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論日本最近的刑法修正
山中敬一 ∗

摘

要

本文在論述近年來日本刑法上重要的修訂，首先就全面修訂的
動向說明其歷程。其後採取部分修訂的方式來進行現代刑法的修法。
主要的轉變有將刑法的舊式日文用語及語法轉換成白話。在各論方
面也將修訂集中在支付用晶片卡電磁紀錄犯罪、危險駕駛致死傷罪、
對國外犯之處罰、法定刑之重新修正、新設罰金刑、高科技犯罪與
強制執行相關的犯罪修正上。
本文對於高科技犯罪與強制執行相關的犯罪作了較為詳細的敘
述。在有關不正指令的電磁紀錄方面，新設有關不正指令的電磁紀
錄、擴充散佈猥褻物等罪的構成要件、新設電子計算機損壞等業務
妨害罪的未遂處罰規定。尤其針對將以往「以販賣目的而所持上開
物品者，亦同」
，修正為「以有償而散布之目的」，也處罰「保管電
磁紀錄者」。平息了日本實務上以往對於猥褻的「動畫」是紀錄儲存
在所謂硬碟上的「物」
，並非是以媒體這樣的「物」來作為販賣的目
的的爭議。在強制執行方面也透過新進的修正而對應經濟不振的社
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會現狀所產生的社會問題。
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Japanese Newest Criminal Law
Revision
Keiichi Yamanaka

∗∗

Abstract
Japanese newest criminal law revision abstract this article in
elaboration in recent years in Japanese criminal law important revision,
first on the trend which revises comprehensively explains its course.
After that adopts the part revision the way to carry on the modern
criminal law to repair the law. The main transformation has the criminal
law old-style Japanese terminology and the grammar transforms the
vernacular. In will discuss the aspect also to revise respectively
concentrates in the payment with the chip card electromagnetism record
crime, dangerous driving sends the casualty crime, to violates the
punishment, the legal line overseas revises, supposes the fine
punishment, the high tech crime newly with enforces the correlation in
the crime revision.
This article with enforced the correlation regarding the high tech
crime the crime to make a more detailed narration. In the related
positive order electromagnetism record aspect, newly is not equipped
with closes positive order electromagnetism record, crime and so on
expansion dispersion indecent constitution important documents, newly
does not suppose service hindrance crime and so on electronic
accounting machine damage attempted punishment stipulations. Will
aim at “but especially formerly trades the goal to hold these goods, also
with”, the revision will be “goal of by the paid dispersion”, also
punished “the storage electromagnetism record”. Has subsided in the
Japanese practice formerly was the record stores up regarding indecent
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“the animation” on the so-called hard disk “the thing”, is by no means
by the media such “the thing” took trades goal dispute. Was enforcing
the aspect also to penetrate the recently revision to correspond the social
question which the economical dispirited society present situation
produced.
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一、封印破棄罪の改正
二、強制執行妨害罪及び競売等妨害罪の改正
陸、まとめ
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壹、はじめに
日本の現行刑法が成立したのは、1907 年であり、その成立か
ら 100 年以上が経過した。その間、第 2 次世界大戦の終了によって
憲法が改正され、民主国家・自由主義国家に生まれ変わり、社会も
大きく変化したにもかかわらず、刑法の全面改正は一度も経験せず、
部分改正も最小限度にとどまっている。その背景には、おそらく現
行刑法が、いわゆる近代学派の影響のもとに成立し、その規定にお
いて包括的・概括的で高度に抽象化された概念が用いられ 1、カズ
イスティックな文言を避けたことによって、解釈の余地が大きく、
古い規定を新たな解釈によって補うことが不断に行われたことが
ある。もちろん、後に指摘するように、戦後の全面改正が、民主的
で新たな刑事政策とは無縁の方向を目指したことによって頓挫し
たことも、明治時代の刑法がいまだに通用している原因であること
は指摘するまでもない。しかし、これを延命させたのは、古い法を
解釈によって新しいものとするという方法によってであった。それ
はもちろん目的論的解釈を強調することを意味し、罪刑法定主義か
らは問題のある方法である。しかし、日本では、
「立法の不作為」
を司法が解釈によって尻拭いするという構造が出来上がっていた
ように思われる。実務では、法の「運用の妙」と言われ、それが法
律家の能力と技術を表わす言葉とされていた感がある。それが、刑
法における「解釈」の厳密性を奪うにもかかわらず、
「法」は、表

1

なお、刑法改正と刑法理論の 2005 年当時の状況については、曽根威彦「現代
の刑事立法と刑法理論」刑事法ジャーナル 1 号（2005 年）6 頁以下参照。
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看板（Fassade）にすぎず 2、解釈・運用は現実に合わせて行うとい
う「建前と本音」の使い分けを是認する日本の文化・慣習によって
正当化されてきたとも思われる。

