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２００３年７月１８日

日 本 弁 護 士 連 合 会

ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する意見

意見の要旨

第１ 新設に反対する諮問中要綱（骨子）の条項

（ （ ）１ 電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写 要綱 骨子

第五）

当連合会は，当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの

複写については強く反対する。

（要綱（骨子）第七）２ 保全要請等

当連合会は，保全要請等の新設には強く反対する。

， ，仮に保全要請の規定を新設する場合においても 以下の点を修正しない限り

当連合会はその新設に強く反対する。

（通信履歴が滅失又は改ざんに対して特に弱いと信ずるに足り( ) 保全の必要性1
を要件とすべきである。る合理的な理由がある場合）

( ) 保全の対象が過去の通信履歴であることを明示すべきである。2
( ) 保存期間につき，９０日以内とするのは長すぎるので，３０日以内とす3
べきである。

( ) 保全要請は書面にてなされるべきである。4
( ) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律にならって，政府は，保全要請5
の件数並びにそのうち差押許可状請求まで至った件数，保全要請に係る罪

名，保全要請に係る通信手段の種類及び保全要請が行われた事件に関して

逮捕した人員数を国会に報告して公表しなければならない。

（要綱（骨子）第一）３ 不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等

（ 。 ）当連合会は 不正指令電磁的記録等の罪の新設， ５類型 未遂を入れると６類型

のうち、作成罪，取得罪及び保管罪の新設については 「実行の用に供する目、

」 、的 を犯罪的行為を行うために使用する目的であることを明確にするとともに

電子計算機の正当な試験等の場合には犯罪にならないことを明確にする修正を
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しない限り、その新設に反対する。

第２ 改善のため修正を求める諮問中要綱（骨子）の条項

（刑法第１７５条） （要綱（骨子）第二）１ わいせつ物頒布等の罪 の改正

当連合会は 「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を，

頒布した者も同様とする」との要綱（骨子）について 「頒布」に代えて「公，

衆送信」の用語を使用するとともに，刑法第１７４条 との（公然わいせつ罪）

体系的整合性を考え，刑法１７５条の２というような形で規定するように修正

されるべきであることを提案する。

（要綱（骨子）第三）２ 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法

当連合会は，他の記録媒体に複写等して差し押さえることができる場合には

電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえができないこと 被疑事件と（補充性 ，）

関連性がある範囲でしかできないことを要件とすること及びこのような差押え

を認める場合に，元の電磁的記録と複写等された電磁的記録の同一性を担保す

る措置を定めるように修正されるべきであることを提案する。

（要綱（骨子）第四）３ 記録命令付き差押え

当連合会は，記録命令付き差押えについて，他の記録媒体に複写等して差し

押さえることができる場合には電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえができ

ないこと 被疑事件と関連性がある範囲でしかできないこと及びこの（補充性 ，）

ような差押えを認める場合に，元の電磁的記録と複写等された電磁的記録の同

一性を担保する措置を定めるよう修正されるべきであることを提案する。
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はじめに

１ サイバー犯罪への国際的な取組みは，１９９０年代の後半から始まり，Ｇ８リ

ヨングループにおいて「追跡可能性の確保」について議論され，また，１９９７

年から欧州評議会において条約による対応が調査検討されてきた。

犯罪問題に関する欧州委員会は，１９９６年１１月に，サイバースペース犯罪

に関する専門家委員会を設置し，その後，約５年にわたってサイバー犯罪及びそ

れに対する対処について調査検討を行い，欧州評議会でのサイバー犯罪条約の締

結を提案した。

その結果 欧州評議会は ２００１年１１月８日 欧州評議会閣僚委員会で サ， ， ， 「

イバー犯罪に関する条約」を採択し，同年１１月２３日，署名式典が行われた。

この条約は，欧州評議会の加盟国委員だけでなく，アメリカ合衆国，カナダ，オ

ーストラリア，日本，南アフリカも起草委員国として参加しており，それぞれが

署名して，批准を検討している。成立すれば，サイバー犯罪に関する世界で初め



- 4 -

ての国際条約になる。

サイバー犯罪条約は，全部で４８条からなる条約であり，いわゆるサイバー犯

罪に関する実体法の規定だけでなく，コンピュータ・システムを手段として行わ

れる犯罪についての捜査や刑事上の証拠収集についての規定と，国際協力に関す

る規定を定めている。

サイバー犯罪条約は，２００１年９月１１日のアメリカ合衆国に対する同時多

発テロ事件の勃発後においては，テロ対策として位置付けられるようになってき

ている。

２００２年６月に カナダのウィスラーで行われたＧ８外相会合において テ， ，「

ロ対策に関するＧ８の勧告」が採択され，その１，( )において 「欧州評議会サ2 ，

イバー犯罪条約は，テロリストまたは他の犯罪者によるコンピュータ・システム

への攻撃に対処し，テロまたは他の犯罪行為の電子的証拠を収集する上で有用な

ものである。ついては，同条約を締結する資格を有する国においては，同条約を

締結し，その完全かつ迅速な履行を確保する。または，同条約中で履行が呼びか

けられている諸措置に類似した法的枠組みを整備する 」と述べられている。。

また，２００２年１０月２６，２７日に，メキシコのロスカボスで行われたア

ジア太平洋首脳会議 において採択された「テロリズムとの闘い及び成長（ ）APEC

の促進に関する 首脳声明」においては 「サイバーセキュリティの促進」APEC ，

として 「…サイバー犯罪に関する条約（ 年）を含む国際的法的枠組みの条， 2001
項に合致したサイバーセキュリティ及びサイバー犯罪関連の包括的な諸法律を，

２００３年１０月までに制定するよう努力する 」と述べられている。。

もっとも，現在までに，サイバー犯罪条約を批准したのは，アルバニア，クロ

アチア，エストニアの３カ国だけであり，主要国において批准した国は存在して

いない。

このような状況の中で，法務省は，２００３年３月２４日，法制審議会に対し

，「 」 ， ，て ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問 を行い 現在

法制審議会の刑事法 部会において審議されており，本年秋に（ハイテク犯罪関係）

予定されている臨時国会への法案提出が予定されている。

２ 我が国においても，コンピュータによる情報処理の普及に鑑みて，１９８７年

５月に成立した「刑法等の一部を改正する法律 において，電磁」（同年６月施行）

的記録不正作出罪，電子計算機損壊等業務妨害罪，電子計算機使用詐欺罪，電磁

的記録毀棄罪が新設され，その後，１９９９年には，不正アクセス行為の禁止等

に関する法律が制定され，翌２０００年２月から施行されている。

このようなコンピュータ関連犯罪への刑事法の整備は，インターネットの飛躍

的発達によって国際的な課題となるとともに，組織犯罪対策という観点からも，

国際的な協調・連携なくしての取り締まりが困難であることが広く認識されるよ
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うになってきた。

欧州評議会で２００１年に採択されたサイバー犯罪条約については，このよう

な要請を踏まえて締結されたものであるが，取り締まりを急ぐあまり，刑事法の

人権保障機能を危うくさせるようなことがあってはならない。

３ 我が国の刑事法制は，これまで，捜索差押え等の捜査の対象を有体物に限定す

る立場を堅持してきた。当連合会においても，インターネットを利用した犯罪に

対する捜査の必要性・有用性を何ら否定するものではないが，そのような捜査を

行うためには，まず，捜索差押え等の捜査の対象を有体物に限定する現行の刑事

法制を根本的に見直し，電子データないし情報を捜査の対象とする新たな法制を

構築する必要がある。

ところが 「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問」にお，

いては，従来の有体物を前提とした刑事法制をの枠組みを基本的に維持しつつ，

小手先の法整備を行おうことで，事実上，電子データないし情報に対する捜査を

実現しようとするものである。

しかしながら，要綱（骨子）によれば，捜索すべき場所及び押収する物を明示

しなければ捜索・押収を受けることのない権利を保障している憲法３５条の例外

を認めることになるが，それは憲法３５条の保障を弛緩させることになる。

その結果，従来の有体物に対する伝統的な捜索・差押えのあり方をも変容させ

ざるを得ず，ひいては被処分者の権利・自由を侵害するおそれがある。

したがって，サイバー犯罪の取り締まりについては，人権保障の原則と両立し

てこそ，市民の理解と協力が得られるのであり，当連合会としては，このような

立場から，法務省が法制審議会に諮問した要綱（骨子）について検討し，以下の

とおり，意見を述べるものである。



- 6 -

第１ 不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等について

（要綱（骨子）第一）

一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で，人の使用する電子計算機につ

いてその意図に沿うべき動作をさせず，又はその意図に反する動作をさせる不正な

指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し，又は提供した者は，三年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。

