
２００４年４月１７日

日 本 弁 護 士 連 合 会

サイバー犯罪に関する条約の批准に関する意見書

意 見 の 趣 旨

１ サイバー犯罪に関する条約 は、人権保障（以下 「サイバー犯罪条約」という）、

の観点から、国民のプライバシーや通信の秘密に対する重大な制約となる危険性

が大きく、その影響は極めて重大である。

したがって、当連合会としては、十分な議論がなされないまま同条約を批准す

ることには反対せざるを得ない。

２ 仮に、サイバー犯罪条約を批准するとしても、人権保障の観点から、少なくと

も、各条項ごとに認められた条件の付加や留保を最大限に行うべきである。
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意 見 の 理 由

第１ はじめに

サイバー犯罪 は、コンピュー（わが国では「ハイテク犯罪」と呼ばれることも多い）

タ・システム及びその通信を利用して行う犯罪であるが、犯罪が瞬時にして国境を

越え、多数の国や人に深刻な影響を及ぼすとともに、各国の捜査権限は国境を越え

られず、犯人も犯行の痕跡を容易に消去できることから、犯人の特定や証拠の収集

が極めて困難であることにその特徴を有している。

昨今の電子ウイルスの蔓延などの状況を踏まえると、サイバー犯罪に対して、各

国が統一的に対処することの必要性は、当連合会においても何ら否定するところで

はない。

しかしながら、サイバー犯罪の取締りを急ぐあまり、コンピュータ・システムの

利用者の通信の自由やプライバシーなどの人権保障を損なうことがあっては本末転

倒であり、サイバー犯罪の取締りの必要性と人権保障の原則が両立することが必要

である。

そこで、当連合会は、このような観点から 「サイバー犯罪条約」に対して、次、

のとおり、意見を述べるものとする。

第２ サイバー犯罪条約の成立及びその後の状況

１ 条約の採択に至る経緯

欧州評議会 は、１９９８年に、各国国内法でサイバー犯（ ）Council of Europe

、 、罪として犯罪化すべき行為についてのガイドラインを採択し １９９５年には

サイバー犯罪に関連した刑事手続及び国際協力についての原則を策定してい

る。

１９９７年にはサイバー犯罪専門家会合を設置し、その後、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、２００１年１１月８日、欧州評

議会閣僚委員会において、サイバー犯罪条約を採択し、同年１１月２３日、署

名式典が行われた。

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、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

定から成っている。

２ 進んでいない加盟国の批准

サイバー犯罪条約には、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、
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合計３０カ国が署名しているが、これまでに批准したのは、アルバニア、クロ

（これによアチア、エストニア、ハンガリー、リトアニアの５カ国だけであり

、主要先進国において、り、近日中にサイバー犯罪条約は発効するとされている。）

サイバー犯罪条約を批准した国は存在していない。このように、主要先進国に

おいて、批准が進まない主たる理由は、市民の人権保障の後退への危惧が高ま

っていることと、ＩＴ産業界からの経済負担の増加についての危惧が高まって

いるためといわれている。

３ サイバー犯罪条約と国内法整備との関係

法務省は、サイバー犯罪条約を批准するための国内法整備として、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、同年９月１０日開催の法制審議会第１４１回会

議において全会一致で要綱骨子案のとおり法整備を行うことが相当であると決

定され、同日、法務大臣に答申されている。

同年１２月１８日に開催された第２回犯罪対策閣僚会議において 「犯罪に、

強い社会の実現のための行動計画」が策定されたが、その中でも 「サイバー、

犯罪条約の早期締結及び関連刑事法の整備」が挙げられており、２００４年１

月１９日に開会した第１５９回通常国会において、内閣から、同年２月２０日

に、サイバー犯罪条約に関連する刑事法の整備を含めた「犯罪の国際化及び組

織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律

案」が国会に提出されており、法務委員会において審議される予定となってい

る。

また、同年２月１７日、サイバー犯罪条約を批准するための国内法整備とし

て、総務省総合通信基盤局が所管する「電波法及び有線電気通信法の一部を改

正する法律案」が提出されており、総務委員会において審議される予定となっ

ている。

さらに、サイバー犯罪条約自体の批准についても、同年２月２７日に 「サ、

イバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件」との議案が国会に

提出されており、外務委員会で審議されていたが、同年３月２６日に可決され

ている。

第３ 刑事実体法部分 について（条約２条から１３条）

サイバー犯罪条約は、刑事実体法に関して、コンピュータ・システムに対す

る犯罪、コンピュータを利用した犯罪、コンピュータ・データの内容に関する

犯罪及びコンピュータを利用した著作権等の侵害に関する犯罪を、締結国にお

いて、新たに立法によって犯罪化することを求めている。
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わが国においては、既に刑法改正等によって、多くの部分は担保されている

