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条文
•第168条の2  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、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

•一  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
二  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

•2  正当な理由がないのに、前項第一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。

•3  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、二年以下
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。



経緯
•法制審議会刑事法ハイテク犯罪関係部会（平成15年）
•第162回、163回国会衆議院法務委員会（平成17年）
•第177回国会衆議院、参議院法務委員会（平成23年）
•法務省解説文書「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関
する罪について」（平成23年7月13日）
•法務省Webサイト掲載
•法務省担当者講演（平成23年7月、10月）



解釈の分水嶺
•善用も悪用も可能なプログラムが悪用された場合
例：ハードディスク消去プログラムを「お宝動画.exe」
などと動画再生プログラムと誤認させて実行させた場合
次のどちらか？
•解釈(1) このプログラムはウイルスとは言えない（ハードディ
スクを消去する正当なプログラムである）ので、客体が不正指
令電磁的記録でないのだから、これを誤認させて実行の用に供
する者がいても供用罪にあたらない。

•解釈(2) 利用者を誤認させて実行させ、利用者の意図に反する
動作をさせる（かつ不正な指令）のだから供用罪に該当し、そ
の作成者に作成罪が成立するかは、作成者にそのような実行の
用に供する目的があるか否かによる。



解釈の分水嶺
•平成15年の法制審では議論されていない•典型的なウイルスだけを想定して議論•「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が次の観点でしか

議論されていない
•誰にも実行させないなら目的がないことになるので大丈夫•同意のある相手に実行させる場合は「人の（他人の）」に当たらないので目
的がないことになるので大丈夫

•平成23年衆議院法務委員会•データ消去プログラムが「気象速報プログラム」と偽って配布
され利用者が被害を受けた場合に、このプログラムが不正指令
電磁的記録に該当するかを問う質問
•法務大臣答弁「一般的に意図に反する動作をさせてしまう」ものであ
り「該当すると評価される場合が多い」

•解釈(2)の立法趣旨であることが確認された



新たに生じる疑義
•もし解釈(1)の立法趣旨なら•特に疑義は生じない（法制審の議論通り）
•解釈(2)の立法趣旨なら以下の疑義が生ずる•「人の電子計算機における実行の用に供する目的」の解釈論点•(a) どのような実行の用に供するのかに関係なく、単にプログラムを実

行できる状態にするだけでこの目的要件を満たす

•(b) 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ような、そのような実行の用に
供する目的を要する

•さらなる立法趣旨論点（目的要件は未必的なものを含むか）•(X) 重大な危険を生じさせるプログラムを作成、提供等する行為を罪と
するというもの？

•(Y) 人々を騙して実行させる行為や、その目的でプログラムを作成、提
供等する行為を罪とするというもの？



「実行の用に供する」の解釈
•参議院法務委員会で法務省刑事局長答弁（6月16日）•「まず、この解釈論についてはこの間の参考人への質問の中にも出ていま

したが、まさに今先生のおっしゃるとおりで、これはただ単に電子計算機
における実行の用に供する目的でというふうに読むのではございません
で、不正な指令を与える電磁的記録であることを認識、認容しつつ、電子
計算機の使用者にはこれを実行しようとする意思がないのに実行され得る
状態に置くと、こういう読み方をするということでございますので、その
点ははっきり申し上げておきたいというふうに思います。」

•前田雅英参考人も参考人意見陳述及び質疑で同趣旨の発言
•法務省解説文書（7月13日）•人の電子計算機における実行の用に供するとは、「他人のコン

ピュータ上でプログラムを動作させる行為一般を指すものではな
く、不正指令電磁的記録であることの情を知らない第三者のコン
ピュータで実行され得る状態に置くことをいうものである」p.6



改善された説明方法
•典型的なウイルスを渡して違法とならない場合•例：検体として対策ソフト会社に提出等•法制審での議論•「人の」で落ちる（同意があれば他人でないという理屈）•ジュリストNo.1257（平成15年12月）山口厚「サイバー犯罪に対する