二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した

者も，一と同様とすること。

三 二の未遂は，罰するものとすること。

四 一の目的で，一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し，又は保管

した者は，二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。

五 電子計算機損壊等業務妨害の罪（刑法第二三四条の二）の未遂は，罰するものと

すること。

【意見】

一項について

「人の電子計算機における実行の用に供する目的」という目的は極めて曖昧で

， 、 。あるから 次のように修正されない限り 新設に反対する（ ）修正箇所は下線部分

一六一条の二，二三四条，二三四条の二，二五八条及び二五九条の全部又は「

，人の使用する電子計算機について，一部の罪を行うために使用する目的で

不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供することによ

り 者は，三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するも利用可能にした

のとすること。

その場合において，前記の行為が，電子計算機の正当な試験又は保護等前

」記一の目的がない場合には犯罪が成立しないものとすること。

二項及び三項について

特に異論はない。

四項について

一項の修正意見に対応して、次のように修正されない限り、新設に反対する

。（修正箇所は下線部分）

一の目的で す「 ，一の指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管

者は，二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ることにより利用可能にした

に処するものとすること。
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その場合において，前記の行為が，電子計算機の正当な試験又は保護等前

」記一の目的がない場合には犯罪が成立しないものとすること。

五項について

特に異論はない。

【理由】

１ 不正指令電磁的記録等作成罪，同取得・保管罪の新設について

(1) サイバー犯罪条約との乖離

サイバー犯罪条約は，不正アクセス ，不正な傍受 ，データの（２条 （３条） ）

，妨害 及びシステムの妨害 の犯罪を行うために使用する意図で（ ） （ ）４条 ５条

装置やデータを製造・販売・調達・輸入・配布等を犯罪化することを要求して

いる。

（秘密性，完全性，利用可能すなわち，本罪は，コンピュータ・セキュリティ

に対する犯罪として位置付けられている。性）

ところが，要綱（骨子）では，この目的に限定しておらず，明らかに，サイ

（法制審議会刑事法部会（ハイテク犯バー犯罪条約よりも広い立法となっている

。罪関係）の第３回会議において，法務省もこの点を認めている）

しかしながら，何故に，サイバー犯罪条約よりも広い立法をする必要がある

のか，その根拠が十分に明らかにされていないと言わざるを得ない。

(2) 国内法としての立法事実と刑事立法のあり方について

サイバー犯罪条約を超える部分については，我が国の国内法としての立法事

実が存しなければならない。

我が国においては，従来，コンピュータ・ウイルス等の不正プログラムにつ

いてはそれを直接的に処罰する法律はなく，ただ，コンピュータ・ウイルスを

感染させて発症させて業務を妨害する行為は電子計算機損壊等業務妨害罪とし

2002 129て処罰されると解されており（ 『 〔 〕』〔 ， 〕西田典之 刑法各論 第２版 弘文堂 年

，コンピュータ・ウイルスを投与するだけでは同罪の未遂で不可罰であ頁等）

り，ましてや，それ以前のコンピュータ・ウイルスの作成の段階では不可罰で

あった。

財団法人社会安全研究財団が２００２年３月にまとめた「不正プログラム対

策に関する調査研究報告書」は，故意に不正プログラムを使用するなど悪質な

行為は何らかの法的規制が必要であるが，その保有・入手・流通・製造段階で

の規制については，ヒアリング調査の結果賛否両論であり，まず，使用のみを

規制の対象とし，その効果を見て保有・入手・流通・製造について段階的に規

制すべきであるとの意見が出されており ，これが現時（同報告書３８，３９頁）

点での我が国での代表的な見解と考えられる。
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ところが，要綱（骨子）第一の一項ないし四項は，不正指令電磁的記録等の

作成・提供 ，実行とその未遂 取得（要綱（骨子）第一の一項 （同二項、三項 、） ）

・保管 をそれぞれ犯罪として新設しようとしている。（同四項）

これらの犯罪は，いずれも，不正指令電磁的記録等を実行の用に供する行為

の予備的行為である。（不正指令電磁的記録等供用罪）

とりわけ，不正指令電磁的記録等の作成については，それらの予備的行為の

中でも最も早い段階を犯罪行為として捉えようとするものであるし，不正指令

電磁的記録取得罪及び同保管罪は，コンピュータ・ウイルスが送りつけられる

という，いわば被害者的な立場の者について犯罪が成立する可能性があること

を考えると，我が国においては，これらの犯罪の新設については時期尚早と言

うべきであり，立法事実が存しないと言わなければならない。

最近の世界的なウイルス被害の現状に鑑みると、コンピュータ・ウイルスの

作成を含むこれらの行為について、何らかの法的規制が求められており、犯罪

として処罰の必要性があることを否定することはできない。

もっとも、刑事立法である以上、構成要件の人権保障機能の観点から、その

構成要件は明確に規定される必要がある。

(3) 法定刑が重すぎること

不正指令電磁的記録等作成等の罪の保護法益は社会的法益であると考えられ

るところ，その法定刑として，３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金が提案

されているが，これは，威力業務妨害罪の既遂と同じ法定刑であり，極めて重

い。

すなわち，不正指令電磁的記録等についての作成・提供，取得・保管という

いずれも不正指令電磁的記録等供用罪の予備的行為であるにもかかわらず，威

力業務妨害罪 の既遂と全く同じ法定刑を科すというのは，あ（刑法２３４条）

まりにも重すぎる刑罰を規定するものであり，刑の均衡を欠いていると言わな

ければならない。

ちなみに，不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づく不正アクセス行

為の罰則 と不正指令電磁的記録等作成等の罪と電子計算機損（同法８条１項）

壊等業務妨害罪 について，それぞれ，その保護法益と法定（刑法２３４条の２）

刑を比較すると，次のとおりとなる。

不正アクセス行為 不正指令電磁的 電子計算機
記録等作成等 損壊等業務妨害

法 益 社会的法益 社会的法益 個人的法益＋
社会的法益
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罰 則 １年以下の懲役 ３年以下の懲役 ５年以下の懲役
５０万円以下の罰金 ５０万円以下の罰金 １００万円以下の罰金

本罪は，電子計算機損壊等業務妨害罪の予備的行為と考えられるが，本罪も

社会的法益を保護法益とする犯罪であると考えられるにもかかわらず，同じ保

護法益である不正アクセス行為よりも重く処罰する根拠は不明であると言わな

ければならない。

２ 本罪の構成要件が不明確であること

(1) 「実行の用に供する目的」について

ア 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」という目的の規定の

仕方は，極めて抽象的かつ曖昧であり，コンピュータ・システムの正当な試

験等のために行われる開発行為等に適用されないか否かが，その文言は著し

く不明確である。

法務省は，そのような場合には「人の電子計算機における実行の用に供す

る目的」が欠けると説明しているが，目的犯における「目的」は主観的違法

要素であり，そのような主観的要素の解釈として，上記の場合を除外すると

いう解釈が，実際に法律が制定された後の現場の運用において，その通りに

適用される保障は全くないと言わなければならない。

この点につき，サイバー犯罪条約５条１項( )は 「第二条から前条までのa ，

規定に従って定められる犯罪を行うために使用する意図をもって」と規定し

ており，犯罪に使用する目的という形で規定しているから，極めて明確であ

る。

イ そこで，望ましい法整備の方向性としては 素直に，サイバー犯罪条約に

規定されているとおりに，①セキュリティの各要素を侵害する犯罪を整備す

（ ）るとともに ②その犯罪を行うために使用する意図をもった装置， デバイス

の製造，販売，調達等によって利用可能とする行為を処罰する方向であると

考えられる。

ちなみに，サイバー犯罪条約が「第二条から前条までの規定」として指摘

。しているのは下記の犯罪である（ ， ）併せて 我が国の犯罪との対応関係を示した

条 約 内 容 対応する我が国の犯罪 未対応の部分

２ 条 不正アクセス 不正アクセス禁止法に スタンドアローンに対
よる不正アクセス行為 する規制が存在してい

ない。

３ 条 不正な傍受 電気通信事業法，有線 室内における不正傍受
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電気通信法 の刑事規制は存在して
いない。

４ 条 データの妨害 毀棄罪，電子的記録毀 ログやプログラムの書
棄罪，電磁的記録不正 き換えについての規制
作出罪，電子計算機損 が存在していない。
壊等業務妨害罪

