
■情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
平成23年６月24日
法 律 第 74 号

近年，コンピュータが広く社会に普及し，その機能も高性能化が一層進んで複雑

かつ多様な情報を処理することが可能になっているとともに，世界的な規模のコンピ

ュータ・ネットワークが形成され，コンピュータとそのネットワークが極めて重要な

社会的基盤となっている。このような情報技術の発展に伴い，いわゆるコンピュー

タ・ウィルスによる攻撃やコンピュータ・ネットワークを悪用した犯罪など，サイバ

ー犯罪が多発するとともに，証拠収集等の手続の面においても，コンピュータや電磁

的記録の特質に応じた手続を整備する必要が生じている。加えて，サイバー犯罪は，

容易に国境を越えて犯され得るものであり，国際的な対策が極めて重要となっている

ところ，平成16年４月に国会において承認されたサイバー犯罪に関する条約は，国際

的に協調してサイバー犯罪に効果的に対処する上で，重要な意義を有するものであ

る」(提案理由説明）との認識に基づき，このような近年におけるサイバー犯罪その他

の情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するとともに，サイバー犯罪に関する条

約を締結するため，刑事訴 法の一部を改正することとされた。

この改正刑事訴 法は， 布の日（平成23年６月24日）から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行される（附則１条１号)。

《刑事訴 法の一部改正》

▶第99条〔差押え，提出命令〕

本条２項は，裁判所が行う差押えに関し，電気通信回線で接続している記録媒体か

らの複写について規定するものである。

⑴ 趣 旨

現行法上，電磁的記録に係る証拠の収集方法としては，電子計算機やこれに付属す

る記録媒体等を差し押さえることが考えられるが，コンピュータ・ネットワークが高

度に発展した今日においては，電子計算機の利用はネットワークに接続した形態によ

るものが一般的となっており，このような状況を背景として，電子計算機で処理すべ

き電磁的記録を，ネットワークを利用することにより，物理的に離れた様々な場所に

ある記録媒体に送って保管することが，極めて容易となるとともに，一般化している。

そのため，電磁的記録に係る証拠の収集にあたっては，必要な電磁的記録が記録さ

れている記録媒体を特定することが困難な場合も多い上，仮にこれを特定することが

できたとしても，様々な場所にある多数の記録媒体についてそれぞれ差押えを行わな

ければならないこととなる。また，強制捜査に着手すれば，被疑者に捜査を察知され
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得るところ，証拠となる電磁的記録を瞬時に移転することにより，容易に隠匿され得

ることなどから，電子計算機やこれに付属する記録媒体等を差し押さえる方法だけで

は，捜査目的を達成できない場合も多いと考えられる。

そこで，差押対象物が電子計算機であるときは，当該電子計算機とネットワークで

接続された他の記録媒体に記録されている電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録

媒体に複写した上で差し押えることができることとされた（本条２項・218条２項)。

⑵ 憲法35条との関係

ア 憲法35条１項との関係

憲法35条１項においては， 何人も，その住居，書類及び所持品について，侵入，

捜索及び押収を受けることのない権利は，第33条の場合を除いては，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。」と規定されている。このように，同項が，正当な理由に基づいて発せられ，

かつ，捜索する場所及び押収する物を明示する令状を要求している趣旨は， 正当な

理由」，すなわち，その場所及び目的物につき捜索・押収を行う根拠が存在することを

あらかじめ裁判官に確認させ，それを令状の上に明示させて，その範囲でのみ捜索・

押収を行うことを捜査機関に許すことにより，その点についての捜査機関の恣意を防

止しようとする点にあると考えられる（井上正仁・捜査手段としての通信・会話の傍受

（有斐閣）38頁)。

この点，電気通信回線で接続している記録媒体からの複写は，ネットワークを利用

することにより，電子計算機で処理すべき電磁的記録を物理的に離れた場所にある記

録媒体に保管することが多いという現在の電子計算機の利用形態にかんがみ，電子計

算機の差押えにあたり，その範囲をこれと一体的に 用されている記録媒体にまで拡

大しようとするものであるところ，電気通信回線で接続している記録媒体からの複写

をするためには，裁判官の発する令状に， 差し押さえるべき物」である電子計算機

のほか， 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

つて，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こととさ

れており（107条２項・219条２項)，これにより，複写の対象となる記録媒体は特定・明

示されることになる。

なお，この場合，憲法35条１項の要請である押収物の特定・明示は，同項の趣旨か

らして，何らかの要素によって適切に行われれば足り，押収物が所在する場所（例え

ば，住所）によって特定されるまでの必要はないと考えられる。この点は，例えば，

自動車内の捜索・差押えが許可される場合を考えれば明らかである。

このように，本条２項・218条２項の処 の対象となる記録媒体は，司法審査を経

て，令状において特定・明示されるのであって，憲法35条１項の要請を満たすもので
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ある。

イ 憲法35条２項との関係

憲法35条２項においては， 捜索又は押収は，権限を有する司法官憲が発する各別

の令状により，これを行ふ。」と規定されているところ，このように，同項が捜索・押

収について各別の令状を要求している趣旨は，場所や対象が別個であったり，同一の

場所や対象でも機会が異なれば，そこに特定の目的物があり，あるいは関連性のある

事項が認知できる蓋然性，すなわち，同項の「正当な理由」の有無の判断も異なって

くるのが通常であることから，それぞれについて，その都度， 正当な理由」の有無

を裁判官が確認した上で，捜索・押収の処 を許すことにさせようとする点にあると

考えられる（井上・強制捜査279頁)。

この点，本条２項・218条２項の処 の対象となる記録媒体，すなわち， (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つて，当該電子計

算機で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当該電子計算機で変 若しくは消去を

することができることとされている電磁的記録を保管するために 用されていると認

めるに足りる状況にあるもの」は，物理的には，差し押さえるべき電子計算機とは異

なるものではあるが，その性質上，電子計算機と一体的に 用されているものであっ

て，両者は，認知すべき事項が存在する蓋然性も共通して認められるものであること

から，差し押さえることについての「正当な理由」の有無の判断は，電子計算機と一

体的なものとして行うことができると考えられる。

したがって，本条２項・218条２項の処 に係る令状は，憲法35条２項の趣旨を満た

すものである。

⑶ 本条２項の処 を行うことができる場合

本条２項の処 は， 差し押さえるべき物が電子計算機であるとき」に行うことが

できる。後記⑹ウのとおり，現実に電子計算機を差し押さえることまでを要するもの

ではないが，令状において電子計算機が「差し押さえるべき物」(107条１項）として

特定されることが必要である。

電子計算機」とは，自動的に計算やデータ処理を行う電子装置のことをいう。パ

ソコン等のほか，このような機能を有するものであれば，携帯電話等もこれに当たる。

⑷ 対象となる記録媒体

本条２項の処 の対象となる記録媒体は， 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つて，当該電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録又

は当該電子計算機で変 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記

録を保管するために 用されていると認めるに足りる状況にあるもの」である。これ

に当たりうるものとしては，例えば，
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・差押対象物たる電子計算機で作成したメールを保管するために 用されているメー

ルサーバ

・差押対象物たる電子計算機で作成・変 した文書ファイルを保管するために 用さ

れているリモートストレージサーバ

・差押対象物たる電子計算機で作成・変 した文書ファイルを保管するために 用さ

れている，社内 LAN でアクセス可能なファイルサーバ

等が想定される。

ア 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」

電気通信」とは，有線，無線その他の電磁的方式により，符号，音響又は影 を

送り，伝え，又は受けることをいう。 電気通信回線」とは，このような意味での

「電気通信」を行うために設定される回線を指すものであり，有線，無線を問わない。

電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体」とは，電気通信回線設備と

結合して，電子計算機からの電気通信が可能な状態に構成されている記録媒体をいう。

接続の都度，コードを接続して，インターネットを利用しているような場合も，これ

に当たる。

イ 当該電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当該電子計算機で

変 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために

用されていると認めるに足りる状況にあるもの」

本条２項の処 の対象となるのは，差押対象物たる電子計算機に電気通信回線で接

続している記録媒体のうち，

① 当該電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録」又は「当該電子計算機

で変 若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録」を

② 保管するために 用されていると認めるに足りる状況にあるもの

である。

作成」とは，記録媒体上に新たに電磁的記録を存在するに至らしめることをいい，

変 」とは，記録媒体上に存在している電磁的記録に改変を加えることをいう。ま

た， 消去」とは，記録媒体上に存在している電磁的記録を消すことをいう。

当該電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録」とは，差押対象物たる電

子計算機を用いて，このような意味での「作成」又は「変 」をした電磁的記録を意

味する。

また， 当該電子計算機で変 若しくは消去をすることができることとされている

電磁的記録」とは，差押対象物たる電子計算機を用いて，このような意味での「変

」又は「消去」をする権限が認められている電磁的記録をいう。ここにいう権限に

は事実上のものも含まれるが，単に技術的に変 ・消去が可能な状態にあるにすぎな
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い場合は含まれない。本条において， 変 若しくは消去をすることができる電磁的