貳、従来の刑法改正の動向
一、全面改正の動き
1908 年施行にかかる日本の現行刑法典は、10 数回の改正を経
たのみで、大きな改正を経験することなく、現在にまで至っている。
刑法の全面改正への動きは、すでに 1921 年に始まり、臨時法制審
議会に刑法改正が諮問され、同審議会は、1926 年には 40 項目から
なる「刑法改正の綱領」を決定した。1927 年にはこれにそって「改
正刑法予備草案」が作成され、1940 年には、
「改正刑法仮案」が公
表されたが、この仮案は、国家主義と社会防衛主義をその思想的基
盤とするものであった。第 2 次大戦後も、1961 年に「改正刑法準
備草案」が公表された。1963 年に法務大臣が、法制審議会に刑法
の全面改正を諮問し、法制審議会は、1974 年に「改正刑法草案」
による答申を行った。しかし、この草案は、道義的国家主義の刑法
思想、応報主義、処罰範囲の拡大の傾向、重罰化傾向、保安処分の
採用などの点で、弁護士会・学界から、人権よりも保安を強調する
ものであるとの強い批判に遭遇し、棚上状態となった。

2

明治初期、西洋法を継受し、法の近代化を図った背景にも、不平等条約の改正
のため、法の近代化を装う必要があり、たとえ実態と合わなくても、「建前」
としての「近代法」を制定する必要があったことがある。

8

日本における最近の刑法改正について 9

二、部分改正の動き
全面改正の頓挫後、刑法の改正の動きは、しばらく中断して
いたが、新しい犯罪現象に対する刑法の対応は焦眉の課題であり、
とくに、折から発展しつつあったコンピュータ社会のもたらす犯
罪現象に対しては、早急な立法上の対策が求められた。法務省は、
刑法の全面改正の道を放棄して、発生する問題毎に部分改正によ
って対応する道を選ばざるを得なくなったのである。他方で、明
治の刑法は、現代の日本語とはあまりにもかけ離れた古めかしい
ものであり、これは、
「法」が身近なものではなく、表看板にすぎ
ないという印象を深めていた状況を変える必要があった。

（一）コンピュータ犯罪立法
まず、1980 年代に入って、コンピュータ犯罪の増加に対応す
るため、1987 年には、コンピュータ犯罪対策のための改正 3があ
った。その際、
「電磁的記録」を保護するための諸規定（7 条の 2、
161 条の 2）が新設され、文言が追加された（2 条、3 条、157 条、
158 条、258 条、259 条）
。その他、電子計算機損壊等による業務
妨害（234 条の 2）および電子計算機利用詐欺罪（246 条の 2）が
新設された。

3

この改正についての解説として、中山・神山編『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・1989 年）参照。
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（二）刑法の現代用語化
1995 年には、
「刑法の一部を改正する法律」が成立・施行さ
れた。従来の刑法が、片仮名書きの漢文調で、古色蒼然たる文体
を用いたものであり、現在では、一般にはなじみにくい難解なも
のとなっていたのを、現代用語を用いて平易化するというのが、
その改正の意図であった 4。この改正によって、現代の平均人が読
めば、理解可能な現代の日本語になり、実質的な内容の改正はほ
とんどなかったにもかかわらず、刑法典は、外見上は全く新しい
様相を呈することになった。実質的には、その際、若干の規定が
削除されたことも指摘しておかなければならない。それは、いん
唖者の責任能力ないし限定責任能力に関する規定（40 条）の削除、
尊属殺（200 条）
、その他の尊属加重規定（205 条 2 項、218 条 2
項、220 条 2 項）の削除である。

參、今世紀における刑法改正の概要
今世紀に入って、刑法改正と新立法のラッシュが始まり、様
相は一変した 5。それは、ネットワーク社会の普及による新たな
支払システムの保護などのハイテク犯罪関係の改正の要請、交通
事犯の重罰化に対応するための改正、国際化社会に対応する改正、

4

5

これについて、松尾浩也編『刑法の平易化』
（1999 年）
、植松=日高『平成 7 年
改正刑法（その意義と今後の課題）
』
（1995 年）
、麻生光洋・井上宏・三浦透・
園部典生「刑法の一部を改正する法律について―表記の平以下等のための刑法
改正―」ジュリスト 1067 号（1995 年）10 頁以下参照。
その根拠の分析については、井田良「刑事立法の活性化とそのゆくえ」法時 75
巻 2 号 4 頁以下参照。
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さらに国際条約の締結に伴う国内法の整備、犯罪の増加・体感治
安の悪化に対処すべく一般的な重罰化を図るための改正などの目
的で行われた。

一、支払用カード電磁的記録に関する罪
まず、2001 年には、
「支払用カード電磁的記録に関する罪」
（第
18 章の 2）が新設された 6。支払システムに対する社会的信頼を保
護するため、電磁的記録であってクレジットカードその他の支払
用カードの不正作出・供用・譲り渡し・貸し渡し・輸入、所持、
不正作出の準備などを処罰するための規定が、刑法 163 条の 2 か
ら 163 条の 5 までに追加された。