５ 条 システムの妨害 業務妨害罪，電子計算 電子計算機損壊等業務
機損壊等業務妨害罪 妨害罪については，構

成要件の明確性を重要
視して中間結果の発生
を構成要件にしたこと
から，動作の効率の低
下や若干の混乱等は処
罰されない。

したがって，前記①については，我が国の現行法制において，サイバー犯

罪条約に定める２条ないし５条については十分に対応しきれていない部分が

あることは否定できないから，本来であれば，これらにまず対応するような

法整備を行い，しかる後に，今回提案されている不正指令電磁的記録等作成

等の犯罪を新設することが望ましいと言わなければならない。

ウ もっとも，前記①の整備を行わないままで，本罪を新設するとした場合に

は，サイバー犯罪条約５条１項( )が「第二条から前条までの規定に従ってa
定められる犯罪を行うために使用する意図をもって」と規定しているのと同

様の仕方で，その目的を規定することが望ましいと考えられる。

そこで，上記の表を参考にしつつ，不正指令電磁的記録等に関する犯罪を

（刑法１６１条新設する場合には，刑法に規定がある電磁的記録不正作出罪

の２ （同２３４条 （同２３４条） ），業務妨害罪 ，電子計算機損壊等業務妨害罪

及び電子的記録毀棄罪 の罪の全部又は一部の２） （同２５８条，同２５９条）

を行うために使用する目的と規定するのが相当である。

エ また，サイバー犯罪条約６条２項は，コンピュータ・システムの正当な試

験や保護のために行われる開発行為等を目的としない場合に刑事責任を負わ

せるものと解してはならないと規定しているが，この点については，明文の

規定でこれらの場合を排除することを明確にしなければ，技術者に対する萎

縮的効果を及ぼすおそれがある。

(2) 「意図に沿うべき」について

不正の指令につき，要綱（骨子）は「意図に沿うべき動作をさせず，又はそ

の意図に反する動作をさせる」ことを規定している。

しかしながら 「意図」に「沿う」とか 「反する」というのは極めて抽象的， ，
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な表現である。また，ここに「意図」というのは，電子計算機の使用者の意図

とされるが，使用者の意図というような主観面に犯罪の成否を係らしめるのは

。 ， ，犯罪の成否を不安定にするものである そもそも コンピュータ・システムの

特にプログラムの動作については使用者が意識しないところで行われているこ

とから，使用者自身にとっても，その「意図」に「沿う」か「反する」という

ことを判断することが困難な場合も多く予想されるものである。

したがって，この点を犯罪の成立要件とすることは，国民の予測可能性を奪

い，萎縮的効果をもたらすおそれがあると言わなければならない。

(3) 「不正な指令に係る電磁的記録その他の記録」について

「不正な」との要件については，本罪における目的要件に加えて，さらに本

罪の成立を限定する要件となると考えられることから，この要件が本罪の成立

を限定する要件であることを確認しつつ，その要件を維持することについては

異論はない。
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第２ わいせつ物頒布等の罪（刑法第１７５条）の改正について

（要綱（骨子）第二）

一 わいせつな文書，図画，電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し，又は公

然と陳列した者は，二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科

料に処し，又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信により

わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。

二 有償で頒布する目的で，一の物を所持し，又は一の電磁的記録を保管した者も，

一と同様とすること。

【意見】

一項について

第１文については，特に異論はない。

第２文については 「頒布」とは別の用語である「公衆送信」などの用語を，

使用するとともに，刑法第１７４条 との体系的整合性を考（公然わいせつ罪）

え，刑法１７５条の２というような形で規定するよう修正すべきである。

二項について

特に異論はない。

【理由】

（一項）１ わいせつ物等頒布等の罪について

(1) 現行法と要綱（骨子）との比較

要綱（骨子）は，現行刑法１７５条が「わいせつな文書，図画その他の物を

頒布し，販売し，又は公然と陳列した者」と規定していた内容を 「わいせつ，

な文書，図画，電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し，又は公然と陳

列した者」とするとともに 「頒布」については 「電気通信の送信によりわい， ，

」 。せつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様 と改正しようとしている

すなわち，行為の客体に 「電磁的記録に係る記録媒体」を追加して拡張す，

るとともに，現行法の「頒布」と「販売」を一括して「頒布」としてまとめる

とともに，わいせつな記録等の電気通信の送信行為も「頒布」含めようとして

いる。

特に，従来の「頒布」概念を改変していることは，構成要件の規定の仕方と

して，問題があると言わなければならない。

(2) 構成要件的行為としての「頒布」について
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ア 「頒布」概念について

従来，わいせつ物頒布等の罪における「販売 「頒布」については 「販」， ，

」 ， ，「 」 ，売 は 不特定又は多数の人に対する有償の譲渡行為をいい 頒布 とは

（大判不特定又は多数の人に対する無償の交付行為をいうとするのが，判例

大正１５年３月５日大審院刑事判例集５巻７８頁 （団藤重）・通説とされてきた

。光責任編集『注釈刑法( )各則( ) 〔有斐閣， 年〕 頁〔団藤重光執筆4 2 1965 291』 〕）

もっとも，近年，この定義では有償の賃貸行為が「販売」に該当しないと

いう不都合があることから 「頒布」につき，不特定又は多数の人に対して，

（前販売以外の方法で交付することであると解する見解が有力となっていた

田雅英『刑法各論講義〔第３版 〔東京大学出版会， 年〕４１２頁，前掲・西〕』 1999

。田典之『刑法各論〔第２版 』３８８頁等〕 ）

ところが，要綱（骨子）では，これら従来の「頒布」の定義とは異なり，

①従来の「販売 ，すなわち，不特定又は多数の人に対する有償の譲渡行為」

（ちなみに，著作権法上「頒布」は 「有償であるか又は無償でを含めるとともに ，

あるかを問わず，複製物を公衆に譲渡し，又は貸与すること」と定義されているか

，②従来の「頒布」のら〔著作権法２条１項１９号 ，それに近い概念となる〕 。）

定義においては，交付行為，すなわち，所有権の移転を伴うことが予定され

ていたが，要綱（骨子）の「頒布」では 「わいせつな電磁的記録その他の，

記録」を電気通信で送信する行為も含むとしており，ネットワークで結ばれ

た他のコンピュータに，元の記録等が電子データとして送信されて複製され

る場合も予定していることになるが，この場合には，記録媒体の所有権の移

転を伴わないことは明らかであるから，この意味において，従来の「頒布」

の定義を改変しようとしていることは明らかである。

【現行法と要綱（骨子）の対比】

現行法 販 売 頒 布 （送信行為）
現行法上不可罰

要綱 骨子 頒 布（ ）

法務省の説明によると 「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録そ，

の他の記録を頒布」するとは 「不特定又は多数の者の記録媒体にこれらの，

記録を存在するに至らしめることをいい，具体的には電子メールによりわい

せつ画像を不特定あるいは多数の者に送信するような行為などが想定され

る」とされている 。（法制審議会刑事法部会第１回会議議事録）
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従来，刑法１７５条前段に規定された実行行為は，頒布又は販売という交

付型の行為態様と，公然陳列という陳列型の行為態様の２類型が存在するが

，サイ（永井善之『サイバー・ポルノの刑事規制 〔信山社， 年〕１７６頁』 ）2003

， ，バー・ポルノについては わいせつ物概念につき有体物を前提とするならば

サイバー・ポルノが蔵置されたサーバー・コンピュータないしディスクアレ

， ，イは移転することはありえないから 交付型の頒布又は販売罪は成立しえず

（園田寿「陳列概念の弛陳列型の公然陳列罪だけが成立しうると解されてきた

。緩－「アルファネット事件」控訴審判決－」現代刑事法２巻３号１０頁以下）

しかるに，要綱（骨子）は，サイバー・ポルノについて，従来不可罰とさ

れてきた交付型の頒布罪の処罰規定を新設するというのであるから，この部

（ ，分については明らかに処罰範囲が拡大することになる 法務省の説明によると

「刑法による的確な対応に疑問が生ずるに至」ったことが立法理由になっていると

いうが 現行刑法１７５条前段の解釈としては不可罰と解さざるを得ず そこに 疑， ， 「

。問」の生ずる余地はない）

したがって 要綱 骨子 の規定する 頒布 という概念は 現行法の 販， （ ） 「 」 ， 「

売」を含むとともに，従来不可罰であったサイバー・ポルノの電気通信によ

， ，る送信行為を含むという点で 現行法よりも処罰範囲を拡大するものであり

現行法の「頒布」概念とは全く異なる概念になっている。

それにもかかわらず，現行法と同じ「頒布」概念を用いることによって，

弊害がありうる。

例えば，不特定又は多数の人に対して無償で交付する意思でなされれば，

たまたま１名の顧客に対して無償交付したにとどまるものであっても頒布に

（東京高判昭和４７年７月１４日・判例タイムズ２８８号該当するとされている

。この解釈に従えば，不特定又は多数の人に対して，サイバー・ポ３８１頁）

ルノの記録等を電気通信で送信しようとして，たまたま１名に者に送信した

にとどまる場合でも「頒布」に該当するという解釈をとることにならざるを

得ないが，そのような解釈が妥当か否か疑問である。

イ サイバー・ポルノについては新しい概念を設ける必要があること

特に，サイバー・ポルノの電気通信による送信行為については，全く新し

い犯罪類型であるから 「頒布」とは異なる新しい概念を新設することが望，

ましい。

例えば，著作権法では 「公衆によつて直接受信されることを目的として，

無線通信又は有線電気通信の送信…を行うこと」を「公衆送信」と定義して

おり ，参考になる。（著作権法２条１項７号の２）

ちなみに，児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に

関する法律の一部を改正する法律案 は 「電気通信回線を通じて第（与党案） ，
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２条第３号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することが

できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供」

する行為を児童ポルノ提供罪として新設しようとしている。

いずれにしても，要綱（骨子）は，長年運用されてきた現行刑法１７５条

前段の「頒布」と全く同じ用語を用いながら，その意味内容を全く変えよう

としているが，構成要件の明確性を失わせて構成要件的行為の解釈に混乱を

もたらすおそれがあり，国民の予測可能性を奪い，国民の行動を萎縮させる

おそれがあり，立法技術として妥当ではない。

したがって，日弁連としては，仮に，要綱（骨子）第二の一項の第２文を

，「 」 「 」 ，立法化するのであれば 頒布 に代えて 公衆送信 という用語を用いて

「電気通信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を公衆送信した者も同

様とすること 」とすることを提案する。。

ウ 公然わいせつ罪との関係について

次に，サイバー・ポルノの電気通信による送信行為を「頒布」として処罰

することについては，公然わいせつ罪との関係が問題となる。

現行法は，公然わいせつ罪 が６月以下の懲役又は３０万（刑法１７４条）

円以下の罰金，拘留，科料という軽い刑罰を定めているのに対し，わいせつ

物頒布罪 は２年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金，科（刑法１７５条）

料という重い刑罰を規定している。

公然わいせつ罪もわいせつ物頒布罪も，いずれも健全な性的風俗や性道徳

等の社会的法益を保護する犯罪であるが，前者はわいせつ情報を展示する場

合を想定し，その伝達の範囲は一過性で比較的小規模になると考えられるの

に対して，後者はわいせつな情報を拡散・流通を想定し，わいせつ情報が物

理的な媒体に固定されることにより転々流通して広範囲に伝達され，わいせ

つ情報の持続性・再現性があるので，その法益侵害性が強いとして重い刑罰

が規定されていると考えられる。

しかしながら，インターネットが急速に普及したことにより，わいせつ情

報が媒体と切り離されても転々流通して広範囲に伝達され，しかも，その情

報には持続性・再現性があることから，公然わいせつ罪とわいせつ物頒布罪

との境界が著しく曖昧となっている。

すなわち，ストリップやわいせつな内容の落語等は，公然わいせつ罪とし

て軽く処罰されるのに対して，これらをインターネットで中継して配信した

場合には，刑法１７５条により重く処罰されることになっており，刑罰の不

均衡が生ずるおそれがある。

したがって，インターネットによるサイバー・ポルノについては，公然わ

いせつ罪とわいせつ物頒布罪との関係を射程に入れて，従来のわいせつ規制
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の体系を根本的に見直すべき時期が来ていると言わなければならない

ところが，要綱（骨子）第二の１項は，そのような根本的な見直しをしな

いまま，わいせつ物頒布罪の一部を手直しするという小手先だけの対処で済

まそうとしようとしているが，そのような対応では不十分と言わなければな

らない。

しかしながら，要綱（骨子）第二の１項の第２文についての立法をするの

であれば，その規定をサイバー・ポルノについての規定に特化させ，公然わ

いせつ罪とわいせつ物頒布罪とも異なる類型の犯罪として，刑法１７５条の

２として規定することが望ましいと言うべきである。

(3) 行為の客体としての「わいせつな電磁的記録その他の記録」について

要綱（骨子）は，サイバー・ポルノの電気通信による送信行為については，

その対象を 「わいせつな電磁的記録その他の記録」としている。，

この「電磁的記録」は，刑法７条の２において 「電子的方式，磁気的方式，

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 」と定義されてお。

り，従来，これについては，記録と言いうる程度の永続性を有することが必要

であり，回線上や空中を流れている通信中のデータや，処理中のデータを含ま

（米澤慶治編『刑法等一部改正法の解説 〔立花書房， 年〕ないとされてきた 』 1988

６１頁，中山研一・神山敏雄編『コンピュータ犯罪等に関する刑法一部改正（注釈）

。〔改訂増補版 〔成文堂， 年〕５８頁〕』 ）1989

裁判例の中には，情報としてのわいせつデータが端的に「わいせつ物」に該

（岡山地判平成９年１２月１５日・判例タイムズ当するとの裁判例も存しているが

，現行法上は，純粋なわいせつ情報や電子データそれ自体を９２７号２８０頁）

（前掲・前田雅英『刑法各論刑法の保護の対象にする必要はないと解されており

，上講義〔第３版 』４１１頁，前掲・西田典之『刑法各論〔第２版 』３８８頁等〕 〕 ）

記の裁判例を支持する学説はほとんど存していない。

ところが，要綱（骨子）第二の一項第２文は 「わいせつな電磁的記録その，

他の記録」を，電気通信によって送信することが可能であることを前提として

いるが，電子メールにわいせつな画像データを添付して送信する場合を想定す

ると，この場合においては，まさに電子データが送信されて，相手方のコンピ

ュータにその複製が保存されるだけであるから，ここでいう「わいせつな電磁

的記録その他の記録」とは，わいせつな画像等の電子データそれ自体を指して

いるとしか考えられないことになる。

しかも，このような電子データの電気通信による送信は，本来の「頒布」の

新概念を大きく超えるものであり 広くゆきわたるように分かちくばること，「 」（

という字義からも大きく逸脱する。村広編『広辞苑〔第５版 ）〕』
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それにもかかわらず，要綱（骨子）第二が，送信行為の対象として 「わい，

せつな電磁的記録その他の記録」という概念を使用しているのは，あくまでも

有体物概念にこだわるために 「記録」という有体物を意識した用語を使用し，

なければならないためであると考えられる。

現時点においては，このような用語を使用することもやむを得ないと考えら

れるが，その内容においては電子データの送信行為を想定しているのであるか

ら，本来であれば，まず，刑法全体にわたって有体物概念を維持するのかどう

か否か，維持しないのであれば，新たに「情報」ないし「電子データ」という

ような客体を導入するのか否かについて，刑法の全体の体系の中で根本的に検

討することが求められているというべきであり，それに全く触れることなく，

刑法１７５条の一部を改正するという形で小手先の対処をしようとするのは立

法技術としては妥当ではないと言わなければならない。

(4) 構成要件的行為としての「公然陳列」について

次に，要綱（骨子）は 「わいせつな電磁的記録に係る記録媒体」を公然と，

陳列する行為を新設しようとしている。

最高裁平成１３年７月１６日第三小法廷決定 は，（刑集５５巻５号３１７頁）

「ホストコンピュータのハードディスクに記憶，蔵置された画像データを不特

定多数の者が認識できる状態に置いたものというべきであり わいせつ物を 公， 『

（学説としても，この然と陳列した』ことに当たると解される」と判断しており

ように解する見解が多数説である。前掲・永井善之『サイバー・ポルノの刑事規制』

，既に現行刑法１７５条前段の解釈として，要綱（骨子）が新設しよ１８４頁）

うとした行為が含まれることは明らかとされており，殊更にその点を明確にす

（もっとるために，要綱（骨子）のような規定を新設する必要は認められない

。も，この点を明確にするために規定を新設すること自体に反対するものではない）

それどころか，要綱（骨子）第二の一項の第２文において，サイバー・ポル

ノの電気通信による送信行為を「頒布」として規定しようとしているが，仮に

そのような規定を新設するのであれば，ホストコンピュータのハードディスク

に記憶・蔵置された画像データについても，ユーザーのコンピュータに電気通

信によって送信されるという意味においては，ホームページにわいせつな画像

等を掲載する行為と電子メールでわいせつな画像データを送信する場合とは，

技術的には全く同様であるから，この場合についても，電気通信による送信行

為として 「頒布」として規定する方が理論的には一貫していると言える。す，

なわち，サイバー・ポルノについては，全て第２文において規定する方が理論

的には一貫している。

ところが，要綱（骨子）第二は，公然陳列については，従来の判例の見解に

従うとともに，電子メールによる送信行為の場合には，それとは別に「頒布」
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という概念に含めるという対応を取っており，理論的な一貫性を欠いていると