記録」とは規定されず， 変 若しくは消去をすることができることとされている電

磁的記録」と規定されたのは，そのような趣旨を表すためである。

ある記録媒体が，差押対象物たる電子計算機で作成・変 した電磁的記録等を「保

管するために 用されていると認めるに足りる状況にある」とは，当該電子計算機の

用状況等に照らし，その記録媒体が当該電子計算機で作成・変 した電磁的記録等

を保管するために 用されている蓋然性が認められることをいう。例えば，差し押さ

えるべきパソコンにインストールされているメールソフトにアカウントの設定がなさ

れている場合，そのアカウントに対応するメールボックスの記録領域については，当

該パソコンで作成・変 した電磁的記録等を保管するために 用されている蓋然性が

認められることになると考えられる。この場合，そのパソコンを利用していた可能性

のある者が複数存在し，そのアカウントの 用者が確定的には明らかにならないこと

もあり得るが，そのような場合であっても，差押えにおいて想定されている当該電子

計算機の利用者がそのアカウントを 用していた蓋然性があるときは，そのアカウン

トに対応するメールボックスの記録領域については，当該パソコンで作成・変 した

電磁的記録等を保管するために 用されている蓋然性が認められるといえる（もとよ

り，本条２項の処 をするためには， 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つて，その電磁的記録を複写すべきものの範囲」(107条２項）を記載

した令状が発付されていることが必要であり，その範囲の特定については ID を用いること

が考えられるところ，例えば，当該電子計算機に複数の ID・パスワードを 用した痕跡があ

る場合であっても， その電磁的記録を複写すべきものの範囲」を特定するために令状に掲

げられている ID が，痕跡として残っているIDの一部にすぎないときは，そこに掲げられて

いない ID に対応する記録媒体からは複写はできないこととなる)。

⑸ 複写可能な電磁的記録

本条２項により複写することができる電磁的記録は， その電磁的記録」，すなわち，

当該電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録」又は「当該電子計算機で変

若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録」である。

その文言上の意義については，上記⑷イのとおりであるが，差押えは， 証拠物又

は没収すべき物と思料するもの」を対象とするものであるから（99条１項)，一般に，

被疑事実との関連性があると思料されないものを差し押さえることは許されないとこ

ろ，このことは，本条２項の処 の対象となるべき電磁的記録についても，基本的に

同様であると考えられる。

もっとも，本条２項の処 の対象となるのは，差押対象物たる電子計算機に電気通

信回線で接続している記録媒体に記録されている電磁的記録の全てではなく， 当該
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電子計算機で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当該電子計算機で変 若しくは

消去をすることができることとされている電磁的記録」に限られているのであって，

このような電磁的記録については，通常，被疑事実との関連性があると思料されるも

のと考えられるから，個々の電磁的記録について，個別に被疑事実との関連性の有無

を判断しなければならないわけではないと考えられる（上記のとおり， 当該電子計算

機で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当該電子計算機で変 若しくは消去をすること

ができることとされている電磁的記録」は，通常，被疑事実との関連性があると思料される

ものと考えられる上，差押えの現場において，このような電磁的記録について，被疑事実と

の関連性の有無を逐一確認するよう要求するのは，捜査における迅速性の要請に反するだけ

でなく，不可能を強いることにもなりかねず，現実的ではなと考えられる。なお，最決平

10・５・１集52巻４号275頁は「フロッピーディスク等の中に被疑事実に関する情報が記録さ

れている蓋然性が認められる場合において，そのような情報が実際に記録されているかをそ

の場で確認していたのでは記録された情報を損壊される危険があるときは，内容を確認する

ことなしに……フロッピーディスク等を差し押さえることが許されるものと解される。」と

判示している)。

しかし，他方で，差押えの現場において，被疑事実との関連性があると思料される

電磁的記録とそれ以外の電磁的記録との区別が容易である場合に，捜査機関が，明ら

かに被疑事実との関連性がないと思料される電磁的記録の複写を殊 に行うことは許

されないものと考えられる。

⑹ 行 為

ア 本条２項の処 として可能なのは，電磁的記録の「複写」である。 複写」と

は，電磁的記録を他の記録媒体にコピーすることをいう。電磁的記録を他の記録媒体

に複写するとともに，元の記録媒体から消去するという意味での「移転」は，本条２

項の処 としては行うことができない。もっとも，例えば，電子メールについては，

メールサーバからダウンロードすると自動的にメールサーバからは消去されるように

設定されている場合があり得るが，このような場合，そのダウンロードをする行為は，

本条２項の処 を行う者が接続先の記録媒体から電磁的記録を積極的に消去するもの

ではないことから， 移転」ではなく， 複写」に当たると考えられる。

イ 本条２項の処 においては，対象となる電磁的記録を，差押対象物たる電子計

算機のほか， 他の記録媒体」にも複写することができることとされている。これは，

当該電子計算機の記憶容量が足りない場合や，当該電子計算機に関し，電磁的記録の

削除痕跡についても解析を行う必要がある場合等が生じ得ることによる。

電磁的記録の複写先となる「他の記録媒体」は，差押えを受ける側が用意する場合

もあれば，差押えをする側が用意する場合もあり得ると考えられる（差押えを受ける
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者が「他の記録媒体」を用意する場合はもちろん，差押えをする者がこれを用意する場合で

あっても，差押えをする者は，接続先の記録媒体から電磁的記録を他の記録媒体に複写して

取得するという一連の手続を強制的に行うものであり，当該他の記録媒体の取得過程全体と

して「差押え」に当たる)。

他の記録媒体」に複写するかどうかは，差押えの現場で判断すべき場合が多いと

考えられる上，この処 が許可されている場合には， 他の記録媒体」に電磁的記録

を複写してこれを差し押さえることが許されているのであるから，あらかじめ，令状

に「差し押さえるべき物」として当該「他の記録媒体」を記載する必要はないと考え

られる。

もっとも， 他の記録媒体」に電磁的記録を複写してこれを差し押さえた場合，押

収品目録には当該「他の記録媒体」を掲げる必要があると考えられる。

ウ 本条２項においては，対象となる電磁的記録を差押対象物たる「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当該他の記録媒体を差し押さえる

ことができる」と規定されており，あくまで，差押えの前に電磁的記録の複写が行わ

れることが前提とされている。したがって，例えば，他の場所で差し押さえた電子計

算機を 用して，事後的に警察署からメールサーバ等の記録媒体にアクセスし，電磁

的記録を複写することはできない。

他方，本条２項の処 を行うことができるのは， 差し押さえるべき物が電子計算

機であるとき」であり，現実に当該電子計算機を差し押さえた場合に限ることとはさ

れていない上，本条２項においては， 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」と規定され，電磁的記録を複写して差し押さえることとなる物に

ついては，当該電子計算機又は他の記録媒体のいずれかであれば足りることとされて

いる。したがって，必要な電磁的記録を「他の記録媒体」に複写してこれを差し押さ

え，当該電子計算機自体は差し押さえないということも可能である。

▶第99条の２〔記録命令付差押え〕

本条は，裁判所が行う記録命令付差押えについて規定するものである。

⑴ 趣 旨

現行法上，電磁的記録に係る証拠の収集方法としては，電磁的記録に係る記録媒体

自体を差し押さえることが考えられる。

しかしながら，コンピュータ・ネットワークが高度に発展した今日においては，遠

隔の複数の記録媒体に電磁的記録を保管し，必要な都度，これをダウンロードするな

どして利用することが一般化している上，コンピュータ・システムが複雑化し，その

操作には専門的な知識や技術が必要となる場合が多い。そのため，従来のように個々
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の記録媒体自体を特定して差し押さえる方法では，必要な電磁的記録が記録されてい