と考えられるが、なお、以下のような問題を有している。

１ コンピュータ・データ及びシステムの秘密性、完全性及び利用可能性に対す

る犯罪について

サイバー犯罪条約は、コンピュータ・データ及びシステムの秘密性、完全性

及び利用可能性に対する犯罪を規定している 。（条約２条から６条）

すなわち、サイバー犯罪条約は、コンピュータ・データ及びセキュリティそ

れ自体を保護法益とすることを前提として、不正アクセス 、不正（条約２条）

な傍受 データやシステムに対する妨害 及び装置の濫（同３条） （同４条、５条）

用 を犯罪化することを求めている。（同６条）

しかしながら、我が国においては、現在、コンピュータ・データ及びセキュ

、 、リティ自体は直接保護の対象とはされておらず 既にある不正アクセス禁止法

電気通信事業法及び有線電気通信法等の「通信の秘密」侵害罪、電磁的記録不

（刑法１６１条の２） （刑法２３４条の正作出罪 や電子計算機損壊等業務妨害罪

、電磁的記録毀棄罪 などによって間接的に保２ （刑法２５８条、同２５９条））

護されていたに過ぎない。

その結果、サイバー犯罪条約を批准した場合には、コンピュータ・データや

セキュリティに対する攻撃を包括的に犯罪化することを求められるが、特に、

セキュリティという曖昧な概念を保護法益とすることによって犯罪の外延が曖

昧な犯罪類型を新設することになり、刑法の人権保障機能を危うくするおそれ

がある。

また、わが国においては、これまでコンピュータ犯罪に対して、その都度、

刑法を改正して適切に対処してきており、現時点において、サイバー犯罪条約

が求める、包括的にコンピュータ・データ及びセキュリティを侵害する行為を

犯罪として処罰する必要があるとの立法事実は何ら実証されていない。

２ 児童ポルノ関連犯罪について

、 。サイバー犯罪条約は 児童ポルノに関連する犯罪を規定している（ ）条約９条

この規定には、わが国の児童買春、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 の内容を超えて、コ（以下「児童ポルノ処罰法」という）

ンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能

にする行為、自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポル

ノを取得する行為及びコンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記

憶媒体内に児童ポルノを保有することをそれぞれ犯罪化することが求められる

とともに 、未成年者に見える者や未成年者を表現する（同条１項ｂ、ｄ及びｅ）

写実的画像も児童ポルノと扱うことが求められている 。（同条２項ｂ及びｃ）

これらについては、サイバー犯罪条約を批准すれば、新たに児童ポルノ処罰
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法を改正して、その処罰範囲を大幅に拡大することが求められることになるが