言わなければならない。

（二項）２ わいせつな電磁的記録等の所持・保管罪について

(1) 現行法と要綱（骨子）との比較

現行刑法１７５条後段が 「販売の目的でこれらの物を所持した者も，同様，

とする 」と規定しているのを，要綱（骨子）は 「有償で頒布する目的で，一。 ，

の物を所持し又は一の電磁的記録を保管した者も，一と同様とすること 」と。

改正しようとしている。

ここでは，目的につき「販売の目的」が「有償で頒布する目的」とされると

ともに 「所持」だけでなく，構成要件的行為として 「保管」が追加されてい， ，

る。

(2) 目的としての「頒布」概念について

要綱（骨子）は，現行刑法１７５条後段が「販売の目的」と規定していたの

を 「有償で頒布する目的」に変えようとしている。，

これは，要綱（骨子）第二の一項において 「販売」をも包摂した「頒布」，

概念を導入しようとしていることからすれば当然ではあるが，既に前記１で述

べた「頒布」概念に対する批判がそのまま妥当する。

(3) 「所持」と「保管」について

要綱（骨子）は，現行刑法１７５条後段が，販売目的の「所持」だけを処罰

しているのに対し 「保管」を追加しようとしている。，

これは，要綱（骨子）第二，一において 「わいせつな電磁的記録その他の，

記録」の電気通信による送信行為を「頒布」として処罰する規定を追加したこ

とに伴い，この「わいせつな電磁的記録その他の記録」は 「電磁的記録に係，

る記録媒体」とされる有体物とは異なり，排他的支配である「所持」という概

念になじまないことから 「所持」とは別に「保管」という概念を新設したも，

のであると考えられる。

したがって 「保管」とは，排他的に管理している状態とでもいうことにな，

るだろうが，ここからも，要綱（骨子）第二，一の後段の「わいせつな電磁的

記録その他の記録」が有体物ではない電子データそのものを対象にしようとし

ていることが示されている。この点に対する批判は，既に前記１，( )で述べ3
たとおりである。
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第３ 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法について

（要綱（骨子）第三）

一 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは，差押状の執行を

する者又は差押許可状により差押えをする捜査機関は，その差押えに代えて次の処

分をすることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も，同様とする

こと。

１ 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写

し，印刷し，又は移転した上，当該他の記録媒体を差し押さえること。

２ 差押状の執行を受ける者又は差押許可状による差押えを受ける者に当該記録

媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ，印刷させ，又は移転

させた上，当該他の記録媒体を差し押さえること。

二 押収物が一の規定により電磁的記録を移転し，又は移転させた上差し押さえた他

の記録媒体で留置の必要がないものである場合において，差押状の執行を受けた者

又は差押許可状による差押えを受けた者と当該他の記録媒体の所有者，所持者又は

保管者が異なるときは，還付に代えて差押状の執行を受けた者等に当該他の記録媒

体を交付し，又は差押状の執行を受けた者等に当該電磁的記録を複写させた上，当

該他の記録媒体の所有者等に当該他の記録媒体を還付しなければならないものとす

ること。

【意見】

一項について

他の記録媒体に複写等して差し押さえることができる場合には電磁的記録に係

る記録媒体の差し押さえができないこと 被疑事件と関連性がある範囲（補充性 ，）

でしかできないことを要件とすること及びこのような差押えを認める場合に，元

の電磁的記録と複写等された電磁的記録の同一性を担保する措置を定めるように

修正されるべきである 。（具体的な修正案は下記のとおり）

（要綱（骨子）第三の二以下に下記要綱を追加する）

三 一の場合において，１又は２の処分をすることにより差押えの目的を達す「

ることができない特別の事情がある場合に限り，電磁的記録に係る記録媒体

。を差し押さえることができるものとすること

四 一の差押状及び二の差押許可状には，差し押さえるべき電磁的記録に係る

記録媒体であって，その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなけれ

ばならないものとすること。
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五 一の場合において，１又は２の処分をした場合においては，速やかに，立

会人に元の電磁的記録と複写等した後の電磁的記録が同一である旨を記載し

」署名押印をした封印を求めなければならないものとすること。

二項について

その内容について，特に異論はない。

【理由】

１ 補充性を要件とすべきこと

要綱（骨子）第三及び第四は，差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒

体である場合に，捜査機関等が，自ら又は差押えを受ける者により，電磁的記録

を他の記録媒体に複写等した上で当該他の記録媒体を差し押さえることができる

ことを規定しているが，これは，従来から，捜査の実務においては，差押えを受

ける者において，他の記録媒体に差し押さえられるべき電磁的記録を複写して任

意提出されており，それを法律で明文化しようとするものである。なお，法務省

の説明によると，要綱（骨子）第三は主として被疑者に対する差押えを，同第四

は第三者に対する差押えを想定しているとのことである。

もっとも 要綱 骨子 では このような方法によるかどうかについては そ， （ ） ， ，「

の差押えに代えて次の処分をすることができる」と規定されているだけであり，
、、、

捜査機関等の自由な判断に委ねられている。

（こしかしながら，差押えを受ける被処分者の立場から見れば，その記録媒体

れは場合によってはフロッピーディスクやＭＯディスクやＣＤ－ＲＯＭ等にとどまら

そのものが差し押さえられるず，コンピュータ・システム一式の場合もありうる ）。

ことにより，差し押さえの対象となるべき電磁的記録以外の記録も捜査機関等に

移転されることにより，被処分者の業務に対して重大な影響を大変を与えるおそ

れがある。特に，それが第三者であるプロバイダー等の事業者である場合に与え

（それ故に，従来においても，捜査の実務では，任意提出る影響は極めて重大である

。による方法が用いられていたのである）

したがって，差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場合につ

いては，原則として，要綱（骨子）が規定する電磁的記録を他の記録媒体に複写

等した上で当該他の記録媒体を差し押さえるという方法によって行うべきであり

1990（日本弁護士連合会刑法対策委員会編『コンピュータ犯罪と現代刑法 〔三省堂，』

年〕１９８頁以下〔岩田研二郎執筆部分 ，安冨潔『ハイテク犯罪と刑事手続 〔慶應義〕 』

塾大学法学研究会， 年 ）１６７頁，編集代表多賀谷一照・松本恒雄『情報ネット2000 〕

，そのような方法では差押えのワークの法律実務』５０１１頁〔稲垣隆一執筆部分〕）

目的を達することができないという特別な事情がある場合に限って，電磁的記録

に係る記録媒体それ自体を差し押さえることができるとすべきである。例えば，
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珍しいオペレーティング・システムでデータが蔵置されていてデータをコピーす

ることができない場合にはデータ媒体を全体として押収することが不可避である

（ サイバー犯罪条約１９条に関する注釈書 。「 （ 」EM 196） ）

そこで，このような趣旨の補充性の要件を明文で規定すべきである。

２ 電磁的記録の全てを複写した記録媒体の差押えを許容することはできないこと

要綱（骨子）は，差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場合

に，電磁的記録を他の記録媒体に複写等した上で当該他の記録媒体を差し押さえ

ることができると規定して，あたかも，電磁的記録に係る記録媒体の全てを複写

等して差し押さえることができるかのような規定となっている。

しかしながら，そもそも，差押えについては，被疑事件との関連性がある物に

ついてしか認められないことは当然であり，多量の情報を記録・保存している電

磁的記録に係る記録媒体には差押えの対象とは無関係の情報も多く含まれている

のが通常であり，憲法３５条の一般令状の禁止という趣旨に照らして被疑事実と

安冨潔・前掲の関連性がある電磁的記録しか差押えが認められるべきではない（

。書１６８頁）

したがって，電磁的記録に係る記録媒体を複写等する場合においても，当然に

電磁的記録に係る記録媒体の全てを複写等できると解すべきではなく，あくまで

も被疑事件と関連性を有する部分に限定されることを明文で規定すべきであり，

この点については，要綱（骨子）第五の二項が参考にされるべきである。

なお，差押えの現場において，被疑事件との関連性がある電磁的記録かどうか

を選別することが困難な場合も予想される。そこで，電磁的記録に係る記録媒体

を複写等した別の記録媒体を裁判官の保管とし，差押え後に裁判官がその記録媒

， ，体に含まれる電磁的記録の中から 被疑事件との関連性の有無を審査して選別し

裁判官において関連性があると認めた電磁的記録だけを別の記録媒体に複写等し

て捜査機関に交付するようにし，交付前に裁判官の選別結果を被処分者に示して

編集代表多賀谷一照・松本恒雄『情報ネットワークの事前の不服申立を認める制度（

）の導入も十分検討に値すると言う法律実務』５０３１頁〔稲垣隆一執筆部分〕参照

べきである。

３ 証拠の同一性の担保に関する規定を整備すべきであること

電磁的記録に係る記録媒体に代えて，他の記録媒体に複写等した上で当該他の

， ，記録媒体を差し押さえる場合には 元の記録媒体に保存されていた電子データと

差し押さえた記録媒体に保存されている電子データとが完全に同一であること，

すなわち，完全性及び真正性が担保されなければ，後日法廷で証拠申請がなされ

た際に，被告人から，その電子データの完全性や真正性に対して異議が述べられ

る可能性がある。

したがって，複写等した上で代替する別の記録媒体を差し押さえることを認め
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る以上は，電子データの完全性及び真正性について担保する何らかの措置が認め