る記録媒体を特定することが困難な場合や，複数の記録媒体に 散して保管されてい

る電磁的記録から，必要な電磁的記録を作成させる必要がある場合，あるいは，必要

な電磁的記録が保管されているコンピュータ・システムの操作について，専門的な知

識・技術が必要な場合等において，捜査目的を十 に達成できないおそれがあると考

えられる。

また，サーバ等の大容量の記録媒体の場合には，１個の記録媒体に極めて多数の電

磁的記録が保管されている場合が多いところ，そのような場合に当該記録媒体を差し

押さえると，その管理者の業務に著しい支障が生じるおそれがあると考えられる。

他方，プロバイダ等の通信事業者等については，裁判官の発する令状があれば，必

要な電磁的記録を CD-R 等の記録媒体に記録した上，当該記録媒体を提出すること

に協力する場合も多いと考えられるところ，このように，相手方が協力的であるため，

必要な電磁的記録の他の記録媒体への記録等に応じることが予想され，その記録等が

適切に行われることが期待でき，かつ，必要な電磁的記録が記録されている記録媒体

自体を差し押さえなくても，当該電磁的記録の内容を証拠化することができれば，捜

査目的を達することができるという場合には，当該記録媒体自体を差し押さえること

なく，必要な電磁的記録を証拠として収集し得る方法をとり得るようにすることが合

理的であると考えられる。

そこで，記録命令付差押えの制度が新設され，電磁的記録の保管者等をして，必要

な電磁的記録を記録媒体に記録させた上，当該記録媒体を差し押さえることができる

こととされた（本条・218条１項)。

⑵ 要 件

記録命令付差押えは「必要があるとき」に行うことが可能である。この点は，差押

え（99条１項）と同様の規定振りである。

⑶ 対象となる電磁的記録

ア 記録命令付差押えの対象となるのは， 必要な電磁的記録」であり，それが

「記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録」(107条１項）として令状に記載される

こととなる。

必要な」とは，その電磁的記録が証拠として必要であるという意味である。記録

命令付差押えは，電磁的記録が記録されている記録媒体ではなく，電磁的記録を特定

してこれを記録媒体に記録等させた上，当該記録媒体を差し押さえる制度であること

から，証拠としての必要性も，電磁的記録自体について判断することとなる。

イ 記録命令付差押えの対象となるのは，令状を執行して被処 者が記録をすると

きまでに存在する電磁的記録である。したがって，通信傍受のように，令状執行後に
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一定の期間にわたって記録されることとなる電磁的記録を広く対象として継続的に記

録することを命じることはできないと考えられる（令状発付後その執行までの間に新た

に存在するに至った電磁的記録も対象となるが，この点は，通常の差押えの場合と同様であ

る)。

⑷ 相 手 方

記録命令付差押えの相手方となるのは， 電磁的記録を保管する者」と「電磁的記

録を利用する権限を有する者」である。

ア 電磁的記録を保管する者」とは，電磁的記録を自己の実力支配内に置いてい

る者をいう。例えば，電磁的記録が記録されている記録媒体を所持する者等がこれに

当たると考えられる。

イ 電磁的記録を利用する権限を有する者」とは，適法に，電磁的記録が記録さ

れている記録媒体にアクセスして当該電磁的記録を利用することができる者をいう。

当該電磁的記録を排他的に管理する権限を有することは不要であり，単に当該電磁的

記録を利用できる権限を有することをもって足りる。例えば，法人の内規により，シ

ステム端末からホストコンピュータの電磁的記録にアクセスしてこれを利用すること

が認められているにとどまる者もこれに当たると考えられる。

ウ このようなことから，法人に対して記録命令付差押えを行う場合には，法人自

体のほか，役員や支店長等の一定以上の地位にある者， には通常の従業員も，記録

命令付差押えの対象となり得ることとなる。

⑸ 行 為

記録命令付差押えにおいて命じることができるのは，電磁的記録を記録媒体に「記

録させ，又は印刷させ」ることである（電磁的記録の移転を命じることはできない)。

記録」させるとは，ある記録媒体に記録されている電磁的記録をそのまま他の記

録媒体に複写させることや，暗号化された電磁的記録を復号化させた上，これを他の

記録媒体に記録させることのほか，複数の記録媒体に記録されている電磁的記録を用

いて必要な電磁的記録を作成させた上，これを他の記録媒体に記録させることを含む

ものである。また， 印刷」させるとは，ある記録媒体に記録されている電磁的記録

を紙媒体にプリントさせることをいう。

⑹ 法的効果等

ア 記録命令付差押えは強制処 であり，その名宛人として電磁的記録の記録・印

刷を命じられた者は，当然，法的に，記録・印刷をすべき義務を負うことになる。も

っとも，その義務違反に対して罰則は設けられていない（記録命令付差押えは，元々，

通信プロバイダ等の協力的な者を想定した制度であり，被処 者が応じないことが予想され

る場合に行うことは予定していない上，仮に被処 者が予想に反して命令に応じなかった場
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合には，必要な電磁的記録が記録されている記録媒体自体を差し押さえることが可能であ

る)。

イ 記録命令付差押えは押収の一種であるため，103条から105条までの規定の適用

がある（このほか，刑事訴 法のうち「押収」の語が用いられている条文（例えば，120条

など）については，特段の改正が行われていなくても，文言上は，その「押収」の中に記録

命令付差押えが含まれることとなる。もっとも，実際にその条文が記録命令付差押えに適用

されるか否かについては，条文の趣旨等を踏まえた検討が必要である)。例えば， 務員が

保管する電磁的記録について，本人又は当該 務所から，その電磁的記録が職務上の

秘密に関するものであることを申し立てたときは，当該監督官庁の承諾がなければ，

当該電磁的記録について記録命令付差押えをすることはできないこととなる（103条

本文)。

▶第106条〔令状〕

本条の改正は，記録命令付差押状について規定を整備するものである。

現行の本条においては， 判 外における差押え又は捜索は差押状又は捜索状を発

してしなければならないこととされているが，今回新設される記録命令付差押えにつ

いても，同様に令状に関する規律が必要であることから，所要の改正を行うこととさ

れた。

▶第107条〔差押状・記録命令付差押状・捜索状の方式〕

本条１項及び３項の改正は，記録命令付差押状の記載事項を整備するものであり，

本条２項の改正は，電気通信回線で接続している記録媒体からの複写を行う場合にお

ける令状記載事項を整備するものである。

⑴ 第 １ 項

ア 記録命令付差押状の記載事項は本条１項が規定するとおりであり，具体的には，

被告人の氏名」， 罪名」， 記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録」， これを

記録させ若しくは印刷させるべき者」， 有効期間及びその期間経過後は執行に着手す

ることができず令状はこれを返還しなければならない旨」， 発付の年月日」， その他

裁判所の規則で定める事項」である。

本条１項が規定する事項のうち， 差し押さえるべき物」は差押状の， 捜索すべき

場所，身体若しくは物」は捜索状のそれぞれ固有の記載事項であり，記録命令付差押

状に記載する必要はない。

イ 記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録」の具体的な記載の在り方につ

いては，個別の事案ごとに具体的な事実関係に応じて決すべきものであるが，一般的
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な記載例としては，

・□年□月□日から同月×日までの間における電話番号△△△△△番の携帯電話の通

話履歴（通話日時・通話先）

・□年□月□日から同月×日までの間にメールアドレス△△△△△によって送受信さ

れた電子メールの通信履歴（送受信の日時・送信元・送信先のメールアドレス）

といったものなどが考えられる（事案によっては，電話番号やメールアドレスを特定する

ことができない場合もあり得ると思われるが，そのような場合であっても， 記録させ若し

くは印刷させるべき電磁的記録」を特定するに足りる事項が記載されていれば，令状の記載

としては足りると考えられる。この点は，特に捜査段階で問題となりうるところであり，

219条の解説も参照)。

ウ これを記録させ若しくは印刷させるべき者」とは，記録命令付差押えの名宛

人であり， 電磁的記録を保管する者」又は「電磁的記録を利用する権限を有する者」

(99条の２）の中から，個別の事案ごとに具体的な事実関係に応じて特定することと

なる。どのような者がこれに当たりうるかについては，99条の２の解説⑷を参照。

⑵ 第 ２ 項

99条２項の処 をするときは，差押状に，本条１項に規定する事項のほか， 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つて，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。その具体的な記載方法