（但し、上記のうち、条約９条１項ｄ及びｅ、同２項ｂ及びｃについては留保できる

、いずれについても、現時点においては、わがが、同条１項ｂは留保できない）

国における立法事実は存しないと考えられるものであり、不当な処罰範囲の拡

大に繋がるおそれがある。

なお、第１５９通常国会において、２００４年３月１２日、自民党議員によ

る議員立法として、児童ポルノ処罰法の一部を改正する法律案が提出されてい

るが、その法案においても、上記の各行為を処罰する内容とはなっていない。

これは、我が国において、上記行為を処罰することを必要とする立法事実が存

しないことを裏付けている。

３ 結 論

このように、サイバー犯罪条約の刑事実体法部分においても、サイバー犯罪

条約に基づいて新たな処罰規定を新設することによって、刑法の人権保障機能

を危うくするおそれがある規定が存在しているし、わが国において、新たに処

罰規定を新設することを正当化するような立法事実が認められない規定が存在

しているのであり、現時点において、サイバー犯罪条約を批准することは必要

なく、また人権保障の観点から許されないと言わなければならない。

第４ 刑事手続法部分 について（条約１４条から２２条）

サイバー犯罪条約の中心をなすのは刑事手続法に関する部分であるが、わが

国の現在の刑事手続には存在しない全く新たな捜査権限を法執行機関に与える

ことを立法で認めることを求めている。

この部分については、以下に述べるように、極めて大きな問題がある。

１ 条約の対象とする犯罪が極めて広範囲であり歯止めがないこと

サイバー犯罪条約の刑事手続法部分は、コンピュータ・システムという手段

（条約１４条２項によって行われる全ての犯罪に適用されることになっており

ｂ （いわゆるスタンド・アロー）、ネットワークに繋がっていないコンピュータ

にも適用されることになっている 。ン） （同１条ａ）

、 、 、すなわち いわゆるサイバーテロのような行為に限定されておらず 例えば

ワープロを使用して脅迫状を印刷したような犯罪や、ｉモードを搭載した携帯

電話から名誉毀損的なメッセージを掲示板に送信したというような犯罪につい

ても適用されると考えられるのであり、その適用範囲は極めて広範であり、コ

ンピュータが広く普及した現在においては、サイバー犯罪条約の手続法部分の

適用範囲は、ほとんど制限がなく、何らの歯止めがないに等しいと言わなけれ

ばならない。



- 5 -

２ 法執行機関に対する強大な権限を与え、国民のプライバシーや通信の秘密・

自由に対する重大な制約となること

（１）はじめに

サイバー犯罪条約の刑事手続法部分は、①蔵置されたコンピュータ・データ

の迅速な保全 、その提出命令 及びその捜索・（条約１６条 （同１８条１項ａ））

同１９条 同押収 ②サービス・プロバイダーに対する加入者情報の提出命令（ ） （、

、③通信記録の迅速な保全とその部分開示 及び通信１８条１項ｂ （同１７条））

記録のリアルタイム収集 と、④通信内容の傍受 をそ（同２０条） （同２１条）

れぞれ規定している。

（２）コンピュータ・データに対する刑事手続（①）について

このうち、①については、サイバー犯罪条約は、犯罪捜査のためであれば、

コンピュータ・システムに蔵置されたコンピュータ・データについては、法執

行機関が、それを予め保全することを認めるとともに、ありとあらゆる手段を

用いて法執行機関が獲得することを認める強大な権限を創設することを締結国

に求めている。

これは、わが国においては、コンピュータ・システムを手段として用いない

従来の犯罪に対する捜査においては認められていなかった権限を、コンピュー

タ・システムという手段を用いた犯罪に対する捜査については、法執行機関に

対して新たに認めようとするものと評価することができる。

すなわち、迅速な保全や提出命令という制度は、これまでわが国の刑事手続

には存在していない全く新たな手続である。

また、サイバー犯罪条約は、捜索・押収についても、その対象としたコンピ

ュータからアクセス可能な別のコンピュータに対してアクセスし、そのコンピ

（条ュータを押収できることを認める権限を立法で認めることを求めているが

。これも、わが国の刑事手続には存在していない全く新約１９条２項及び３項）

たな手続である。

しかしながら、このような捜索・押収を認めることは、捜索する場所及び押

収する物を特定しなければ捜索・押収されることのない権利を保障する憲法３

、 、５条に違反するものであり サイバー犯罪の捜査においてそれを一旦認めると

やがては有体物を前提とする伝統的な捜索・押収のあり方をも変容させ、被処

（当連合会の２００３年７月１８日付分者の権利・自由を侵害するおそれがある

。「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」参照）

そもそも、コンピュータ・システムという手段を用いるか否かによって、犯

罪捜査についての法執行機関の権限が異なり、コンピュータ・システムに蔵置

されたコンピュータ・データについては、法執行機関がその全てを獲得するこ

とができ、そのデータを保有している国民のプライバシーを侵害することがで
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きるというのは著しく不合理である。それは、サイバー犯罪の取締りの必要性