実体法的対応」
•「目的要件における「人」は他人を意味し、行為者自身又は同意を得た他人
は含まれない。したがって、コンピュータセキュリティをチェックするため
のプログラムの作成等の正当な行為がおよそ処罰の対象となる余地がないこ
とは、法文上も明らかである。」

•法務省解説文書（平成23年7月）•「「実行の用に供する」に当たるためには、対象となる不正指令電磁
的記録が動作することとなる電子計算機の使用者において、それが不
正指令電磁的記録であることを認識していないことが必要」p.6
•「人の」という以前に「実行の用に供する」に当たらないという説明方法



法務省担当者の説明
•法務省担当者による講演（平成23年10月5日）•「同じプログラムであっても、場合によってはウイルスになる

が、場合によってはウイルスにならないということになる。ウ
イルス対策ソフトでは準客観的に決まる（プログラムの内容で
決まる）のではないかと自分は思うが、法律においては、ウイ
ルスかどうかというのは相対的に決まる。例として、ハード
ディスクの初期化ソフト（略）」
•「相対的に決まる」……もう少し良い説明方法はないものか。



目的要件は未必的なものを含むか
•法務省解説文書の「保護法益等」での説明• 「不正指令電磁的記録に関する罪は、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作

成、供用等を処罰対象とするものであるが、この罪は、電子計算機のプログラ
ムが、「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」を与えるものではな
いという、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
する罪であり、文書偽造の罪（刑法第17章）などと同様、社会的法益に対する
罪である」とした上で、

• 「（なお、この「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」と
は、「およそコンピュータプログラムには不具合が一切あってはならず、その
機能は完全なものであるべきである」ということを意味するものではない。ま
た、例えば、ファイル削除ソフトのように、社会的に必要かつ有益なプログラ
ムではあるものの、音楽ファイルに偽装するなどして悪用すればコンピュー
タ・ウイルスとしても用いることができるものも存在することから、上記の信
頼とは、「全てのコンピュータプログラムは、不正指令電磁的記録として悪用
され得るものであってはならない」ということを意味するものでもない。）」



悪用されるケース
•法務省解説文書•「なお、プログラムを作成した者がいる場合に、その者につい

て不正指令電磁的記録作成罪が成立するか否かは、その者が
「人の電子計算機における実行の用に供する」（不正指令電磁
的記録であることの情を知らない第三者のコンピュータで実行
され得る状態に置く）目的で当該プログラムを作成したか否か
等によって判断することとなるから、ある者が正当な目的で作
成したプログラムが他人に悪用されてコンピュータ・ウイルス
として用いられたとしても、プログラムの作成者には同罪は成
立しない。」p.7



「カレログ」について検討
•スマートフォン用のGPS位置情報記録閲覧アプリ•彼女が彼氏のスマホを操作してインストールすることを基本とした

サービス（同意を得よと注意書きはあるにはあったが）

•無断で他人の電子計算機にインストールする行為は、供用罪
にあたるか
•彼女にとっては意図した通りの動作•彼氏にとっては意図に反する動作をさせる不正な指令•了解している彼氏にとっては意図に反しない動作
•Dual-useプログラムのスパイウェア認定•一部ベンダはPUP（Potentially Unwanted Program、潜在的に望

まれないプログラム）と呼び、ウイルスと区別

•「○○はスパイウェアか否か」という問いは愚問で、「○○のスパ
イウェアとしての使用か、そうでない使用か」と問うしかない



法務省担当者へ質問
•会社が社員に支給するスマホに管理用のアプリ（MDM: 
Mobile Device Management）をインストール
•通話履歴を取得し私用を監視、GPSで社員の位置を把握など
•私の質問•1. MDMの開発元は作成罪にあたらないはずだが、どうか•2. 会社のインストールは供用罪にあたらないはずだが、どう

考えればよいか

•3. 第三者が無断でインストールする場合は供用罪に問えるか
•法務省担当者•「それぞれの事件毎のことであるが」と断った上で回答•平成23年10月5日 Email Security Confierence (秋葉原UDX)