（指宿信「変られなければ証拠獲得手段としては不完全と言わなければならない

わる捜査の対象：モノからデータへ－サイバー刑事法制の諮問を契機として」法律時報

。７５巻７号３頁）

すなわち，差押え後に改ざんがないことを保証する手続や電子データ利用に伴

うデータ破壊を防止する手続が行われなければならないが，具体的には，酒気帯

び運転の検知管や覚せい剤事件で採取された尿については処分を受けた時点で被

処分者の署名をしたテープ等で検知管やカップの封印を行い，同一性を確保する

手段が講じられているが，複写等された記録媒体についても同様の措置が講じら

れるべきであるし，差し押さえた記録媒体は必ずバックアップをとるべきであり

（編集代表多賀谷一照・松本恒雄『情報ネットワークの法律実務』５０１５頁〔稲垣隆

，この種の手続を立法すべきである。一執筆部分〕）

ちなみに，犯罪捜査のための通信傍受に関する法律２０条１項は，傍受をした

記録媒体について，傍受の実施を中断し又は終了したときは，速やかに，立会人

， 。にその封印を求めなければならない等と規定しており 参考にされるべきである

ところが，要綱（骨子）第三及び第四には，この点に関する言及が全くなく，

差押え手続の定め方としては不備があると言わなければならない。



- 23 -

第４ 記録命令付き差押えについて

（要綱（骨子）第四）

一 裁判所は，記録命令付き差押え（電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を

利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ，又は

印刷させた上，当該記録媒体を差し押さえることをいう ）をすることができる。

ものとすること。公判廷外において記録命令差押えを行う場合は，令状を発して

これをしなければならないものとすること。

二 捜査機関は，犯罪の捜査をするについて必要があるときは，裁判官の発する令

状により，記録命令差押えをすることができるものとすること。

三 一及び二の令状には，電磁的記録を記録させ，又は印刷させるべき者及び記録

， 。させ 又は印刷させるべき電磁的記録を記載しなければならないものとすること

四 その他，記録命令付き差押えに関する所要の法整備を行うこと。

【意見】

一項及び三項について

他の記録媒体に複写等して差し押さえることができる場合には電磁的記録に係

る記録媒体の差し押さえができないこと 被疑事件と関連性がある範囲（補充性 ，）

でしかできないことを要件とすること及びこのような差押えを認める場合に，元

の電磁的記録と複写等された電磁的記録の同一性を担保する措置を定めるように

修正されるべきである 。（具体的な修正案及び修正箇所は下記のとおり）

（要綱（骨子）第四の二項の次に下記要綱を追加する）

三 一の場合において，１又は２の処分をすることにより差押えの目的を達す「

ることができない特別の事情がある場合に限り，電磁的記録に係る記録媒体

」を差し押さえることができるものとすること。

（要綱（骨子）第四の三項を四項に改め，次のとおり修正する。修正箇所は下線

部分）

三 一及び二の令状には，電磁的記録を記録させ，又は印刷させるべき者，記

録させ，又は印刷させるべき電磁的記録 を記載しなければならないもの範囲

のとすること。

（要綱（骨子）第四の四項を六項に改め，五項として，次の要綱を追加する）

五 一の場合において，記録命令付き差押えをした場合には，速やかに，立会

人に元の電磁的記録と複写等した後の電磁的記録が同一である旨を記載し署

」名押印をした封印を求めなければならないものとすること。
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二項及び四項について

その内容について，特に異論はない。

【理由】

前記第５の理由１ないし３で述べたのと同様である。
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第５ 電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写について

（要綱（骨子）第五）

一 裁判所は，差し押さえるべき物が電子計算機であるときは，当該電子計算機に

電気通信回線で接続している記録媒体であって，当該電子計算機で処理すべき電

磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものか

ら，その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上，当該電子

計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。

二 一の規定は，捜査機関が刑事訴訟法第二百十八条の規定によってする差押えに

ついてこれを準用するものとすること。

三 一の差押状及び二の差押許可状には，差し押さえるべき電子計算機に電気通信

回線で接続している記録媒体であって，その電磁的記録を複写すべきものの範囲

を記載しなければならないものとすること。

【意見】

このような規定を新設することに強く反対する。

なお，仮にこのような規定を新設するとしても，少なくとも，下記のような修

正が施されるべきである 。（修正箇所は下線部分）

「裁判所は，差し押さえるべき物が電子計算機であるときは，当該電子計算機に

電気通信回線で接続している記録媒体であって， 当該電子計算機で処理す専ら

べき電磁的記録を保管するために 使用されていると認めるに足りる状況に現に

あるものから，その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した

上，当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとする

こと 」。

【理由】

１ 現行法との比較

何らかのリモート・アクセスによって，電子データを別のコンピュータに保存

していた場合に，現行法においては，その別のコンピュータに対する差押許可状

を別個に取得しなければ，別のコンピュータに保存された電子データを差し押さ

えることは不可能であるが，本要綱（骨子）第五は，元のコンピュータに対する

差押許可状だけで差押えができるようにしようとするものである。

２ 憲法３５条との関係について

本要綱（骨子）については，憲法３５条１項は 「侵入，捜索及び押収を受け，
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ることのない権利」は 「正当な理由に基いて発せられ，且つ捜索する場所及び，

押収する物を明示する令状がなければ，侵されない 」と規定して，捜索する場。

所を特定し，令状に明示することを求めている。

ところが，要綱（骨子）第五は，リモート・アクセスによって接続されている

別のコンピュータが設置されている場所を特定し差押許可状に明示しなくても，

元のコンピュータについて特定さえされていれば，元のコンピュータに対する差

押許可状だけで，別のコンピュータに対する差押えを可能にするという意味にお

いて，憲法３５条に違反するのではないかとの疑問がある。

この点については，合衆国憲法修正４条と憲法３５条とをほぼ同様の規定と理

解して 「正当な理由」さえあれば場所の特定も必ずしも必要ではないとする見，

解もありうるが，両者の制定過程を比較すると両者は全く同一の構造を持つ規定

（村井敏邦「理論批判の憲法的視点」小田中聰樹ほか『盗聴立ではないと考えられる

。法批判 〔日本評論社， 年〕１０４頁以下参照』 ）1997

また，憲法３５条が捜索差押令状において場所・物を特定し明示することを要

求する趣旨は，強制処分の対象ないし範囲を事前に確定した上でそれを被処分者

に対して明示し，それ以外に強制処分が及ばないことを手続的に保障する点にあ

るから，令状における場所・物の表示は，捜索・押収に当たる捜査官にとっての

みならず，被処分者にとっても捜索・押収の現場において，その表示自体で，対

象ないし範囲を容易かつ一義的に識別することが可能な程度に個別的・具体的で

自己完結的なものでなければならず，捜査官による裁量的な事後的補完を必要と

（小田中する不十分さ，曖昧さ，多義性を持つものであってはならないのである

。聰樹「盗聴立法の違憲性」前掲『盗聴立法批判』７４頁以下参照）

そうであるならば，要綱（骨子）第五は，リモート・アクセスによって接続さ

れた別のコンピュータが設置された場所を特定し明示しない令状をもって，別の

コンピュータに保存された電子データを差し押さえることができるとするもので

あるが，リモート・アクセスによって接続された別のコンピュータの場所を特定

しないでも，そのコンピュータに蔵置された電子データを差し押さえることがで

きるとすることは，上述した憲法３５条に違反し許されないと解さなければなら

ない。

仮に，要綱（骨子）第五のような差押えを一旦許容すれば，それは憲法３５条

の保障を弛緩させ，やがては有体物に対する差押えについても，従来よりも緩や

かな要件で，令状に明示された捜索すべき場所とは異なる場所にある物に対する

差押えを許容する事態を招来するおそれがあることを考慮すれば，当連合会とし

ては，要綱（骨子）第五については強く反対せざるを得ない。

３ 要綱（骨子）の限定は極めて不十分であること

なお，仮に，要綱（骨子）第五を新設する場合においても 「当該電子計算機，
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で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況