二、危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪
同じく 2001 年末に、傷害の罪の章に、
「危険運転致死傷罪」
に関する規定（208 条の 2）が新設された 7。暴行の結果的加重犯と
しての傷害罪ないし傷害致死罪と同じく、危険な運転から結果的
に重い死傷の結果が発生した場合に加重処罰するための構成要件
である。

6

7

井上宏「支払用カードの偽造等の犯罪に対処するための刑法改正に関する法制
審議会の答申について」ジュリスト 1195 号（2001 年）104 頁以下、西田典之
「カード犯罪と刑法改正」ジュリスト 1209 号（2001 年）16 頁以下
井上宏「自動車運転による死傷事犯に対する罰則の整備（刑法の一部改正）等
について」ジュリスト 1216 号（2002 年）36 頁、曽根威彦「交通犯罪に関する
刑法改正の問題点」ジュリスト 1216 号（2001 年）46 頁以下参照。
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2007 年には、211 条 2 項が改正され、
「自動車運転過失致死傷
罪」が新設された 8。その目的は、自動車運転による死傷事故の
実情にかんがみて、事案の実態に即した適正な科刑を実現するた
めに、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対
する罰則を強化することにあった。危険運転致死傷罪には該当し
ないが、悪質で危険な運転行為による事故、あるいは多数の死傷
者を出すなどの重大な結果を生じる事故に対して、法定刑の長期
が、懲役または禁錮 5 年とする業務上過失致死傷罪は、国民の規
範意識に合致しないというのである 9。
（業務上）過失致死
本罪は、過失致死傷罪の加重類型であって、

傷罪のうち、自動車運転によるもののみを対象とする。自動車運
転者の業務上過失が、特に重く処罰される根拠は、自動車の運転
は、業務上過失致死傷罪が適用される業務の中でも、人の生命・
身体を侵害する危険性が類型的に高く、また、鉄道事故等と比べ
て事故防止には、機械化され組織化された安全確保システムより
は、むしろ基本的に運転者個人の注意量に依存するところがきい
ため、自動車運転者には特に重い注意義務が課せられていること
が挙げられている 10。

8

「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7 年以下の懲
役もしくは禁錮又は 100 万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いと
きは、情状により、その刑を免除することができる」
（211 条 2 項）
。伊藤栄二・
江口和伸・神田正淑「
『刑法の一部を改正する法律』について」法曹時報 59
巻 8 号 27 頁以下参照。江口和伸「刑法の一部を改正する法律について」ジュ
リスト 1342 号（2007 年）135 頁以下参照。
9
伊藤栄二・江口和伸・神田正淑「
『刑法の一部を改正する法律』について」法
曹時報 59 巻 8 号（2007 年）27 頁以下。
10
伊藤ほか・前掲 38 頁参照。
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三、国外犯処罰
さらに、2003 年に、外国において国民が人身犯罪の被害に遭
った場合に、日本刑法の適用を認めるため、刑法に消極的属人主
義に規定（3 条の 2）が新設された 11。そこでは、「この法律は、日
本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民
以外の者に適用する」とし、①強制わいせつ、強姦等の罪、②殺
人の罪・未遂罪

③傷害・傷害致死の罪、④逮捕監禁等の罪、⑤

各種の略取・誘拐等の罪、⑥強盗・強盗致死傷の罪等を挙げる。
この改正の経緯と意義は次の通りである。
2002 年 4 月に、台湾沖の公海を航行中のパナマ船籍のタンカ
ー「タジマ」号船内において、フィリッピン国籍をもつ者が、日
本国民である航海士に対し、手拳等で殴打するなどの暴行を加え
た上、同タンカーからその航海士を海中に投げ入れて殺害したと
いう事件が発生した。この事件について、日本刑法の適用がない
ことが政治家の間で問題視されることになったのを切っ掛けにし
て、日本人が外国で犯罪の被害者になった一定の場合に、日本刑
法の適用を認める刑法上の規定が必要だと唱えられ始めた。これ
が、この立法の端緒である。
ところで、第 2 次大戦前、刑法には、3 条 2 項において「帝
国外に於て帝国臣民に対し前項の罪を犯したる外国人に付き亦同

11

佐久間修「国民に対する重大犯罪の国外犯処罰規定について」ジュリスト 1256
号（2003 年）52 頁以下、保坂和人「国外犯処罰に関する刑法の一部改正」ジ
ュリスト 1256 号 46 頁参照。
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じ」（原文片仮名）という規定があり、消極的属人主義を標榜してい
たが、1947 年に削除された。外国における外国人に対する日本刑
法の適用は、戦前の植民地支配の拡張主義的思想にもとづくもの
と解されるおそれがあり、国際協調主義を唱える憲法の精神と調
和しないと考えられたというのがその削除の理由であったと言わ
れている。
2003 年の改正は、消極的属人主義を採るものではあるが、先
に掲げたような、国民が日本国外においてとくに身体に対する重
大な犯罪の被害を受けた場合に刑法の適用を認めようとするもの
であって、国際協調主義に抵触するわけではない。