法務省担当者の回答
•開発元は作成罪？• 通常は悪用されるのを前提に作っているのではないだろう。その場合は供用の

目的がなく、作成罪にあたらない

• 販売先として悪用する会社や悪用する個人だけをターゲットに作成している場
合は、作成罪にあたるかもしれない

•会社のインストールは供用罪？• 証拠に基づく事実の認定によるが、使っている社員はそのようなものが入って
いることを認識しているのが通常であるはずで、であれば意図に反する動作で
はない（供用罪にあたらない）

• 会社が秘密裏に入れることはあまりないと思うが、会社支給のスマホは入れら
れているのが通常であるなら、社員も当然そう認識すべきものであるならば、
供用罪に該当しない。実際に今現在、そういう認識が当然かは知らないが

•第三者が無断でインストールした場合供用罪？• 例えば、ヤミ金のやくざが債務者が逃げられないよう勝手に入れ込んだ場合な
ど、誰が考えても悪い例を想定したが、該当するだろう



バグが罪に当たる？
•衆議院法務委員会（5月27日）• 質問者「フリーソフトウエアを公開したところ、重大なバグがあるとユーザーから

そういう声があった、それを無視してそのプログラムを公開し続けた場合は、それ
を知った時点で少なくとも未必の故意があって、提供罪が成立するという可能性が
あるのか、お伺いしたいと思います。」

• 法務大臣「あると思います。」
•衆議院法務委員会（5月31日）• 質問者「そのバグというものが、これが、「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」にそもそも該当するのかということが一点」

• 今井猛嘉参考人「お答えいたします。バグというものが、フリーソフトに限らず、
ソフトに不可避的に起因しています望まない動きだというふうに考えますと、その
ようなものがここで挙がっている百六十八条の二第一項の一号に当たることは否定
できませんが、しかしながら、その不正な動作がどの程度のものであるかというこ
とが問題でありまして、重大なバグと先生はおっしゃったかと思いますが、そう
いったときには、可罰的違法性を超える程度の違法性があるということですので、
これに当たることは十分考えられると思います。」



バグが罪に当たる？
•衆議院法務委員会（5月31日）• 質問者「こういう質問に対して、大臣はあると回答されました。この質疑は、その

後、インターネットの中でかなり反響を呼んでおりまして、（略）だれもフリーソ
フトを公開しなくなってしまうおそれがある、こういう危惧が出されております。
（略）」

• 法務大臣「可能性ということならば、それはあると簡単に一言答えましたが、これ
が多くの皆さんに心配を与えたということでございまして、申しわけなく思ってお
ります。（略）ただ、そういうバグが非常に重大な影響を及ぼすようなものになっ
ていて、しかもこれが、そういうものを知りながら、故意にあえてウイルスとして
の機能を果たさせてやろうというような、そういう思いで行えば、これはそういう
可能性がある、そういう限定的なことを一言で申し上げた」

•参議院法務委員会（6月16日）• 質問者「改めてバグについて、ウイルス罪、すなわち不正指令電磁的記録に関する
罪は成立するのでしょうか、確認をいたします。」

• 法務大臣「バグとは、プログラミングの過程で作成者も知らないうちに発生するプ
ログラムの誤りや不具合をいうもので、一般には避けることができず、そのことは 
……



• ……そのことはコンピューターを扱う者には許容されているものと理解していま
す。逆に、このようなものまで規制の対象としてしまうと、コンピューターソフト
ウエアの開発を抑制する動きにつながり、妥当性を欠くと考えています。
その上で、バグとウイルスに関する罪との関係について簡潔に述べると、作成罪、
提供罪、供用罪のいずれについても、バグはそもそも不正指令電磁的記録、つまり
ウイルスに当たりませんので、故意や目的を問題とするまでもなく、これらの犯罪
構成要件に該当することはありません。
この点、私の衆議院における答弁は、バグと呼びながら、もはやバグとは言えない
ような不正な指令を与える電磁的記録について述べたものであり、誤解を与えたと
すれば正しておきます。