については，個別の事案に応じて，接続先のサーバに係るサービスの種類（メールサ

ーバかファイルサーバか等)，アクセスのためのID，記録媒体のうち記録領域の利用方

法（フォルダによるファイルの 類）等によって定められることになると考えられるが，

一般的な記載例としては，

・メールサーバのメールボックスの記録領域であって，被疑者の 用するパーソナル

コンピュータにインストールされているメールソフトに記録されているアカウント

に対応するもの

・リモートストレージサーバの記録領域であって，被疑者の 用するパーソナルコン

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

ションソフトに記録されている ID に対応するもの

・被疑者の 用するパーソナルコンピュータに LANで接続しているファイルサーバ

の記録領域であって，被疑者の ID でアクセスすることができ，かつ，上記パーソ

ナルコンピュータで作成若しくは変 をした電子ファイル又は上記パーソナルコン

ピュータで変 若しくは消去をすることができることとされている電子ファイルが

保存されているもの（△△の職員がその職務上作成又は変 したファイルを記録するた

めに 用しているものに限る）
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といったものなどが考えられる（サーバにアクセスするための ID が事前に判明している

場合には，これによって複写の範囲が特定されることが多いと考えられるが，捜査の進展状

況等によっては，IDが事前に判明しておらず， 被疑者が 用する ID」という限度でしか特

定することができない場合もあり得ると思われる。そのような場合であっても，例えば，差

押えの現場で被処 者から説明を受けるなどすることにより， 被疑者が 用する ID」を具

体的に特定することができるときは，令状の記載としては，具体的な ID までは特定せずに，

被疑者の 用する ID」という限度で特定することも許容されると考えられる)。

なお，接続先の記録媒体の所在地は特定不要である（99条の解説⑵アを参照)。

⑶ 第 ３ 項

本条３項に「記録命令付差押状」を加えるのは，記録命令付差押状についても，差

押状及び捜索状と同様に，被告人の氏名が明らかでないときは，人相，体格その他被

告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができることとするものである。

すなわち，本条３項に対応する現行の本条２項においては，勾引状及び勾留状に関

し，被告人の氏名が明らかでないときは，人相，体格その他被告人を特定するに足り

る事項で被告人を指示することができる旨を規定している64条２項を差押状又は捜索

状について準用することとされているが，今回新設される記録命令付差押えについて

も，同様の措置を可能とする必要があることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第108条〔差押状・記録命令付差押状・捜索状の執行〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行方法を整備するものである。

現行の本条においては，差押状又は捜索状は，検察官の指揮によって，検察事務官

又は司法警察職員がこれを執行するものとし，ただし，裁判所が被告人の保護のため

必要があると認めるときは，裁判長は，裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を

命ずることができるほか（１項)，裁判所は，差押状又は捜索状の執行に関し，その

執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができることとされており

（２項)，また，勾引状及び勾留状の管轄区域外における執行等について規定する71条

は，差押状又は捜索状の執行について準用することとされているが（３項)，今回新

設される記録命令付差押えについても，同様に令状執行に関する規律が必要であるこ

とから，所要の改正を行うこととされた。

▶第109条〔執行の補助〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行についての司法警察職員の補助について定

めることとするものである。

現行の本条においては，検察事務官又は裁判所書記官は，差押状又は捜索状の執行
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について必要があるときは，司法警察職員に補助を求めることができることとされて

いるが，今回新設される記録命令付差押えについても，同様の措置を可能とする必要

があることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第110条〔執行の方式〕

本条の改正は，記録命令付差押状の提示について定めることとするものである。

現行の本条においては，差押状又は捜索状は被処 者に示さなければならないこと

とされているが，今回新設される記録命令付差押えについても，同様に令状の提示に

関する規律が必要であることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第110条の２〔電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法〕

本条は，裁判所が行う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規定

するものである。

⑴ 趣 旨

現行法上，電磁的記録に係る証拠の収集方法としては，電磁的記録に係る記録媒体

自体を差し押さえることが考えられるが，その記録媒体が大型のサーバであって，こ

れを差し押さえることにより被差押者の業務に著しい支障を生じさせるおそれがある

など，記録媒体自体の差押えを回避すべき事情が存する一方で，差押えをする者にと

っても，そのサーバ自体を差し押さえる必要がなく，これを差し押さえなくても，特

定の電磁的記録を取得することができれば，証拠収集の目的を達成できると判断され

る場合には，当該記録媒体の差押えに代えて電磁的記録を取得することを可能にする

ことが合理的である。

この点，現行法の下においても，被差押者の協力を得て，必要な電磁的記録を他の

記録媒体に複写又は印刷させて当該他の記録媒体を差し押さえる方法や，記録媒体自

体の差押えはするものの，111条２項の処 として，当該記録媒体から必要な電磁的

記録を他の記録媒体に複写又は印刷した上で，差し押さえた記録媒体は速やかに還付

する方法などは可能であると考えられる。

しかし，前者の方法は，被差押者が協力的でない場合にはとることができず，また，

後者の方法については，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

録媒体に複写又は印刷すること自体は，記録媒体を差し押さえた上，その電磁的記録

を他の記録媒体に複写又は印刷するという方法によるのであれば，同項によって行い

得るものの，これを被差押者側のシステムを って行い得るかは，必ずしも明らかで

はないと思われる。また，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

記録媒体に移転することは，現行法の規定では行うことができない。
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そこで，このように，現行法の下ではとり得ない方法やとり得るかが必ずしも明ら

かでない方法を含めて，電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法を整備するた

め，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，差押えをする者

が，その差押えに代えて，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

写するなどした上，当該他の記録媒体を差し押えることができることとされた。

⑵ 新たな執行方法の位置づけ（記録媒体自体の差押えの補充性の有無）

110条の２の処 は，電磁的記録に係る記録媒体自体の差押えが可能である場合に，

より侵害的でない方法を選択しうることとするものである。そこで，立案過程におい

ては，電磁的記録に係る記録媒体の差押えについては，むしろ，この方法によること

を原則とすべきであって，同条の処 ができず，又は適当でない場合に限り，記録媒

体自体の差押えをすることができる制度とすべきではないかとの見解についても，議

論がなされた。

しかしながら，紙媒体の文書の場合と同様，電磁的記録についても，その真実性や

関連性は，記録されている情報それ自体だけでなく，それが記録されている状態を含

めた全体から判断されるべきものであって，記録媒体が原本であることが重要である

場合も少なくない上，記録媒体におけるデータの削除痕跡も含めて解析する必要があ

るなど，記録媒体自体に証拠価値が認められる場合も多いと考えられる。

そのため，同条においては， (差し押さえるべき物である電磁的記録に係る記録媒体

の）差押えに代えて次に掲げる処 をすることができる」と規定することとされたも

のであり，同条の処 を選択するか否かは，基本的に差押えをする者の裁量に委ねら

れているのであって，同条の処 は，差押えにあたっての原則的な在り方となるもの

ではない（もとより，強制処 にあたり，被処 者に不必要な負担を生じさせないよう配慮

すべきことは，現行法の下においても当然のことである)。

⑶ 他の処 との関係等

ア 記録命令付差押えとの相違点

110条の２においては，差押対象物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは，そ

の差押えに代えて，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する

などした上，当該他の記録媒体を差し押さえることができることとされたところ，こ

の新たな執行方法と記録命令付差押えは，必要な電磁的記録が記録されている記録媒

体自体は差し押さえることなく，その電磁的記録を取得する（したがって，記録媒体自

体が必要な場合には，選択することは適当でない）という点において共通している。

もっとも，記録命令付差押えは，被処 者が協力的であるため，必要な電磁的記録

の他の記録媒体への記録等に応じることが予想され，その記録等が適切に行われるこ

とが期待できる場合に選択されるものであるから，令状請求の時点において，被処
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者の協力が期待できない場合には，通常の差押えを選択することとなる。そして，こ