四、法定刑の見直し
2004 年には、凶悪・重大な犯罪に関する法定刑の見直しのた
めの改正があった

12

。凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に関する最

近の情勢に鑑み、これらの犯罪に適正に対処するため、有期刑の
上限ならびにこれらの犯罪に係る法定刑・公訴時効の期間を改め
ることを内容とするものであった。
殺人・強姦・強制わいせつ、傷害・重大犯罪の増加、強盗な
どの重大犯罪の増加により、わが国の治安水準や国民の体感治安
の悪化の原因が犯罪増加傾向にあるので、これに対処する必要が
あると考えられたのである。

12

松本裕・佐藤弘規「刑法の一部を改正する法律について」法曹時報 57 巻 4 号
1035 頁以下参照。
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それにより、有期刑の法定刑の上限が 15 年（12 条 1 項）か
ら「20 年」に引き上げられ、有期刑の処断刑の上限は、20 年以下
から「30 年以下」に引き上げられ、また、死刑または無期刑から
減軽した場合の有期刑の上限を 15 年以下（14 条、68 条 1 号、2
号）から、「30 年以下」に引き上げられた。そのほか、殺人罪の
法定刑の「3 年以上の懲役」が「5 年以上の懲役」に引き上げられ
た（199 条）
。これによって、情状酌量によらなければ執行猶予に
付することができなくなった。傷害罪について、法定刑は、10 年
から「15 年」に引き上げられたほか、罰金が「50 万円以下」とさ
れ、
「科料」が削除された。傷害致死罪につき、法定刑は、2 年以
上の有期懲役から引き上げられ、
「3 年以上の有期懲役」とされた。
強制わいせつ・強姦罪の法定刑も引き上げられ、集団強姦罪の規
定が新設された（178 条の 2）
。
この改正は、重罰化の傾向を示したものであるが、有期刑の
上限の引き上げは、日本人の平均寿命の高さによって論証された。
刑法の立法当時（から 1913 年）の調査による平均寿命が、44 歳
ほどであったのと比べると 2000 年の調査では、男性で 77 歳を超
え、女性では 84 歳を超えており、その時代の 15 年は、現在の 20
年に比較すると相対的に断然長いというのである。
殺人罪の下限が重くなった根拠については、上述のように、3
年の有期懲役であれば、執行猶予が付けられるが、人の生命を奪
いながら、減軽事由もなく執行猶予が付けうるのは軽すぎるとさ
れたのである。

15
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しかし、法定刑の減軽を図られた規定もあった。240 条の強
盗致傷罪については、従来、
「7 年以上の懲役」であったものが、
「6 年以上の懲役」に減軽された。これは、従来、強盗致傷罪の
法定刑が重すぎ、強盗致傷罪の軽微な場合についても、情状酌量
しても執行猶予を付けることができなかったのを付けられるよう
にしたものである。なお、刑事訴訟法における公訴時効の規定も
改正され、死刑に当たる罪については、「25 年」経過することに
よって時効が完成し、無期の懲役または禁錮に当たる罪について
は「15 年」の期間を経過することを要するものとされ、また、長
期 15 年以上の懲役または禁錮に当たる罪については、
「10 年」経
過することを要するとするなどの改正が行われた（刑訴法 250 条）
。

五、人身の自由に対する罪
2005 年には「刑法等の一部を改正する法律」（法律 66 号）が
公布・施行された 13。本法は、
「出入国管理及び難民認定法」の改
正および刑法の改正を含む。この改正は、2000 年 11 月 15 日に国
連総会において採択され、2003 年 12 月 25 日に発効したいわゆる
「人身取引議定書」の締結に伴い、また人身の自由を侵害する犯
罪の実情にかんがみて行われた。逮捕監禁罪（220 条）の法定刑を
加重し、略取誘拐の罪を改正し、とくに人身売買罪の処罰規定を
新設することを主たる内容とする 14。

13

14

保坂直樹・島戸純「刑法等の一部を改正する法律」ジュリスト 1298 号（2005
年）77 頁以下参照。
この立法の経緯および内容については、久木元伸「人身の自由を侵害する行
為の処罰に関する罰則の整備についての要綱（骨子）
」ジュリ 1286 号（2005

16
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六、罰金刑の新設等
さらに、2006 年には、罰金刑に関する刑法の一部改正が行わ
15

れた

。公務執行妨害罪および職務強要罪、窃盗罪、公務執行妨

害罪に罰金刑が新設されたほか、業務上過失致死傷罪および重過
失致死傷罪の罰金刑が引き上げられた。財産罪に罰金刑が設けら
れたのは、懲役と不起訴の間に中間的な罰金刑を設け、刑の選択
の幅を広げることにより、柔軟な事件処理ができるようにし、ま
た、略式手続による迅速な処理をできるようにするというのがそ
の目的である。業務上過失致死傷害の罰金については、従来、上
限 50 万円ではあまりにも軽すぎるという声に答え、「100 万円以
下の罰金」に改めたものである。