• 質問者「（略）今伺った御答弁では、重大なバグであっても不正指令電磁的記録に
関する罪は成立しないということでよろしいでしょうか。」

• 法務大臣「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停
止するとか再起動が必要になるとかいったものであり、バグをこのようなものと理
解する限り、重大なものであっても、先ほど申し上げたとおり、不正指令電磁的記
録には当たりません。
他方、一般に使用者がおよそ許容できないものであって、かつソフトウエアの性質
や説明などからしても全く予期し得ないようなものについては不正指令電磁的記録
に該当し得るわけですが、こうしたものまでバグと呼ぶのはもはや適切ではないと
思われます。（略）」



• 質問者「（略）今までの大臣答弁では、ハードディスク内のファイルを全て消去し
てしまうようなものもバグとしてウイルスに当たる可能性があるとの御趣旨でした
が、その点についてはいかがでしょうか。」

• 法務大臣「フリーソフトの場合、特に使用者の責任において使用することを条件に
無料で公開されているという前提があり、不具合が生じ得ることはむしろ当然のこ
ととして想定されており、一般に使用者もそれを甘受すべきものと考えられますの
で、不正指令電磁的記録には当たりません。
他方、例えば文字を入力するだけでハードディスク内のファイルが一瞬で全て消去
されてしまうような機能がワープロの中に誤って生まれてしまったという希有な事
態が仮に生じたとすると、そのようなものはフリーソフトの使用者といえどもこれ
を甘受すべきとは言い難いので不正指令電磁的記録に該当し得ると考えられます
が、もはやこのような場合までバグと呼ぶのは適当ではないと思われます。
もっとも、この場合でも、先ほど申し上げたとおり、作成罪は成立しませんし、供
用罪も、重大な支障を生じさせるプログラムの存在及び機能を認識する前の時点で
は成立しません。
そして、そのような問題のあるプログラムであるとの指摘を受け、その機能を十分
認識したものの、この際、それを奇貨としてこのプログラムをウイルスとして用い
て他人を困らせてやろうとの考えの下に、あえて（略）事情を知らないユーザーを
だましてダウンロードさせ感染させたという極めて例外的な事例において、故意を
認め得る場合には供用罪が成立する余地が全く否定されるわけではありませんが、
実際にはこのような事態はなかなか想定し難いと思われます。（略）」



バグが罪に当たる？
•法務省担当者の講演（7月26日）• 私の質問「6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁（略）「バグ」という言葉

を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たら
ないとし、そうでないものはバグとは言えないという説明で、これによって、バグは不
正指令電磁的記録に当たらないとする理屈を構成されていた。しかし、実際のところ、
バグというのは、再起不能になるようなバグというものも当然あるわけで、これは事実
誤認に基いた答弁であったと思うが、いかがか。
（解説文書では）この事実誤認の記述はなくなっている。（略）その部分を取り消して
いると理解してよろしいか。」

• 回答「結論から言うと、そこは修正している。（略）法務当局としては、そこは採用し
ていない（略）我々としてはそういう考え方をとっていないということ」

•法務省担当者（7月とは別の方）の講演（10月5日）• 「私個人の認識としては、バグがウイルスに当たるかといろいろ騒がれた背景には、バ
グという言葉について使っている意味が人によって違っているところがあったのではない
か。一般的に皆様がバグと呼ばれているものはウイルスではない。」
「ウイルスを作っているのに『これはバグです』と言い逃れをするようなことが仮に
あった場合、バグと言っているものがウイルスに当たるのはそういう場合と思われる。
皆様が開発に際して不安に思うようなことではない。」



残る疑義
•作成者（甲）が作成したものは不正指令電磁的記録か？•悪用した者（乙）がいて供用罪を構成するときにおいて
•可能性•解釈(ア) 乙が供用したプログラムは不正指令電磁的記録であるが、

甲が作成したプログラムは不正指令電磁的記録ではない。前者と後
者のプログラムは客体として別のものである。

•解釈(イ) （評価は同上）前者と後者のプログラムは客体として同一
のものであるが、客体の不正指令電磁的記録該当性は、各実行行為
ごとに評価される。

•解釈(ウ) 乙が供用したプログラムも、甲が作成したプログラムも、
客体として同一のものであり、どちらも不正指令電磁的記録であ
る。甲の行為が不正指令電磁的記録作成罪を構成しないのは、「人
の電子計算機における実行の用に供する目的」がないからである。