の場合に，差押えの現場において，記録媒体自体の差押えまでは不要であると判断さ

れるときに，110条の２の処 を選択しうることとなる。

また，110条の２においては，必要な電磁的記録を他の記録媒体に移転することが

できることとされているが，記録命令付差押えにおいては，電磁的記録の移転が認め

られていないため，対象となる電磁的記録の移転が必要な場合には，記録命令付差押

えを選択することは適当でないこととなる。

他方，110条の２は，あくまで通常の差押えの執行方法として位置づけられるもの

であることから，個々の記録媒体が差押対象物として特定されていることが前提とな

るが，記録命令付差押えにおいては，必要な電磁的記録が記録されている記録媒体の

特定は不要であり，複数の記録媒体に 散して記録されている電磁的記録を１つの記

録にまとめて記録させることも可能である。

イ 検証との関係

今回，電磁的記録の特質等を踏まえた手続が整備された以上，今後，電磁的記録に

係る証拠を収集するにあたっては，これらの新設された規定によることが多くなるの

ではないかと思われるが，例えば，コンピュータ・システムの稼働状況を明らかにす

る必要があるような場合には，その性質上，改正後においても，検証の方法によるこ

ととなると思われ，いずれにしても，法の趣旨及び捜査の実情を踏まえ，適切な手段

が選択されることとなろう。

⑷ 110条の２の処 を行うことができる場合

本条の処 を行うことができるのは「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録

媒体であるとき」である。令状に差し押さえるべき物として「電子計算機」と記載さ

れている場合には，その電子計算機を構成するメインメモリやハードディスク等の記

録媒体はこれに含まれることとなるから， 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」に当たることとなる。

⑸ 行 為

本条の処 として可能なのは，差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録

の他の記録媒体への「複写」， 印刷」又は「移転」である。

本条１号は差押えをする者が自らこれらの行為を行う場合について，本条２号は差

押えを受ける者にこれらの行為を行わせる場合について，それぞれ規定するものであ

り，いずれによるかは，差押えをする者が判断することとなる（その前提として，そ

もそも本条の処 を選択するか否かも，基本的に差押えをする者の裁量に委ねられている)。

ア 電磁的記録の「複写」とは，電磁的記録を CD-R 等の他の記録媒体にコピー

することをいう。暗号化された電磁的記録を復号化した場合は，復号化した電磁的記
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録は，元の暗号化された電磁的記録と同一のものと評価できるから，暗号化された電

磁的記録を復号化して他の記録媒体に記録することも，電磁的記録の「複写」に当た

る。

印刷」とは，電磁的記録を紙媒体にプリントすることをいう。

また， 移転」とは，電磁的記録を他の記録媒体に移すこと，すなわち，電磁的記

録を CD-R 等の他の記録媒体に複写した上，元の記録媒体からは電磁的記録を消去

することをいう。

イ 複写，印刷又は移転のいずれを選択するかについては，差押えの現場において，

差押えをする者が判断することとなるが，例えば，没収の対象となる電磁的記録や，

危険物の製造方法を内容とする電磁的記録，被処 者のもとに残すと罪証隠滅等の捜

査妨害を容易にする電磁的記録などについては， 移転」によることとなる場合が多

いのではないかと思われる。

ウ 他の記録媒体」は，差押えを受ける側が用意する場合もあれば，差押えをす

る側が用意する場合もありうると考えられる（いずれの場合であっても，差押えをする

者は，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するなどし

て取得するという一連の手続を強制的に行うものであって，当該他の記録媒体の取得過程全

体として「差押え」に当たる)。

⑹ 令状発付の条件

一般に，令状発付にあたり，適切な条件を付することは可能であると考えられるか

ら，例えば，電子計算機についての差押状の発付にあたり，本条の処 を行うことを

条件とすることも可能であるとは思われるものの，差押えの執行方法については，現

場の状況による面が大きいことから（電磁的記録に係る記録媒体の差押えにおいて，どの

ような執行方法をとるべきかは，電磁的記録がいかなる記録媒体に記録されているのか，無

関係な第三者の電磁的記録が混在しているのか，被差押者がどの程度協力するのか等の様々

な事情によって異なってくる上， 用されているコンピュータ・システムやアプリケーショ

ンには様々なものがあり，電磁的記録の複写等を行うことができるか否かはあらかじめ判明

しないことも少なくない。そして，電磁的記録の内容のみからすれば，被疑事実と関連しな

いように見える場合であっても，紙媒体の文書の場合と同様，電磁的記録についても，その

真実性や関連性は，記録されている情報それ自体だけでなく，それが記録媒体に記録されて

いる状態を含めた全体から判断されるべきものであり，また，記録媒体におけるデータの削

除痕跡も含めて捜査する必要がある場合もあり得ることからすると，記録媒体自体の差押え

の必要性や，複写等の対象となる電磁的記録の関連性については，基本的に差押えの現場で

なければ判断し難いと思われる)，差押えをする者の判断に委ねるのが適当である場合

が多いと考えられる。
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▶第111条〔押収捜索と必要な処 〕

本条１項の改正は，記録命令付差押えについての必要な処 について定めることと

するものである。

現行の本条１項においては，差押状又は捜索状の執行については必要な処 をする

ことができることとされ， 判 で差押え又は捜索をする場合も同様であるとされて

いるが，今回新設される記録命令付差押えについても，同様の措置を可能とする必要

があることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第111条の２〔協力要請〕

本条は，電磁的記録に係る記録媒体の差押えを受ける者等に対する協力要請につい

て規定するものである。

⑴ 趣 旨

電磁的記録に係る記録媒体の差押え等を行うにあたっては，コンピュータ・システ

ムの構成，そのシステムを構成する個々の電子計算機の機能・役割や操作方法，セキ

ュリティの解除方法，差し押さえるべき記録媒体や必要な電磁的記録が記録されてい

るファイルの特定方法等について，技術的・専門的な知識が必要な場合が多いため，

捜査機関等があらゆる面で自力執行することは困難な場合が多く，また，被処 者の

業務や無関係な第三者の利益の保護の面からも適当でないことがある。

そのため，電磁的記録に係る記録媒体の差押え等にあたっては，これらについて最

も知識を有すると思われる被処 者の協力を得ることが必要であると考えられるが，

被処 者の中には，当該記録媒体に記録されている電磁的記録について権限を有する

者との関係で，これを開示しない義務を負っている者もあることから，差押え等を実

施する者に協力することができる法的根拠を明確にしておくことが望ましい。

そこで，電磁的記録に係る記録媒体の差押えを受ける者等に対する協力要請に関す

る規定を新設することとされた。

⑵ 協力要請をすることができる場合

協力要請をすることができるのは， 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録

媒体であるとき」である。110条の２の場合と同様，令状に差し押さえるべき物とし

て「電子計算機」と記載されている場合も含まれる。

⑶ 相 手 方

協力要請の相手方となるのは「処 を受ける者」である。 処 を受ける者」とは，

差押えの場合には差し押えるべき物を現実に支配している者であり，捜索の場合には

捜索すべき場所又は物を現実に支配している者（捜索の対象が身体であるときは，その
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者）である。例えば，会社員の個人犯罪について，その会社の営業所を捜索場所とし，

その者が会社で 用している電子計算機を差し押さえるべき物とする令状により捜

索・差押えが行われる場合，捜索を受ける者は，捜索すべき場所を管理している会社

であり，また，差押えを受ける者は，差し押さえるべき電子計算機が会社の管理する

ものであるときは当該会社であるのに対し，それが個人の排他的に管理するものであ

るときは当該個人であると考えられる。

⑷ 協力の内容

協力要請においては，電磁的記録に係る記録媒体の差押え等の目的を達成するため

に必要な協力を求めることとなる。その具体的な内容は，事案に応じて様々であると

思われるが，条文上例示されている「電子計算機の操作」のほか，例えば，コンピュ

ータ・システムの構成やシステムを構成する個々の電子計算機の役割・機能・操作方

法を説明すること，差し押さえるべき記録媒体や複写すべき電磁的記録が記録されて

いるファイルを指示すること，暗号化された電磁的記録を復号化すること等が考えら

れる。

もっとも，協力要請は，下記⑸のとおり，相手方に対して協力を法的に義務づける

ものではあるが，もとより不可能を強いるものではなく，正当な理由があるときは，

協力を拒むことができると考えられる。

正当な理由があると認め得る場合としては，例えば，

・被処 者以外の者が独自のアプリケーションを 用して作成した電磁的記録の可読

化や，被処 者以外の者が暗号化した電磁的記録の復号化のように，被処 者が有

する知識や技術に照らして可能な範囲を超えた協力を求められた場合のほか，

・その協力がその者の事業等に大きな支障を生ずるような場合

などが考えられる。

⑸ 法 的 効 果

協力要請は，相手方に対して協力を法的に義務づけるものである。もっとも，相手

方が協力を拒否したとしても，罰則等の制裁規定はない。

仮に被処 者が協力要請に応じない場合には，捜査機関が差押え等に「必要な処

」(111条１項）として自ら電子計算機等を操作し，又は専門的な知識を有する補助

者に電子計算機等を操作させるなどの方法をとることが可能である。

▶第112条〔執行中の出入禁止〕

本条１項の改正は，記録命令付差押状の執行中における出入禁止の措置について定

めることとするものである。

現行の本条１項においては，差押状又は捜索状の執行中は，何人に対しても許可の
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ない立入りを禁止することができることとされているが，今回新設される記録命令付