七、刑事政策上の改正
刑法自体の改正ではないが、刑事政策上重要な別の法改正に
若干の言及をしておこう。

15

年）2 頁以下、佐久間修「人身の自由に対する罪の法整備について」ジュリ
1286 号 9 頁以下、保坂直樹・島戸純「刑法等の一部を改正する法律」ジュリ
スト 1298 号（2005 年）77 頁以下、島戸純「
『刑法等の一部を改正する法律』
について」刑事法ジャーナル創刊号（2005 年）77 頁。
安永健次「法令解説・罰金刑の新設等のための刑事法の整備」時の法令 1775
号 31 頁以下参照。
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（一）監獄法改正
自由刑の執行について規定してきた監獄法も、刑法と同時期
である明治 41（1908）年に成立し、これも約 100 年にわたって自
由刑の執行（行刑）について規定してきたが、2005 年に「刑事施
設及び受刑者の処遇等に関する法律」
（法律 50 号）が公布され、
外観上の様相を一変させた。受刑者の処遇については、
「累進処遇
令」などの監獄法以外の法律によって新たな制度が取り入れられ
てはいたが、法律名からして古色蒼然たる時代遅れの法律であっ
た。
この新法は、刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、受
刑者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行
うことを目的とする（1 条）。刑事施設視察委員会の設置（7 条）は、
密行行刑を廃し、行刑運営につき透明性を確保し、地域社会との
連携を深めるためである。受刑者処遇の原則については、
「受刑者
の処遇は、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善
更生の意欲の喚起及び社会生活に適用する能力の育成を図ること
を旨として行うものとする」
（14 条）と規定された。その他、物
品の貸与等、保険衛生および医療、宗教上の行為等、書籍等の閲
覧、規律および秩序の維持、矯正処遇の実施等、外部交通、懲罰、
不服申立てなどについて規定する。外部交通の範囲が拡大され、
矯正処遇として刑務作業に加えて改善指導・教科指導が挙げられ、
作業中心処遇の見直しが図られている。また、受刑者の権利・義
務の明確化が図られた。また、従来の情願（監獄法 7 条）、所長面
接（監獄法規則 9 条）に代えて権利としての不服申立て制度が整
備された（2 編 12 章）
。
18
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（二）心神喪失者医療観察法の成立
従来、責任無能力者に対しては、無罪が言い渡され、
「精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律」
（＝精神保健福祉法）にもと
づき、
「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させ
なければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼ
すおそれがあると認めたときは」
（29 条 1 項）、措置入院させられ
るという制度があったが、2003 年に、「心神喪失等の状態で重大
な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」
（＝心神喪
失者医療観察法）が制定・施行された 16。
その第 1 条では、
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めるこ
とにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な
観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴
う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進す
ることを目的とする」
（同条 1 項）と定める。
この法律の対象行為は、放火、強制わいせつ・強姦等、殺人、
傷害、強盗などである（同法 2 条 2 項）
。検察官は、「被疑者が対
象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であるこ
とを認めて公訴を提起しない処分をしたとき」、または「確定裁判
があったときは、当該処分をなされ、又は当該確定裁判を受けた
16

これについては、
「特集・心神喪失者の医療観察に関する法整備」ジュリ 1230
号 6 頁以下、なお、
「特集・心神喪失者医療観察法の展望」法律のひろば 2006
年 12 月号参照。中山研一『心神喪失者等医療観察法の性格』
（2005）
、同『心
神喪失者等医療観察法案の国会審議』(2005)、町野朔・中谷陽二・山本輝之編
『触法精神障害者の処遇』
（2005）参照。
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対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これ
に伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進
するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにない
と認める場合を除き、地方裁判所に対し、第 42 条第 1 項の決定を
することを申し立てなければならない」(33 条 1 項)と規定する。
申し立てがあったとき、裁判官は、精神保健判定医等の鑑定（同
法 37 条 1 項）を基礎として、当該対象者に入院させるか、医療を
受けさせないかを決定する（42 条 1 項）。入院の決定を受けた者
は、指定入院医療機関における医療を受けなければならない（43
条 1 項）。入院期間は、3 年間であり、2 年を越えない範囲で延長
できる（44 条）
。さらに、退院後の地域社会における処遇につい
ても規定する（第 4 章）。