重要な論点なのか
•法務省見解に異を唱える有識者の声•読売新聞2011年9月16日夕刊「『彼氏監視アプリ』波紋」•有識者A「事前に説明されているアプリの目的と違った動作をするわけ

ではなく、ウイルスとまでは言えない」
•善用目的で作られたプログラムは不正指令電磁的記録に該当せず、客体が該
当しないのだから、それをたとえ悪用して電子計算機使用者の意図に反する
動作をさせたとしても供用罪に該当しないという趣旨のものと推察

•有識者B「作成・運営者は刑法のウイルス作成罪や提供罪にあたる」•悪用されればそれは不正指令電磁的記録であるから、それが不正指令電磁的
記録である以上、作成者も無条件に作成罪に当たるという趣旨と推察

•両者とも解釈(ア)（客体として別だ説）を不採用•両者とも解釈(ウ)（7月時点法務省説）を受け入れ難い様子•「不正指令電磁的記録であるが供用の目的がなければ罪に当たらない
のだから問題ない」という考え方はいくぶん無理があるのではないか

•Dual-use性のあるプログラムの全てが不正指令電磁的記録？



法的評価における遅延評価
•前記解釈(イ) •乙が供用したプログラムは不正指令電磁的記録であるが、甲が

作成したプログラムは不正指令電磁的記録ではない。前者と後
者のプログラムは客体として同一のものであるが、客体の不正
指令電磁的記録該当性は、各実行行為ごとに評価される。
•行為から分離して「○○は不正指令電磁的記録か否か」を評価するの
は無意味であり、行為に基づいて「不正指令電磁的記録としての供用か
否か」を評価する上での部分式としての客体評価であるはず

•一般的な法的評価手順•まず最初に客体の該当性を評価し、そこで否定されれば他を評
価するまでもなく構成要件が否定される
•この手順が一般的というが、確かに効率的ではあろうが、それは必然
性があるのか？



法的評価における遅延評価
•遅延評価（コンピュータ用語）•遅延評価（ちえんひょうか、lazy evaluation、delayed 

evaluation）とは、計算機科学におけるプログラムの評価手法
の一つ。主に関数型言語で使用される。対義語は先行評価
（eager evaluation、strict evaluation）。
評価しなければならない値が存在するとき、実際の計算を値が
必要になるまで行わないことをいう（略）（Wikipediaより）

•別名「call-by-need」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A9%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_%28%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0_%28%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%95%B0%E5%9E%8B%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%95%B0%E5%9E%8B%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%88%E8%A1%8C%E8%A9%95%E4%BE%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%88%E8%A1%8C%E8%A9%95%E4%BE%A1


偽造罪との対比
•刑法第16章～19章•不正指令電磁的記録罪の19章の2はこれらと同様の構成•「行使の目的で偽造した者は」「行使した者も同様とする」
•非「相対的」な客体•偽造罪では、客体が作り出された時点で、偽造されたものであ

るか否かが確定する

•客体の該当性を最初に評価して差し支えない
•不正指令電磁的記録（法務省説）は異なる•供用（行使）の行為の時点で、客体が要件を満たすかを評価す

る必要がある



偽造罪との対比
•改めて整理し直すと•偽造罪においてもその考え方でもよいのではないか•文書偽造罪において、行使の目的がなく、偽造文書と同等の文書を作

成した場合に、それを偽造文書と呼ぶ必要性があるのか？

•従来の偽造罪ではそうした区別の必要性がなかった•通貨偽造罪において、行使の目的がなく、例えば、偽札鑑定業者の能
力を確認するために偽札を作った場合に、それを偽造紙幣と呼ぶこと
について、何ら差し支えなかった

•意見•偽造罪に関する刑法理論を再構成できないか•でなければ、不正指令電磁的記録の罪だけが特別ということで
いい、のか？