にあるもの」との文言では，その限定は極めて不十分であり，少なくとも，その

冒頭に「専ら」という用語を付して限定すべきである。

また，要綱（骨子）第五が前提とする「サイバー犯罪条約１９条に関する注釈

書 によると 「インターネットのような通信システムを通じて間接的（ 」EM187） ，

にコンピュータと接続された関連するデータ記憶装置内に蔵置されている」場合

を想定しているようであり，法務省の説明によると，この場合の具体例として，

①携帯電話宛の留守番電話又は電子メールが記録されている記録媒体の記録領

域，②メールサーバのメールボックスの記憶領域で，パーソナルコンピュータに

インストールされているメーラーにアカウントが記録されているもの，③リモー

ト・ストレージ・サービスのサーバの記憶媒体の記憶領域であって，上記パーソ

ナル・コンピュータにインストールされているそのサーバにアクセスするための

アプリケーションソフトにＩＤが記録されているもの，④上記パーソナル・コン

（ファイルサーバ及びメーピュータとＬＡＮで接続しているグループウェアサーバ

の記録媒体の記憶領域であって，被疑者のＩＤによってアクセスできルサーバ）

るものが想定されている。

このうち 最も問題があるのは④の場合である 要綱 骨子 第五が掲げる 保， 。 （ ） 「

」 ， ，管するために使用されていると認めるに足りる状況にある との要件では 単に

アクセス権限があって，保管するために使用することができる状況があるだけで

も差押えが認められることになるが，それを認めると，アドミニストレーターと

（管理権限ないしルート権限） （例えば，代表取締役しての権限 がある者については

，ＬＡＮで接続される全国各地に設置された全てのコンピュータに蔵置さなど）

れた全ての電子データが差押え対象になることを許容することになり，およそ憲

法３５条が許容しない極めて広範で無制約な差押えを認めることになってしま

う。

したがって 「当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用，

されていると認めるに足りる状況」は，管理権限を単位として判断されるべきで

はなく，あくまでも被差押処分者において現実に保管するために使用していると

いう状況が必要であると解すべきであり 「現に」という用語を付して限定すべ，

きである。
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第６ 電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請につい

て

（要綱（骨子）第六）

一 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは，差押状若し

くは捜索状の執行をする者又は差押許可状若しくは捜索許可状により差押え若

しくは捜索をする捜査機関は，差押状若しくは捜索状の執行を受ける者又は差

押許可状若しくは捜索許可状による差押え若しくは捜索を受ける者に対して，

電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるものとすること。

公判廷で差押えをする場合も同様とすること。

二 検証すべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは，裁判所又は裁判官

の発する令状により検証をする捜査機関は，一と同様の協力を求めることがで

きるものとすること。

【意見】

特に異論はない。

もっとも，将来，この協力義務の履行を担保するために罰則等を新設する場

合には慎重な検討が必要であることを付言しておく。
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第７ 保全要請等について

（要綱（骨子）第七）

一 捜査については，電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業

を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介するこ

とのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して，その業務上

記録し，又は記録すべき電気通信の送信元，送信先，通信日時その他の通信履

歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し，九十日を超えない期間を定めて，

これを消去しないよう求めることができるものとすること。

， ，二 捜査関係事項照会及び一の保全要請を行う場合において 必要があるときは

みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるもの

とすること。

【意見】

一項について

保全要請は任意処分として提案されているが，事実上強制処分に等しいもので

あり，裁判所による司法的抑制を経ることなく行われるという点で，その新設に

は強く反対する。

（修正仮に，保全要請を新設するとしても，次のように修正されるべきである

。箇所は下線部分）

「捜査については，電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を

営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介すること

電気通信の通のできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して，

信履歴が滅失又は改ざんに対して特に弱いと信ずるに足りる合理的な理由があ

る場合において 差押許可状の発付を請求し又はその準備中において その者， ，

業務上記録し 電気通信の送信元，送信先，通信日時その他の通信履歴の電が た

磁的記録のうち必要なものを特定し， 日を超えない期間を定めて，これを三十

消去しないように， 求めることができるものとすること 」書面にて 。

（要綱（骨子）第七の二項の後に三項として下記要綱を追加すべきである）

三 政府は，保全要請の件数並びに差押許可状の発付に至った件数，保全要請「

に係る罪名，保全要請に係る通信手段の種類及び保全要請が行われた事件に

関して逮捕した人員数を国会に報告して公表しなければならないものとする

」こと。

二項について
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このような規定の新設に反対する。

【理由】

１ サイバー犯罪条約と我が国の国内法制との関係

法務省は，要綱（骨子）第七につき，サイバー犯罪条約１６条１項の国内法化

（もっとも，要綱（骨子）第七は，主としを図ったものであるとの説明をしている

てプロバイダー等を想定し，通信履歴の保全を要請するという内容であるから，サイバ

ー犯罪条約１７条の方が近い内容であるが，以下は，同条約１６条１項を前提として論

。じることとする）

もっとも，法務省は，同条項につき，保全命令制度を設けることを締約国に義

， ，務づけているのではなく 迅速な保全という結果の確保を求めたものであるから

基本的には，現行法の捜索・差押え・検証の規定で担保されていると考えている

と表明されている 。（法制審議会刑事法部会の第１回会議議事録）

そもそも，我が国においては，憲法２１条２項が通信の秘密を保障し，通信の

秘密の保障は 「通信のすべての構成要素におよび，通信の内容のみならず，通，

信の存在それじたいに関する事柄－差出人 ，受取人 の氏名・（発信人 （受信人））

住所，差出 個数，通信の日時，電話等の発信場所，など－につい（通話・発信）

（樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦ても，その秘密が保障されなければならない」

部法穂『憲法 〔青林書院・注解法律学全集 巻， 〕 頁，大阪高等裁判所判決II 2 1997 85』

， 。昭和４１年２月２６日・高等裁判所刑事判例集 巻 号 頁19 1 58 ）とされ 通説である

これに対して，サイバー犯罪条約は 「通信記録」と「通信内容」とを明確に，

区別し 「通信記録」については，犯罪を問うことなくリアルタイム収集を認め，

るなど，明らかに保障の程度を区別している。

これは我が国の通信の秘密の保障のあり方とは大きく異なっており，そのまま

法制化することは我が国の法制度に合致しないと言わなければならない。

すなわち，要綱（骨子）第七の一項は，差押えの前提として通信履歴の保全要

請を新設しようとしているが，通信履歴であっても通信の秘密の保障が及ぶこと

と，保全された通信履歴は，後行する差押えによって捜査機関の手中に入ること

になることからすれば，保全と差押え手続を一体として捉えることができるので

あるから，やはり保全それ自体においても，通信の秘密が侵害されるおそれはあ

ると解すべきであり，憲法２１条２項に抵触する可能性が高い制度である。

そうであるならば，既に我が国の現行法の捜索・差押え・検証の規定で担保さ

れているのであれば，わざわざそのような問題のある保全要請を新設する必要も

ないと言わなければならない。

そこで，以下では，念のため，保全要請の規定を新設するとしても，憲法で通

信の秘密が保障されていることに反しないようにするためには，どのような規定
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であるべきかについて検討することとする。

２ サイバー犯罪条約と要綱（骨子）との比較

サイバー犯罪条約１６条は 「締約国は，通信記録その他の特定のコンピュー，

タ・データが滅失又は改ざんに対して特に弱いと信ずるに足りる理由がある場合

には，自国の権限のある当局が，当該コンピュータ・データであってコンピュー

タ・システムという手段によって蔵置されたものの迅速な保全を命じ又はこれに

類する方法により確保することを可能にするため，必要な立法その他の措置をと

る 「締約国は，ある者が保有し又は管理している特定の蔵置された。」 ，（第１項）

コンピュータ・データを保全するよう当該者に命ずることによって１の規定を実

施する場合には，自国の権限のある当局がそのコンピュータ・データの開示を求

めることを可能にするために必要な期間（九十日を限度とする ，コンピュータ。）

・データの完全性を保全し及び維持することを当該者に命ずるため，必要な立法

その他の措置をとる。締約国は，このような命令を引き続き更新することができ

る旨定めることができる などと規定している。。」（第２項）

サイバー犯罪条約１６条１項と要綱（骨子）第七を比較すると，以下の点で異

なっている。

第１に，要綱（骨子）には 「通信記録その他の特定のコンピュータ・データ，

が滅失又は改ざんに対して特に弱いと信ずるに足りる理由がある場合」との補充

性の要件が規定されていない。

第２に，サイバー犯罪条約では，保全の対象につき 「ある者が保有し又は管，

理している特定の蔵置されたコンピュータ・データ」とされているのに対し，要

（ ） 「 ， ， ，綱 骨子 では その業務上記録し 又は記録すべき電気通信の送信元 送信先

通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なもの」とされている。

サイバー犯罪条約では 「コンピュータ・データ」とされているのに対して，，

要綱（骨子）では「通信履歴」とされ，後者の方が限定されている。

逆に，サイバー犯罪条約では 「保有し又は管理している」と過去形で規定さ，

れていることから，既に保有・管理された過去の記録であることが明確であるの

に対して，要綱（骨子）では「記録し，又は記録すべき」と規定されているため

に，将来の通信記録にも保全が及ぶと解釈する余地があるように見える。

しかしながら，将来発生する通信記録についてまで保全を認めることは，サイ

バー犯罪条約１６条１項の趣旨を逸脱すると言わなければならない。

すなわち，サイバー犯罪条約は，過去のコンピュータ・データ及び通信記録に

ついては，同１６条及び同１７条で保全することを認めるとともに，将来の通信

記録及び通信内容については，同２０条及び同２１条でリアルタイムに収集・傍

受することを認めているのであり，サイバー犯罪条約１６条１項はあくまでも過

去のコンピュータ・データについてしか保全を認めていないのである。
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ちなみに，サイバー犯罪条約が参考にしたと考えられるアメリカの同種の制度