八、ハイテク犯罪と強制執行関する最近の改正
2003 年には、
「ハイテク犯罪関係の刑法改正」が法制審議会
で決定された。これは、コンピュータ・ウイルスの実行の用に供
する目的での作成・提供・取得・保管、供用、未遂を処罰し、175
条関係において、ネット上でのわいせつ画像の頒布・販売を処罰
できるようにし、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂を処罰する
規定の新設が目的であったが。
2004 年には、刑法 96 条の封印破棄罪以下の強制執行に関す
る罪につき、改正が企てられ、国会に提出されたが、廃案となっ
た。これらの改正は、2011 年になって再提出され、成立した。こ
れについては、以下で詳しく論じる。

20
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肆、サイバー犯罪関係の改正
2011 年 6 月 24 日に、
「情報処理の高度化等に対処するための
刑法等を一部改正する法律」が公布された

17

。欧州評議会の「サ

イバー犯罪に関する条約」を締結するため、罰則および手続法の
整備を行うのが目的である。本法律で行われたのは、①不正指令
電磁的記録に関する罪の新設（刑法 19 章の 2）、②わいせつ物頒
布等の罪の構成要件の拡充（175 条）
、③電子計算機損壊等業務妨
害罪の未遂犯処罰規定の新設（234 条の 2 第 2 項）である。

一、不正指令電磁的記録に関する罪
この犯罪は、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成・使用
等を処罰するものである。
コンピュータ・ウイルスは、コンピュータ・プログラムであ
って、コンピュータに「意図に沿うべき動作をさせず、または電
子その意図に反する動作をさせるべき不正な指令」を与えるもの
であり、多くの利用者に被害を及ぼすおそれのあるものをいう。
したがって、その作成・使用等を規制する本規定は、電子計算機
のプログラムに対する社会一般の者の信頼を保護法益とするもの
であり、社会的法益に対する罪であるといえる。

17

この改正については、ジュリスト「特集・情報処理の高度化等に対処するた
めの刑法等の改正」ジュリスト 1431 号（2011 年）58 頁以下参照。個別の論
文については、次々注を見よ。
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本条は、コンピュータ・ウイルスの作成・使用等を罰する規
定として新設された 18。168 条の 2 は、1 項で「作成」、
「提供」、2
項で、「使用」
、3 項で、
「使用の未遂」を処罰する。

（一）168 条の 2 第 1 項（作成罪・提供罪）
同条 1 号では、
「不正な指令を与える電磁的記録」の作成・提
供を処罰し、2 号では、不正な指令の内容としては完成している
が、電子計算機の用に供しうる状態には至っていない電磁的記録
や、その媒体の作成・提供を罰する。ここで想定されている客体
は、そのままの形で電子計算機において動作可能な「プログラム
の前段階にとどまる情報」を記録した電磁的記録や紙媒体である。

（二）168 条の 2 第 2 項・3 項（供用罪・供用未遂罪）
同条第 2 項では、前項 1 号の電磁的記録を「実行の用に供」
する行為（使用）を処罰する。第 3 項では、その未遂を罰する。

18

（168 条の 2 第 1 項）「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行
の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供し
た者は、3 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
人が電子計算機を使用するに際し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べき不正な指令を与える電磁的記録 」。
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録。
（同条第 2 項）正当な理由がないのに、前項第 1 号に掲げる電磁的記録を人の電
子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする」。
（同条第 3 項）「前項の罪の未遂は、罰する」。
（第 168 条の 3）「正当な理由がないのに、前条第 1 項の目的で、同項各号に掲
げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2 年以下の懲役又は
30 万円以下の罰金に処する」。
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（三）168 条の 3（取得罪・保管罪）
本条では、電磁的記録等を「取得し、又は保管した」者を罰
する。

二、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充
（一）改正条文
175 条は、次のように改正された（下線部は、重要な改正部
分を表わす）
。
「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、2 年以下の懲役若しくは
250 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。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」
（第 1 項）
。
「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁
的記録を保管した者も、同項と同様とする」
（第 2 項）。

（二）「電磁的記録媒体」の頒布・陳列
従来の規定は、
「電磁的記録」の頒布・公然陳列の処罰規定は
なく、「物」に限られていた。改正された第 1 項前段では、「電磁
的記録に係る記録媒体」が加えられたが、これは、実質的には従
来の規定の範囲を拡大したものではない。記録「媒体」としたこ
とで、「物」であることは変わらないからである。「販売」は削除

23
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され、
「頒布」に統合された。後段は、新たに新設された。これは、
従来、処罰の対象になっていなかった行為を処罰するものである。

（三）電磁的記録の頒布
後段の新設により、従来、わいせつな画像・動画などを貼付
メールにして頒布・販売する行為は、
「物」を頒布・販売するので
はないため、これを処罰することはできなかったが、これによっ
て、わいせつな「電磁的記録」の頒布が処罰されるようになった。

