバレ

［解説 ］

る場合もあるので、あえて友達を紹介しないこ

彼のプライバシーを踏みにじる行為に対して、

とがあります。この傾向は、特に女性に見受け

怪しくなくとも、触られると不愉快になる気持

られます。単純に、自分よりかわいい、かっこ

ちもわかります。しかし、「怒る」ということ

いい友達に会わせることが嫌だという理由もあ

は何か隠している可能性が高いといえます。逆

りますが、あまりにも友達に会わせようとしな

に、堂々と見せてくれる場合でも発着信履歴や

い場合や、
以前は彼の友達に会わせてくれたり、

メールが削除されている場合も同様です。また、

一緒に遊んだりしたのに、今は全然会わせよう

以前こっそり見たときはロックがかけられてい

としないといった時は浮気している可能性があ

なかったのに、現在はロックされているといっ

ります。

た場合は浮気している可能性があります。
□ CHECK.7

□ CHECK.9

SEX の回数が減っている

あなたからのキスを拒んだり、デート中に
手をつながない

［解説］
交際期間が長くなり、一緒にいる時間も多く

［解説 ］

なると頻繁に SEX をする回数は減ります。し

交際期間が長くなるに連れ、自然と手をつなが

かし、極端に減るとどこかで SEX をしている、

なくなり、初々しさは消えていくものです。し

他に誰かいる場合があります。男性でも淡白な

お洒落やメイクに今まで以上に気を遣うように

かし、急な態度の変化にはどこかに必ず理由が

方もいれば、年齢的なものもあります。また、

なった時は、浮気をしている場合があります。

あると考えましょう。キスをしなくなる、SEX

特に女性は SEX を好きではない方もおり、基

をしなくなることはもちろんですが、そういっ

本的には淡白な方が多いのが実状です。女性は

□ CHECK.11

た雰囲気に持っていかないような態度をとって

SEX よりも「触れていたい」という気持ちを持っ

あなたに対して笑顔が作り笑いになり、目

いる場合は、浮気をしている可能性が高いと言

た人が多いようです。このような女性が多い中

を見て話せなくなった

えます。特に、女性が浮気をしている場合に、

でも、あまりにも SEX が少ない、極端に回数

スキンシップを取らなくなる行為が顕著に見受

が減ったといった場合は、
浮気を疑いましょう。

けられます。
□ CHECK.8

□ CHECK.10

服装、化粧、下着が派手になっている

あなたに友達を紹介したり、大勢で遊ぶこ
とを拒んでいませんか ?

［解説］
急に、今までと雰囲気の違った服装を着るよう

［解説 ］
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□ CHECK.12

あなたと将来の話をしなくなる
［ 解説 ］
今までも話したことがなければ、特に気にする
ことはありません。が、今まで将来の話をする

［解 説］

ことがあったのに、最近は、そういう話にまっ

相手の態度が、あなたといる時に素っ気なくなっ

たく興味を示さなくなったり、あるいは適当な

た。何かと、文句を言うようになった場合は、
「関

相槌を打つだけになった場合は、浮気している

係を終わらせたい」
「あなたの方から別れを切り

可能性を疑いましょう。また、将来の話までい

出して欲しい」という願望からきている可能性が

かなくても、デートの予定の話、次にいつ会う

あり、好きではなくなった、または浮気をしてい

かといった話をしなくなるのも怪しいです。

る可能性があります。

になったり、下着が派手になったり、あるいは

第1章

観察するだけでわかること
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たか、B ナンバーにかかってきたか判別すること
が可能となっています。
このように、彼にしかわからない表示のため、
彼は自宅にいても、浮気相手の電話にでなくて

キーを入力して初めて確認することができます。
以上が、浮気調査的 2in1 解 析術です。サー
ビスをよく理解し、彼の使用する携帯電話の知
識を深めることで、いろいろと対策ができます。

も、平気ということになります。また、家では仕
事用の A モード、外では、浮気相手と連絡の取

彼が仕事用といって 2 台目の携帯を所有して

れる B モード、または、デュアルモードといった

いませんか？

使い分けをされる可能性があります。

してませんか？

あるいはドコモでこっそり 2in1 に
小さな観察があなたを救いま

す。
最後に、メールです。B モードのメールは機
種によっては Web メールとなるものもあります。
Web メールは B モードとデュアルモードでしか
利用できません。 Web メールサイト利用にはパ
ケット通信料がかかります。 B アドレスに新たに
メールを受信した場合、i モードメールでお知らせ
する新着メール通知機能がああります。が、一
般的に浮気をしている人物はそんな機能を使わな
いと考えられます。 A モード中に、B アドレス宛
のメールを受け取っても、受信鳴動・メール受信
アイコン表示等の動作はしません。内容表示も
不可です。 Web メールでは、デコメールやファ

請 求 書 送 付 先について
電話番号ごとに請求書の送付先を分けられます。
【請求書分割送付手数料】

150 円（税込 157.5 円）/ 月

ります。「デュアルモード」
は
「A モード」
「B モード」

イルを添付してのメールが送信できないため、浮

両方の情報を参照できるモードとなっています。

気相手との画像の送信はしないと思われます。

さらにモードの切り替えは、携帯電話端末ご

Web メールで受信したメールは携帯本体に保存

とにショートカットを利用して切り替えが可能で

が可能。ただし本体に保存したメールから返信

す。

などの送信操作はできません。

そして、モードの切り替えによって表示も変わ
次に、2in1 の仕組みですが、モードには「A モー

秘密の連絡はすべて B モード、通常は A モー

ります。参照元の電話帳自体が切り替わるため、

ド利用にしておけば、暗証番号を知らない限り

ド」
「B モード」
「デュアルモード」の 3 種類があ

通常の A モード使用中の携帯電話は、B モード

B モードで着信やメール受信があっても、その内

ります。 モードを切り替えることで相手に通知す

の電話帳に載っているアドレスは表示されませ

容は秘密事項となるのです。

る電話番号・メールアドレスだけでなく、電話帳

ん。さらに、着信動作も異なります。B モード

2in1 に 関 して、 メール の 内 容 を 見 た い と

や発着信履歴なども自動的に切り替えることが

時に A ナンバーに着信があった場合は、A 設定

思われる方もいるでしょう。 残 念ながら、My

できます。 A モード用の電話帳は B モードにし

の電話帳は参照せずに電話番号しか表示されま

docomo でも、メールの内容までは見ることがで

ていると参照できないようにと、異なるモード情

せん。ちなみに A モードの場合はその逆になり

きません。唯一、確認ができるとすれば、彼の

報は参照できないようになっています。 モードの

ます。 着信時の設定で、
「着信音」や「文字色」

携帯電話本体からアクセスするしかありません。

切り替え時に必ず暗証番号を入力する必要があ

を変えることによって、A ナンバーにかかってき

端末ごとのショートカットを覚え、ネットワーク
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第8章

携帯電話からメールや画像を入手
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