差押えについても，同様の措置を可能とする必要があることから，所要の改正を行う

こととされた。

▶第113条〔当事者の立会い〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行への訴 当事者の立会い及び通知について

定めることとするものである。

現行の本条においては，検察官，被告人（身体の拘束を受けているものを除く）又は

弁護人は，差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができ（１項)，差押状又は捜索

状の執行をする者は，あらかじめ，執行の日時及び場所を検察官等に通知しなければ

ならないこととされているが（２項)，今回新設される記録命令付差押えについても，

同様に令状執行への立会いに関する規律が必要であることから，所要の改正を行うこ

ととされた。

▶第114条〔責任者の立会い〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行への責任者の立会い及び通知について定め

ることとするものである。

現行の本条においては， 務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは，その長

等に通知してその処 に立ち会わせなければならず（１項)，また，それ以外の住居

内等で差押状又は捜索状の執行をするときは，住居主等を立ち会わせなければならな

いこととされているが（２項)，今回新設される記録命令付差押えについても，同様

に令状執行への立会いに関する規律が必要であることから，所要の改正を行うことと

された。

▶第116条〔時刻の制限〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行についての時刻制限について定めることと

するものである。

現行の本条においては，日出前・日没後には，令状に夜間でも執行できる旨の記載

がなければ，差押状又は捜索状の執行のために住居等に入ることはできず（１項)，

ただし，日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは，日没後でもその処 を

継続することができることとされているが（２項)，今回新設される記録命令付差押

えについても，同様に夜間執行に関する規律が必要であることから，所要の改正を行

うこととされた。
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▶第117条〔時刻の制限の例外〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行についての時刻制限の例外について定める

こととするものである。

現行の本条においては，旅館等の一定の場所における差押状又は捜索状の執行につ

いては，116条１項による夜間執行の制限によることを要しないこととされているが，

今回新設される記録命令付差押えについても，同様に夜間執行の例外を認める必要が

あることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第118条〔執行の中止と必要な処 〕

本条の改正は，記録命令付差押状の執行を中止する場合の措置について定めること

とするものである。

現行の本条においては，差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があ

るときは，執行が終わるまでその場所を閉鎖し，又は看守者を置くことができること

とされているが，今回新設される記録命令付差押えについても，同様の措置を可能と

する必要があることから，所要の改正を行うこととされた。

▶第120条〔押収目録の 付〕

本条の改正は，110条の２の処 をした場合における押収目録の 付義務について

定めることとするものである。

押収目録の 付は，いかなる押収機関がどの事件についてどのような物を押収した

のかを明らかにすることによって，被押収者の財産権の保障を図るものであり，併せ

て，捜索の終了を宣言する機能も有していると考えられる。

この点，110条の２の処 において，被処 者が用意した他の記録媒体に電磁的記

録を複写，印刷又は移転してこれを差し押さえた場合には，被処 者は当該他の記録

媒体の占有を奪われるという財産上の不利益を被っており，また，他の記録媒体を捜

査機関が用意した場合も含め，他の記録媒体に電磁的記録を移転してこれを差し押さ

えた場合には，被処 者は当該電磁的記録に係る権利を奪われるという財産上の不利

益を被っていることから，上記のような押収目録の 付の趣旨が妥当すると考えられ

る。

また，捜査機関が用意した他の記録媒体に電磁的記録を複写又は印刷してこれを差

し押さえた場合についても，被処 者の財産権を直接侵害するものではないものの，

同条の処 が，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

複写するなどして取得するという一連の手続を，強制的に行うものであることにかん

がみれば，被処 者に対し，押収目録を 付することによって，押収機関がどのよう
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な処 を行ったのかを明らかにし，また，捜索の終了を宣言することが適当であると

考えられる。

そこで，本条を改正し，110条の２の処 を受けた者に対しても押収目録を 付し

なければならないことを明確化することとされた。

▶第123条〔還付，仮還付〕

本条３項は，110条の２により電磁的記録の移転をした場合における原状回復措置

について定めるものである。

⑴ 趣 旨

110条の２の処 において，被差押者が用意した他の記録媒体に電磁的記録を複写

等してこれを差し押さえた場合には，被差押者が当該他の記録媒体の所有者，所持者

又は保管者であり，被差押者から当該他の記録媒体の占有を奪っていることから，留

置の必要がなくなったときには，原状回復として，その者に当該他の記録媒体を還付

することとなる。

これに対し，捜査機関が用意した他の記録媒体に電磁的記録を複写等してこれを差

し押さえた場合には，捜査機関が当該他の記録媒体の所有者，所持者又は保管者であ

り，捜査機関は，被差押者から当該他の記録媒体の占有の移転を受けたものではなく，

当該他の記録媒体をその者に返還すべき理由もないことから，被差押者には当該他の

記録媒体を還付しないこととなるが，この場合であっても，当該他の記録媒体に電磁

的記録を移転してこれを差し押さえた場合には，被差押者のもとから電磁的記録は消

去されていることとなるから，原状回復の方法を認める必要がある。

そこで，本条３項において，このような場合には，被差押者に対し，当該他の記録

媒体を 付し，又は当該電磁的記録の複写を許さなければならないこととされた。

⑵ 措置の内容

原状回復措置の内容は，被差押者に対し，電磁的記録が移転された他の記録媒体を

付し，又は当該電磁的記録の複写を許すことである。

基本的には，捜査機関が当該他の記録媒体の受還付権又は所有権を放棄している場

合には，被差押者に対し，その記録媒体を 付することとなるが，当該記録媒体が高

価であるなどの理由で捜査機関がその受還付権及び所有権を放棄していない場合には，

被差押者に電磁的記録の複写を許すこととなると考えられる。

▶第142条〔準用規定〕

本条の改正は，検証す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も，

協力要請を可能とするものである。
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すなわち，検証す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も，協力

要請をすることができるようにするため，111条の２の規定は，検証について準用す

ることとされた。

▶第157条の４〔ビデオリンク方式による証人尋問〕

本条の改正は， 記録媒体」の語の定義を改めるものである。

現行の本条においては， 記録媒体」の語は「映 及び音声を同時に記録すること

ができるものをいう。」と定義されており，限定的な意味の文言として用いられてい

るが，改正後の刑事訴 法においては，この語を一般的な意味で用いることとなるこ

とから（例えば，110条の２においては，電磁的記録に係る記録媒体のほか，紙媒体等も含

むこととなる)，所要の改正を行うこととされた。

▶第197条〔捜査に必要な取調べ〕

本条３項及び４項は通信履歴の電磁的記録の保全要請について，本条５項は保全要

請又は捜査関係事項照会（本条２項）を行う場合における秘密保持の要請について，

それぞれ規定するものである。

⑴ 第３項及び第４項

ア 趣 旨

サイバー犯罪に限らず，コンピュータ・ネットワーク等の電気通信を利用した犯罪

の捜査においては，その匿名性ゆえに，犯人の特定等のため通信履歴を確保すること

が極めて重要である。

しかし，通信履歴は一般に短期間で消去される場合が多いことから，捜査に必要な

通信履歴については，プロバイダ等の保管者に対し，これを消去しないよう求めて，

迅速に保全する必要性が大きい。

そのため，現在でも，捜査実務においては，差押許可状の発付を受ける前の段階で，

このような通信履歴の任意の保全を求めている場合があるが，通信履歴は通信の当事

者の利益にも関わりうるものであり，その保全を求める法律上の根拠を明確にしてお

くことが望ましいといえる。

そこで，通信履歴の保全要請に関する規定が新設された。

イ 通信の秘密（憲21条２項後段）との関係

通信履歴についても通信の秘密の保障が及ぶと解されているが，上記アのとおり，

電気通信を利用した犯罪においては，犯人の特定等のために通信履歴を確保する必要

性が大きい一方，通信履歴は一般に短期間で消去される場合が多いことから，迅速に

その保全を求めることができるものとする必要性は大きいと考えられる。
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加えて，保全要請においては，その対象は，通信事業者等がその業務上実際に記録