を最大限に認めようとするものであるが、国民のプライバシーに対する法執行

機関による重大な侵害をもたらすものであり、プライバシーを保障する憲法１

３条に違反するものである。

（２）プロバイダーに対する刑事手続（②）について

また、②については、法執行機関が、サービス・プロバイダーに対して、そ

の保有する加入者情報の提出命令を出せるようにするというものである。

、 、 、しかしながら わが国において 通信の秘密は通信の全ての構成要素に及び

（通信の日時、発信人・受取人の氏名・住所、通信の存在それ自体に関する事柄

にも及ぶとするのが通説的見解であることからすれば、加入者情発信場所等）

報も、通信の秘密として保障されるのであり、加入者情報は広い意味において

は通信の構成要素の一つとして、通信の秘密が保障されると解されるので、サ

ービス・プロバイダーに対して提出命令を認めることは、憲法２１条２項に違

反するものであるとともに、加入者情報の提出命令を認めることは、サービス

・プロバイダーに対する過大な負担となるおそれがある。

（３）通信記録及び通信内容に対する刑事手続（③及び④）について

さらに、③及び④については、サービス・プロバイダーが保有・管理する通

信記録や通信内容の迅速な保全を認めるとともに、通信記録や通信内容をリア

ルタイムで監視する権限を法執行機関に与えることを求めている。

しかしながら、コンピュータ・システムを通じて行われる通信は、現在にお

、 、いては 国民の間における極めて重要なコミュニケーション手段となっており

法執行機関に通信記録や通信内容をリアルタイムで監視する権限を与えること

によって、実際には、サイバー犯罪とは無関係な多くの国民の権利・自由が侵

害される事態を招くことが予想される。また、やがては、法執行機関が、犯罪

があろうがなかろうが、常時、コンピュータ・システムを通じて行われる通信

を監視することを認める結果となるおそれがある。

このような事態は、わが国のように、憲法２１条２項によって通信の秘密を

憲法上の人権として厚く保障している国においては、条約によって憲法上の人

権に対する重大な制約を設けようとするものであって、許されないと言わなけ

ればならない。

、 、 、なお わが国においては 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律によって

同薬物犯罪 銃器犯罪及び組織的殺人に限定して通信内容の傍受を認めている、 （

。法３条及び別表）

これは、憲法が保障する通信の秘密に配慮して、その適用範囲を限定してい

（ 、 、 、 、 、るが サイバー犯罪条約は 通信記録、 、 通信の発信元 宛先 経路 時刻 日付

、 、大きさ 持続時間等のこと 条約１条ｄ、 。 ）については 犯罪を限定することなく
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（条約２０リアルタイムで収集又は記録する権限を与える立法を求めているが

条１項。但し、同１４条３項ａは、その適用を重大犯罪に限定する留保を行うことを

、留保をしないままサイバー犯罪条約を批准し、全ての犯罪につ認めている）

いて、通信記録のリアルタイム収集の権限を法執行機関に与えることは、極め

て広範囲に通信の秘密の侵害を認めるものであるから、憲法２１条２項に違反

すると言わなければならない。

また、サービス・プロバイダーに対して通信記録や通信内容の迅速な保全を

求める権限を法執行機関に新たに認めることは、そのためのシステム整備とリ

ソースの確保などのため、サービス・プロバイダーに対する過大な経済的負担

を与えるおそれがある。さらに、このような権限が法認されることによって、

規則化されていない国にサーバーが海外流出し、ＩＴ産業界の発展を妨げ、損

害を与えるおそれがある。

５ 結 論

このように、サイバー犯罪条約は、法執行機関に対して現在与えられていな

い権限を新たに創設することを求めるとともに、その内容は、国民のプライバ

シーや通信の秘密に対する重大な制約を招くものであるから、人権保障の観点

からは到底容認することはできないし、またサービス・プロバイダーに対する

過大な負担になるから、その観点からも容認することはできない。

第５ 国際協力部分 について（条約２４条から３５条）

１ 国際協力の内容

サイバー犯罪条約は、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに

関連する全ての犯罪に係る捜査及び刑事手続のため、または、犯罪に関する電

子的形態の証拠の収集のために、できる限り相互に協力するという一般原則を

定めるとともに 、犯罪人引渡し や第４で述べた各種（条約２３条 （同２４条））

の捜査手続の相互援助について規定している 。（同２９条から同３４条）

２ 双罰性の緩和等

特に、問題なのは、サイバー犯罪条約が、いわゆる双罰性の要件を緩和した

り、要件から除外している点である。

双罰性とは、犯罪捜査に関して相互援助を行う際に、双方の国において、同

様の犯罪として規定されていることを意味する。

サイバー犯罪条約は、相互援助が求められている犯罪の基礎となる行為が、

当該締約国の法令によって何らかの犯罪とされているときは、要請を行った締

約国と同一の種類の犯罪か、同一の用語で定められているかにかかわらず、双

罰性の要件を満たしているものとみなすこととされており 、（条約２５条５項）
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双罰性の要件が著しく緩和されている。