（四）頒布目的保管罪
第 2 項は、従来、
「販売の目的でこれらの物を所持した者も、
同様とする」とあったのを改正し、
「有償で頒布する目的で」とさ
れ、「電磁的記録を保管した者」も処罰することにした。
従来、最高裁は、光磁気ディスクの販売目的所持罪につき、
その光ディスク自体を販売する目的はなかったけれども、これを
ハードディスクの代替物として製造し、所持していた場合に、必
要が生じた場合には、本件光磁気ディスクに保存された画像デー
タを使用し、これをコンパクトディスクに記憶させて販売用のコ
ンパクトディスクを作成し、これを販売する意思であったとき、
その所持は、刑法 175 条後段にいう「販売の目的」で行われたも
のであるとしていた

19

。しかし、札幌高裁判決

20

は、インターネ

ット上でアダルトサイトを立ち上げて副収入を得ようと企て、自
宅でファイル交換ソフトを利用してインターネットを通じて不特
19
20

最決平 18・5・16 刑集 60・5・413。
札幌高判平 21・6・16 研修 737 号 127 頁。
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定・多数の者に有償で販売する目的で、性交類似行為に係る児童
の姿態を認識できる児童ポルノの動画ファイルを多数記憶・蔵置
した事案に対し、わいせつ図画販売目的所持罪の成立を否定した。
この事案では、わいせつな「動画」は、ハードディスクという媒
体に記録・像地された「物」であるが、販売目的の対象となって
いるのは、
「電磁的記録」である「動画」であって、媒体である「物」
を販売する目的ではなかったからである。本改正によって、この
後者の事案も処罰できるようになった。

伍、強制執行妨害関係の改正
強制執行妨害に関する改正は、従来の規定では対処すること
が困難であった規定の罰則の整備として行われた 21。
其一、構成要件の充実（96 条～96 条の 4）
其二、法定刑の引き上げ（96 条~96 条の 4、96 条の 6）
其三、加重処罰規定の新設（96 条の 5 など）
強制執行妨害関係の規定として、従来、封印破棄罪（96 条）、
強制執行妨害罪（96 条の 2）
、競売妨害罪（96 条の 3）があった。
バブル経済の崩壊後、不良債権の回収（抵当権の実行等）が積極的に
21

この改正については、ジュリスト「特集・情報処理の高度化等に対処するた
めの刑法等の改正」ジュリスト 1431 号（2011 年）58 頁以下参照。吉田雅之
「法改正の経緯及び概要」同 58 頁以下、今井猛嘉「実体法の視点から」同 66
頁以下。なお、強制執行妨害罪等の改正案について、従前の案にもとづいて
紹介した教科書として、山中敬一『刑法各論』
（第 2 版・2009 年）717 頁以下
参照。
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なされるようになり、占有屋等が不動産執行を妨害するといった
事案が多発するに至った。そこで、これらの規定では不十分であ
った執行妨害行為の類型に対応するため、処罰範囲の拡大を図る
必要が生じた。
改正の要点を一言でいえば、暴力団組織が背後に控えている
とみられる占有屋などの第三者が、強制執行を妨害する行為を処
罰できるように改正されたといってよい。
この強制執行妨害関係の改正について、日本法のテクニカル
な規定の詳細を紹介することは、本講演の趣旨ではない。以下で
は、その骨子と若干の例示によって、改正の要点を紹介するにと
どめる。

一、封印破棄罪の改正
従来の規定は、
「封印若しくは差押えの表示」が適法に存在し
ていた場合に、これを損壊等した者を処罰するものであった。例
えば、封印若しくは差押えの表示が違法に除去された後に、その
表示に具体化されていた命令又は処分の効力を減失・減滅する行
為をしても処罰の対象にならなかった。そこで、96 条は次のよう
に改正された。
「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又は
その他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若
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しくは処分を無効にした者は、3 年以下の懲役若しくは 250 万円
以下の罰金に処し 22、又はこれを併科するものとする」。

二、強制執行妨害罪及び競売等妨害罪の改正
これらの規定は、①強制執行妨害目的財産損壊等罪 23（96 条
の 2）、②強制執行行為妨害等罪 24（96 条の 3）、③強制執行関
係売却妨害罪 25（96 条の 4）、④加重封印等破棄等罪 26（96 条の
5）、⑤公契約関係競売等妨害罪 27（96 条の 6）に整備された。こ
22

旧規定では、
「2 年以下の懲役又は 20 万円以下の罰金」であった。
「強制執行を妨害する目的で、1 から 3 までのいずれかに該当する行為をした
者は、3 年以下の懲役若しくは 250 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
るものとし、情を知って、3 に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった
者も、同様とする。
1 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはそ
の譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価
格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡
をし、又は権利の設定をする行為」
24
（96 条の 3 第 1 項）「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の
強制執行の行為を妨害した者は、3 年以下の懲役若しくは 250 万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
（同条 2 項）「強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目
的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と
同様とする」。
25
（96 条の 4）「偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われ
るべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3 年以下の懲役若しくは 250 万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」。
26
（96 条の 5）「報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第 96 条
から前条までの罪を犯した者は、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する」。
27
（96 条の 6）「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するた
23
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れらの規定のうち、強制執行行為妨害等罪、強制執行関係売却妨
害罪、加重封印等破棄等罪は、新設された。