している通信履歴に限られている上，単にその通信履歴を消去しないよう求めるもの

にすぎず，それだけで通信履歴が捜査機関に開示されるものではなく，かつ，要請に

応じなかったとしても，罰則等の制裁規定はないものである。

したがって，保全要請は，通信の秘密を不当に制約するものではない（なお，保全

要請については，裁判官の発する令状を要することとはされていない。これは，上記のとお

り，そもそも，保全要請は，通信事業者等がその業務上記録している通信履歴を消去しない

よう求めるものにすぎず，保全要請がなされたとしても，それだけで通信履歴が捜査機関に

開示されるものではない上，要請に応じなかったとしても罰則等の制裁規定はない一方，仮

に保全要請について裁判官の発する令状を要するものとすると，保全要請を行うにあたって

その令状の発付を受けるための準備が必要となり，迅速な保全という目的を達成し得ないこ

ととなるためである)。

ウ 主 体

保全要請の主体は「検察官，検察事務官又は司法警察員」(３項前段）である。こ

れは，差押許可状又は記録命令付差押許可状の請求主体（218条４項）と同じである。

エ 要 件

保全要請を行うことができるのは，その対象となる通信履歴の電磁的記録について

「差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるとき」(３項前段）である。

オ 相 手 方

保全要請の相手方となり得るのは，

① 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

② 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」

である（３項前段)。①に当たる者としては，電話会社やプロバイダ等が考えられる。

また，②に当たる者としては，LAN を設置している会社や官 庁，大学等が考えら

れる。

カ 対象となる電磁的記録

保全要請の対象となり得るのは，相手方が「その業務上記録している電気通信の送

信元，送信先，通信日時その他の通信履歴の電磁的記録」(３項前段）である。

その業務上記録している」ものに限られるから，保全要請の時点でいまだ記録さ

れていないものは対象とならない。

通信履歴」とは，通信に関わる事項のうち，通信内容を除くものをいう。条文上，

電気通信の送信先，送信元，通信日時」が例示されているが，このほか， その他の

通信履歴」に当たるものとして，例えば，電気通信を行うプロトコルの種類や電子メ
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ールのファイルサイズ等があげられる。

電子メールのヘッダ情報のうち「Subject（件名)」は，電子メールを送信する者が

用いるメールソフトにより作成・記録されて送信されるものであり，通信事業者等が

「その業務上記録している」ものではないことから，保全要請の対象とはならない。

キ 必要な電磁的記録の特定

保全要請は，通信履歴の電磁的記録のうち「必要なものを特定し」(３項前段）て

行うこととされている。

特定」の方法や程度等については，事案の内容，捜査の進捗状況，必要とする通

信履歴の種類等によって異なることになると考えられるが，一般的な例としては，

メールアドレス△△△△△によって送受信された○年○月○日から同月○日までの

電子メールの通信履歴（送受信の日時，送信元・送信先のメールアドレス)」といったも

のなどが考えられる。

ク 保 全 期 間

保全要請にあたっては， 30日を超えない期間」を定めることとされているが（３

項前段)， 特に必要があるとき」(４項本文）は，保全期間の 長が可能である。

長回数に制限はないが，１回あたりの 長期間は「30日を超えない範囲内」で定

めなければならず（４項本文)，かつ，保全期間は通じて60日を超えることができな

いこととされている（同項ただし書)。

最初の 長をする場合も，２度目以降の 長をする場合も， 特に必要があるとき」

との要件の下で判断することとなるところ，ここにいう「特に必要がある」とは，そ

の 長をするときまでに定められている保全期間では，その保全要請の対象となる通

信履歴の電磁的記録の差押え又は記録命令付差押えをすることが困難であって，その

差押え又は記録命令付差押えをするためには保全期間を 長する必要性が特に高いこ

とを意味する。

保全要請によって通信履歴の電磁的記録を60日保全させた後，同一の通信履歴の電

磁的記録について に保全要請を行うことは，原則として，保全期間を法律で規定し

た趣旨を没却するものであって許されないと考えられる。

なお，保全期間の起算点は相手方が保全要請を受けた日であり，初日は算入しない

（55条１項)。

ケ 書面による要請

保全要請は， 書面で」行うこととされている。もっとも，保全要請の期間 長や

取消しについては，書面で行うことを要しない。

コ 法 的 効 果

保全要請は，相手方に対して，通信履歴の電磁的記録の保全を法的に義務づけるも
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のである（このように，プロバイダ等の通信事業者等が保全要請に基づいて通信履歴の保存

を継続することは，法令に基づく義務の履行であり，個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）16条３項１号の「法令に基づく場合」や，電気通信事業における個人情報保

護に関するガイドライン（平成16年 務省告示第695号）10条２項１号の「法令の規定に基

づき，保存しなければならないとき」に該当することとなる)。

もっとも，相手方がこれを拒否したとしても，罰則等の制裁規定はない。仮にその

相手方が保全要請に応じない場合には，差押え又は記録命令付差押えを迅速に行うこ

とにより対応することとなる。

サ 要請の取消し

保全要請は， 当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要が

ないと認めるに至つたとき」は取り消さなければならないこととされている。

シ 準 抗 告

430条においては，検察官，検察事務官又は司法警察職員がした「押収に関する処

」に対して準抗告をすることができることとされているところ（同条１項・２項)，

保全要請は，差押え又は記録命令付差押えの準備として，いわばその前段階の行為と

して行うものであり，押収に付随するわけでもないから，ここにいう「押収に関する

処 」に当たるとはいい難いと思われる。

また，押収に関する処 に対して準抗告が認められている趣旨が，捜査機関が行う

処 により財産上の不利益を被った者を特別に保護する点にあると考えた場合には，

保全要請は通信事業者等に対してその業務上記録している通信履歴を一定期間消去し

ないよう求めるものにすぎず，これに応じなかったとしても，罰則等の制裁規定はな

いのであって，要請を受けた者に，準抗告を認める必要があるような財産上の不利益

を生じさせるものではないと考えられる。

したがって，保全要請は準抗告の対象とはならないと考えられる。

⑵ 第 ５ 項

ア 趣 旨

保全要請及び捜査関係事項照会は，それらの性質上，捜査の初期段階に行うことが

多く，密行性が強く求められる場合が多いと考えられる上，捜査関係事項照会につい

ては，実際にこれに関する事項が漏洩されて捜査に支障を生じているケースもあると

ころであり，これらについては，相手方に対し，保全要請に関する事項について法律

上の秘密保持の義務を負わせる必要があると考えられる。

それと同時に，このような義務を明記することにより，プロバイダ等がその顧客等

から保全要請又は捜査関係事項照会に関する事項について問われても，これに答える

必要がないことを法律上明らかにすることができることとなる。
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そこで，保全要請又は捜査関係事項照会を行う場合において，必要があるときは，

相手方に対し，これらに関する事項についての秘密保持を求めることができることと

された。

イ 秘密保持の要請をすることができる場合

秘密保持の要請をすることができるのは「必要があるとき」である。これは，例え

ば，被疑者が既に逮捕されている場合など，もはや秘密保持の要請を行う必要がない

場合もありうることによる。

ウ 要請の内容

要請の内容は， みだりにこれらに関する事項を漏らさない」ことである。ここで，

みだりに」とは，正当な理由なくという意味である。例えば，保全要請があったこ

とを，業務上，内部的に報告しなければならない場合など，正当な理由によって保全

要請等に関する事項を他の者に漏らす場合には，秘密保持義務に違反したことにはな

らない。

エ 秘密保持の要請は，相手方に対し，みだりに保全要請等に関する事項を漏らし

てはならない法的義務を負わせるものである。

秘密保持の要請を受けた者は，捜査機関から保全要請等に関する事項を漏らさない

よう求められた期間を経過したとき，又はその事項が秘密ではなくなり，秘密保持の

必要がなくなったときには，秘密保持の義務を負わないこととなる。

もっとも，相手方が秘密保持義務に違反したとしても，罰則等の制裁規定はない。

▶第218条〔令状による差押え・捜索・検証〕

本条１項の改正は，捜査としての記録命令付差押えを新設するものであり，本条２

項の改正は，捜査について，電気通信回線で接続している記録媒体からの複写を可能

にするものである。

⑴ 第 １ 項

ア 本条１項前段において，検察官，検察事務官又は司法警察職員は，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，記録命令付差押えを