に関する司法省ガイドライン の「 § ( )（ 年版， 年版）2001 2002 18U.S.C. 2703 f
の下での証拠保全」の部分には 「法執行官は，より正式の法的な過程の発行ま，

で既存の記録を保持するというプロバイダーへの拘束力がある要求をすることが

できる。しかしながら，そのような要求には，どんな将来の効果もない 」と記。

載され，保全が将来に効果を及ぼすものではなく，既存の記録に対するものであ

ることが明記されているのである。

また，要綱（骨子）第七の保全要請が，過去の通信記録についての保全しか認

， ， ，めていないと解しても ほぼ連日にわたってこの保全要請を継続すれば 事実上

（但し，通信記録に限られる） （指宿・事後的な傍受 を認めるに等しいこととなり

前掲論文３頁 （いわゆ），本来であれば，犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

る通信傍受法） （通信傍受法が対象とする通信には，要綱（骨と抵触するものであり

，同法が定める前提犯罪の要子）第七の保全要請の対象となる通信履歴も含まれる）

件，該当性判断の要件及び対象者に対する事後的通知の保障等を潜脱することに

なりかねない。

したがって，要綱（骨子）第七の保全要請については，事後的な通信傍受にわ

たるような濫用的な運用がされないような歯止めを設ける必要がある。

３ 保全要請が濫用されないための担保が設けられるべきこと

要綱（骨子）第七の保全要請は，捜査官による任意処分の形式を取っているた

めに，裁判官による司法的抑制を受けずに，濫用される危険性がある。

そこで，要綱（骨子）第七の保全要請が濫用されないための担保が設けられる

べきである。要綱（骨子）第七にはこのような視点が欠落していると言わなけれ

ばならない。

第１に，アメリカ連邦法第１８編２７０３条（ｆ）が「裁判所による令状発付

手続又はその他の手続が進行している間」という制約を付けていることが参考に

されるべきである。

この点は，法制審議会の刑事法部会の第２回会議の際に，ニフティ株式会社の

参考人が，実務とプロバイダー側の負担の現状を踏まえて 「捜査機関側が保全，

要請と同時又はその直後に令状の発付を請求していただくということにしてはど

うか」と提案していることとも符合している。

したがって，保全要請は，差押許可状の発付手続の申請中又はその準備中であ

ることを要件とすべきであり，その差押許可状の発付を審査する際に，先行する

保全要請の要件を満たしているか否かについても裁判官が審査するようにすべき

であり，先行する保全要請がその要件を満たしていない場合には，後行する差押

（この点については，適法な逮捕がな許可状請求は却下されるようにすべきである

。ければ勾留が却下されるとするいわゆる逮捕前置主義と同様に解すべきである）
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第２に，サイバー犯罪条約が要求している「通信記録その他の特定のコンピュ

ータ・データが滅失又は改ざんに対して特に弱いと信ずるに足りる理由がある場

合」との補充性の要件を参考にして 「通信履歴が失又は改ざんに対して特に弱，

いと信ずるに足りる合理的な理由がある場合」との要件を付すべきである。

（ファクシミリ，電子メールを含む）第３に，保全要請は，口頭ではなく，文書

によることを明記すべきである。ちなみに，前記アメリカの司法省ガイドライン

には 「紙の記録が残り，コミュニケーションのミスを防ぐので，ファックスか，

電子メールが，望ましい」旨が述べられている。

我が国においては，とりわけ，捜査官による濫用のおそれが強いので，文書に

よることとすべきである。

第４に，保全要請が任意処分としてなされ，司法的抑制を受けないことから，

事後的に，国会へ報告すべきものとすべきである。

この点については，通信傍受法２９条本文が 「政府は，毎年，傍受令状の請，

求及び発付の件数，その請求及び発付に係る罪名，傍受の対象とした通信手段の

種類，傍受の実施をした期間，傍受の実施をしている間における通話の回数，こ

のうち第二十二条第二項第一号又は第三号に掲げる通信が行われたものの数並び

に傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに，公表

するものとする 」と規定していることが参考にされるべきである。。

そこで，保全要請の場合には，保全要請の件数並びに差押許可状の発布に至っ

た件数，保全要請に係る罪名，保全要請に係る通信手段の種類，保全要請が行わ

れた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告して公表すべきである。

４ ９０日の保全期間が長すぎること

本要綱（骨子）第七は 「九十日を超えない期間を定めて」保全要請ができる，

旨規定している。この最大９０日というのは，サイバー犯罪条約１６条２項が，

「コンピュータ・データの開示を求めることを可能にするために必要な期間（九

十日を限度とする 」と規定していることを受けて，その最大の期間を採用した。）

ものであるが，プロバイダー等の実務からみれば，過大な負担をかけるおそれが

あり，長すぎるという声があることは考慮されるべきである。

すなわち，法制審議会の刑事法部会の第２回会議の際に，ニフティ株式会社の

参考人が 「９０日というのはちょっと長いような気もします。実務的にはもっ，

と短いような気がしますので，これも捜査機関側が令状請求してから実際に発付

を受けるまでの期間にふさわしい，もう少し現実的な期間にしたらどうかなとい

うふうに考えます 」と述べている。。

（同そこで，通信傍受法の傍受期間が最大３０日であると定められていること

との均衡も考え，保全期間としては最大３０日程度とするのが相当法７条１項）

である。
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５ 漏洩禁止について

要綱（骨子）第七の二項は 「必要があるときは，みだりにこれらの要請に関，

する事項を漏らさないよう求めることができるものとする」との規定を新設しよ

うとしている。

サイバー犯罪条約１６条３項は 「締約国は，コンピュータ・データを保全す，

べき管理者その他の者に対し，１及び２に規定する手続がとられていることにつ

いて，自国の国内法に定める期間秘密のものとして取り扱うことを義務付けるた

め，必要な立法その他の措置をとる 」と規定しており，要綱（骨子）第七の二。

項はサイバー犯罪条約のこの規定を受けて設けられたものと考えられるが，要綱

（骨子）では，サイバー犯罪条約が求めている保全要請の場合だけでなく，従来

から広く行われてきた捜査関係事項照会の場合にも漏洩禁止を求めることができ

るとされており，明らかにサイバー犯罪条約の要請の範囲を超えた規定を新設し

ようとしている。

しかしながら，従来広く行われてきた捜査関係事項照会について，これらの要

請に関する事項が漏洩されたことによって実際に捜査に支障が出た等の実例が存

するということは何ら明らかとされておらず，捜査関係事項照会について，漏洩

禁止を求めるだけの立法事実は存してないと言わざるを得ない。

そうであるならば，保全要請の場合にだけ漏洩禁止を規定するのは均衡を失す

るというべきであるし，漏洩禁止が憲法２１条が保障する表現の自由に抵触する

おそれがあることから ，このような規定は新設すべきでは（指宿・前掲論文３頁）

なく，サイバー犯罪条約１５条により，締約国が刑事手続上の権限及び手続の制

定等に際しては，締約国の上位規範である憲法等の要請に従うべきことが規定さ

れていることから，同条約１６条３項に従う漏洩禁止の規定を新設する必要はな

いと解すべきである。
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第８ 不正に作られた電磁的記録等の没収について

（要綱（骨子）第八）

一 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還

し，又は交付する場合には，当該電磁的記録を消去し，又は当該電磁的記録が

不正に利用されないようにする処分をしなければならないものとすること。

二 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において，

当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは，不正に作られた部

分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないものとすること。

三 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用につい

ては，被告人以外の者に帰属する電磁的記録は，その者の所有に属するものと

みなすものとすること。

【意見】

特に異論はない。

但し，電磁的記録に係る記録媒体を還付する場合には，前記第４，３で述べた証

拠の同一性を担保する制度が設けられていることが前提となることを付言しておく

。（指宿・前掲論文３頁参照）

以上