（一）強制執行妨害目的財産損壊等罪（96 条の 2）
物に対する強制執行の効力を保護しようとする規定である。
例えば、債務者が強制執行を免れる目的で、対象財産を損壊・隠
匿する行為は、従来の 96 条の 2 によって可罰的とされていた。し
かし、債務者以外の第三者が、強制執行を妨害する目的で、対象
財産の隠匿等をすることによって、妨害することは処罰されてい
なかった。改正法により、このような妨害行為も処罰されること
となった。
96 条の 2 の本文では、改正により、
「強制執行を免れる目的」
ではなく、「強制執行を妨害する目的」と規定されることになっ
た。これは、債務者以外の者による強制執行の進行を妨害する行
為をも処罰することができるようにするためである。すなわち、
いわゆる占有屋が、強制執行の目的財産につき、仮装された占有
権限を主張している場合に、占有屋と債務者の共犯関係が不明で
あっても、これを処罰することができるよう、主観的要件である
「強制執行を免れる目的」を「強制執行を妨害する目的」に変更
し、占有屋の仮装占有を含むようにしたものである。
「強制執行を受け、若しくは受けるべき財産」として、従来、
「財産」とのみ規定し、現に強制執行手続が進行中の財産に限ら

めのものの公正を害すべき行為をした者は、3 年以下の懲役若しくは 250 万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
。
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れていた保護の対象となる財産を強制執行が切迫している財産に
も拡大した。
さらに、第三者による対象財産の「譲渡の仮装」「債務の負
担の仮装」をも処罰対象とした。従来、「仮装譲渡」「仮装の債
務の負担」のみを処罰していたが、「譲渡」「債務負担」は、処
分権をもつ者ないし債務を負担しうる者がなしうる行為であるか
ら、第三者が「仮装譲渡」し、「仮装債務の負担」をするとはい
えないので、これを改め、第三者の行為をも処罰できるように改
正したのである。
当該財産の現状改変行為、価格減損行為、または強制執行の
費用を増大させる行為によっても、強制執行は妨害されるので、
このような行為の処罰を明確にするため、2 号が設けられた。
最後に、3 号は、「金銭執行を受けるべき財産について、無
償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行
為」を処罰する規定である。金銭執行を受けるべき財産を、無償
で譲渡する行為、あるいは、対象財産を著しく低額で譲渡したり、
対象財産に長期間低額で制限物権を設定させる行為も、強制執行
の目的を毀損するからである。
本文後段の規定により、「情を知って」、その「譲渡又は権
利の設定の相手方となった者」も処罰される。
本条第 2 項では、強制執行の申立てをさせないことが、強制
執行の進行妨害の効果的な手段であるにもかかわらず、これらの
行為がつねに供用罪や威力業務妨害罪を成立させるわけではない
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ので、「暴行又は脅迫」を用いてこれを行った場合を独立して処
罰することにしたものである。

（二）その他の改正
1、強制執行行為妨害等罪（96 条の 3）は、強制執行の進行を
妨害する行為のうち、人に対するものを規定する。執行官に対す
る「威力又は偽計」を手段とする妨害行為を罰するものである（1
項）。2、強制執行関係売却妨害罪（96 条の 4）は、強制執行にお
ける売却の公正を害する行為を処罰するための新設規定である。
従来、競売開始決定後の行為に限られていたのを、競売開始売却
の公正を阻害する行為にも処罰を及ぼそうとするものである。3、
公契約関係競売等妨害罪（96 条の 6）では、96 条の 4 で処罰対象
となるものを除いた、契約締結のための競売・入札の公正を害す
べき行為を処罰する。4、加重封印等破棄等罪（96 条の 5）は、報
酬目的で他人の強制執行に介入して行われる強制執行妨害を加重
処罰する規定である。

陸、まとめ
日本における近時の刑法改正は、1974 年の改正刑法草案の棚
上げ後、30 年を経過し、その当時とは異なった国際化ないしグロ
ーバル化社会、ネットワーク社会の進化、経済状況の変化に触発
された犯罪形態の変化に対応し、また、国内における犯罪被害者
ないしその遺族の重罰化への要求に発する国民の犯罪の脅威への
不安に対処する目的をもつものである。
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今日、検察官による証拠捏造事件によって加速されつつある
取り調べの可視化の要請や、裁判員裁判の実施にともなって、刑
事手続の面における日本の刑事司法が大きく変化しようとしてい
る。その際、刑事実体法においても、複雑な「解釈」によって処
罰の間隙を補完するという職人技の「解釈技術」ではなく、国民
に分かりやすい迅速な立法が望まれている一方、重罰主義に傾き
すぎる安易な立法も望ましいものではなく、刑法の原則である謙
抑的法益保護の原則を基本とし、十分な当罰性・要罰性をもった
行為のみが慎重に処罰されるような立法が望まれる。
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