また、蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全については、他の締約

国から要請を受けた場合には、双罰性を保全を行うための条件として要求して

はならないとされており 、この場合には双罰性が全く要件と（条約２９条３項）

されないことになっている。

そして、これらの規定については、サイバー犯罪条約を批准する際に、何ら

の留保も認められていない。

その結果、わが国では、非常に軽い犯罪とされており、捜索・押収等の強制

処分をすることが認められないような行為についても、別の締約国では極めて

重大な犯罪として規定されているような場合に、わが国は相互援助を拒めない

という事態が予想されるし、例えば、わが国において全く犯罪とされていない

行為に対しても、それを犯罪とする締約国からの要請があれば、わが国の法執

行機関は、迅速な保全を行わなければならないことになる。

３ 他国の捜査の必要により主権や国民の権利・自由を制限すること

これを認めるとしたら、わが国の人権保障の原則から見て許容できないよう

な「悪法」が、相互援助という形で、わが国の国民に適用され、その権利・自

由を侵害する結果を容認することになりかねない。

その結果、サイバー犯罪条約を批准することによって、わが国の国民のプラ

イバシーや通信の秘密・自由を侵害するおそれが現状よりも拡大することは明

らかであり、また、他国の捜査の必要性がわが国の主権を制限することを認め

るものである。

このように、サイバー犯罪条約は、わが国の立法機関である国会による立法

活動や司法機関である裁判所による法執行機関に対する抑制が及ばなくなる領

域を作ることを認めるものであり、その結果、法執行機関の独走を許すことに

なるおそれが極めて強く、そのような事態は、人権保障の見地から、到底容認

することはできない。

第６ サイバー犯罪条約に対してとるべき対応について

１ サイバー犯罪条約は批准すべきではないこと

前記３ないし５で述べたとおり、サイバー犯罪条約は、そのままでは、憲法

が保障する国民のプライバシーや通信の秘密を侵害する内容であるから、人権

保障の観点から、当連合会は、サイバー犯罪条約を批准すべきではないと考え

る。

現時点において必要なことは、まず、わが国において、サイバー犯罪に対し

てどのように対処すべきかについて、広く国民的な議論を行うことであり、そ
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の際には、サイバー犯罪の取締りの必要性だけでなく、そのために法執行機関

に強大な権限を与えることにより、国民の権利・自由が侵害されることがない

かを十分に検討する必要がある。

なお、最近においては、わが国の国内において立法事実が存しなくても、国

際条約上の義務を履行するために刑事立法を行おうとする例が見られるところ

（例えば、共謀罪の新設。当連合会の２００３年１月１８日付の「国連『越である

。境組織犯罪防止条約』締結にともなう国内法整備に関する意見書」参照）

しかしながら、このような刑事立法のあり方は問題であり、特に、その刑事

立法が、法執行機関に対して新たな権限を与えようとする場合には、その権限

行使によって国民の権利・自由が侵害されることになるかどうかを慎重に検討

した上で、その権限の付与を最小限にとどめる努力をすることが不可欠である

と言わなければならない。

この観点からすると、サイバー犯罪条約は、コンピュータ・システムに関す

る捜査につき、法執行機関に対して、あまりにも包括的で強大な権限を付与し

ようとしている点で、わが国の憲法による人権保障の原則とは大きく矛盾する

内容を孕んでいると言わなければならない。

２ サイバー犯罪条約を批准する場合の対応

仮にサイバー犯罪条約を批准するとしても、下記の点に留意すべきである。

（１）刑事実体法部分について

サイバー犯罪条約は、各国の法制度の違いや実情を考慮して、犯罪化にあ

（ 、 、 、たり 一定の追加的要件を付加することや、 条約２条 同３条 同６条１項ｂ

、一定の行為について犯罪化すること自体を留保するこ同７条、同９条３項）

とを認めている 。（条約４条２項、同６条３項、同９条４項、同１０条３項）

前記第３で述べたように、既にわが国の刑法等で担保されている部分を除

き、サイバー犯罪条約が犯罪として新設することを求めている中には、刑法

の人権保障機能を危うくするおそれがある規定も存在しているし、わが国に

おいて新たに処罰規定を新設することを正当化するような立法事実が認めら

れない規定も存在していることを考えると、同条約の批准に際しては、少な

くとも、同条約が留保を認めている点については、その全てについて留保す

べきである。

（２）刑事手続法部分及び国際協力部分について

サイバー犯罪条約は、各国の法制度の違いや実情を考慮して、通信記録の

（条約１４条リアルタイム収集の対象となる犯罪を重大犯罪に限定する留保

、通信記録のリアルタイム収集及び通信内容の傍受の対象となる通３項ａ）

（同ｂ） （同２信の範囲の制限に関する留保 及び裁判権の行使に関する留保

が、それぞれ認められている。２条２項）
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前記第４及び第５で述べたように、サイバー犯罪条約の刑事手続法部分及

び国際協力部分は、人権保障の観点から極めて多くの問題があり、同条約の

批准に際しては、少なくとも、同条約が留保を認めている点については、そ

の全てについて留保するべきである。

第７ 結 論

以上のとおり、サイバー犯罪条約は、人権保障の観点から、国民のプライバシ

ーや通信の秘密に対する重大な制約となる危険性が大きく、その影響は極めて重

大である。

したがって、当連合会としては、十分な議論がなされないまま、同条約を批准

することには反対せざるを得ない。

また、仮に、サイバー犯罪条約を批准するとしても、人権保障の観点から、少

、 。なくとも 各条項ごとに認められた条件の付加や留保を最大限に行うべきである

以 上