することができることとされた。記録命令付差押えの内容については，99条の２の解

説を参照。

捜査機関による記録命令付差押えにおいては，命令をするのは捜査機関であり，裁

判官の発する令状は，捜査機関が記録命令付差押えをすること，すなわち，その名宛

人に対して必要な電磁的記録を記録媒体に記録又は印刷するよう命じた上その記録媒

体を差し押さえることを許可するものである。

イ 220条１項２号には記録命令付差押えを掲げることとはされていない。したが
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って， 逮捕の現場」(同号）において無令状で記録命令付差押えをすることはできな

い。

⑵ 第 ２ 項

本条２項が規定する内容は99条２項と同様であり，文言の意義等については，同項

の解説を参照。

▶第219条〔差押え等の令状の方式〕

本条１項の改正は，記録命令付差押許可状の記載事項を整備するものであり，本条

２項は，218条２項の処 （電気通信回線で接続している記録媒体からの複写）を行う場

合における令状記載事項について規定するものである。

⑴ 第 １ 項

本条１項が規定する内容は基本的に107条１項と同様であり，その内容については，

同項の解説を参照。

なお， 記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録」については，捜査の進捗状

況等によっては，ある程度の幅をもった記載とせざるを得ない場合もありうると思わ

れるが，そのような場合でも，被処 者に記録・印刷を命じるという処 の性質上，

被処 者において，何を記録・印刷すればよいのかが判断できる程度に特定される必

要があると考えられる。

通信履歴については，電話番号やメールアドレスにより特定される場合が多いと思

われるが，これに限られるわけではなく，電話番号等が判明しない場合であっても，

他の手掛かりにより，被処 者において容易に判別・特定できれば足りる。

また，通信履歴以外でも，例えば，犯行現場近くのコンビニエンスストアに犯人が

立ち寄った可能性があるとして， ○○の時間帯に当該店舗で電子マネー又はポイン

トカードを 用して商品を購入した者の購入時間及び電子マネー番号又はポイントカ

ード番号に係る電磁的記録」として特定することや，犯行現場のビルへの出入りの際，

通常ＩＣカードが 用されている場合において， ○○の時間帯に当該ビルにＩＣカ

ードを利用して出入りした者の出入時間及びＩＣカード番号に係る電磁的記録」とし

て特定することなどが考えられる。

⑵ 第 ２ 項

本条２項が規定する内容は107条２項と同様であり，その内容については，同項の

解説を参照。

捜査機関が本項の処 をするためには，本項に規定する事項を記載した差押許可状

の発付を受けることが必要である。したがって，あらかじめこのような差押許可状の

発付を受けていた場合であれば別であるが，そうではなく，逮捕の現場で電子計算機
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を差し押さえる場合に無令状で本項の処 をすることはできない。

▶第220条〔令状によらない差押え・捜索・検証〕

本条２項の改正は，緊急逮捕の現場において無令状で110条の２による電磁的記録

の移転をしたものの，その後，逮捕状が得られなかった場合における原状回復措置を

整備するものである。

本条２項前段においては， 前項後段の場合」，すなわち，緊急逮捕をした場合にお

いて，その後，逮捕状が得られなかったときは，緊急逮捕の現場において無令状で差

し押さえた物は直ちに還付しなければならないこととされているが，緊急逮捕の現場

において無令状で110条の２による電磁的記録の移転をしていた場合であって，電磁

的記録の移転先である他の記録媒体の所有者，所持者又は保管者が捜査機関であると

きは，還付に代わるものとして，123条３項が規定する原状回復措置が必要になると

考えられる。

そこで， 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたとき」については，123

条３項を準用することとされた。

▶第222条〔準用規定等〕

本条１項の改正のうち，実質的な改正は，検察官，検察事務官又は司法警察職員が

218条又は220条によってする検証についても協力要請を可能とする点であり（111条

の２を準用)，その余はいずれも形式的修正である。

本条３項の改正は，記録命令付差押えの新設に伴って準用条文を整備するものであ

り，検察官，検察事務官又は司法警察職員が218条によってする記録命令付差押えに

ついて，116条及び117条を準用することとされた。

なお，捜査機関がした本条１項において準用する110条の２の処 （以下「110条の

２の処 」という）について，準抗告をすることができるか否かについては，430条に

おいては，検察官，検察事務官又は司法警察職員がした「押収に関する処 」に対し

て準抗告をすることができることとされているところ（同条１項・２項)，110条の２の

処 は，文言上はここにいう「押収に関する処 」に当たると考えられる。

もっとも，押収に関する処 に対して準抗告が認められている趣旨が，捜査機関が

行う処 により財産上の不利益を被った者を特別に保護する点にあると考えた場合，

被処 者が用意した他の記録媒体に電磁的記録を複写，印刷又は移転してこれを差し

押さえたときは，被処 者は当該他の記録媒体の占有を奪われるという財産上の不利

益を被っており，また，他の記録媒体を捜査機関側が用意したときも含め，他の記録

媒体に電磁的記録を移転してこれを差し押さえたときは，被処 者は当該電磁的記録
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に係る権利を奪われるという財産上の不利益を被っていることから，これらの処 は

準抗告の対象となりうるのに対し，捜査機関が用意した他の記録媒体に電磁的記録を

複写又は印刷してこれを差し押さえたときは，被処 者は財産上の不利益を被ってい

ないことから，当該処 は，基本的に準抗告の対象とはならないのではないかと考え

られる。

次に，110条の２の処 で足りるにもかかわらず，記録媒体自体を差し押さえた場

合，準抗告の対象となるか否かについては，そもそも，110条の２の処 ができる場

合とは，記録媒体自体を差し押さえることができる場合である上，差押えの執行方法

については，現場の状況による面が大きいため（110条の２の解説⑹を参照)，基本的に

捜査機関の判断に委ねるのが適当であり，110条の２の処 で足りることを理由とし

て，記録媒体自体の差押えに対して準抗告をすることは，原則として認められないも

のと考えられる。

もっとも，より侵害的でない差押えの執行方法が認められている以上，捜査機関が

裁量を著しく逸脱したことが明らかであるような場合，例えば，電磁的記録が記録さ

れている状態を含めた全体からその真実性や関連性を判断する必要がなく，データの

削除痕跡等を解析する必要もないなど，特定の電磁的記録の複写等をすれば足りるこ

とが明らかであり，かつ，差押時の状況等に照らしてそれが容易であることが明らか

であるにもかかわらず，敢えて，事件との関連性のないことが明らかな電磁的記録が

大量に記録されている記録媒体を差し押さえたような場合には，それによって財産権

の侵害を受けた者は，準抗告を申し立て得る場合もあると考えられる。

▶第498条の２〔電磁的記録の消去等〕

本条は，不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体を返還等する場合には，当該電

磁的記録を消去等しなければならないこととするものである。

⑴ 趣 旨 等

ア 電磁的記録とは，刑法７条の２において規定されているとおり，一定の記録媒

体上に情報ないしデータが記録・保存されている状態を表す概念であり，電磁的記録

は，常に，有体物である記録媒体上に記録・保存されている状態で存在するものであ

るから，刑法上，その没収は，文書偽造における偽造部 の没収と同様に，有体物の

一部の没収として行うことができると考えられる。

しかしながら，文書偽造における偽造部 の没収については498条においてその執

行方法が規定されているのに対し，電磁的記録の没収についてはこのような規定が設

けられておらず，その執行方法は必ずしも明らかでないと言わざるを得ない。

そこで，これを明確にするため，498条と同趣旨の規定として本条が新設された。
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イ 有体物の一部没収として電磁的記録のみを没収する場合，刑法19条２項前段の

「犯人以外の者に属しない物」に当たるか否かは，当該電磁的記録に係る権利関係に

よって判断することになる。したがって，当該電磁的記録が犯人に属するのであれば，

その没収は可能であると考えられる。

ウ 110条の２による電磁的記録の移転が行われた場合，元の記録媒体に記録され

ていた電磁的記録は，移転先の他の記録媒体上に移転後の電磁的記録として存在する

に至っているものと評価されることから，元の記録媒体に記録されていた電磁的記録

が没収の対象となるべきものであった場合には，これに対応する移転先の他の記録媒

体上の電磁的記録が没収の対象となることとなる。

他方，同条による電磁的記録の複写が行われた場合には，複写後も，原本たる電磁

的記録は元の記録媒体上に存在しているのであって，元の記録媒体に記録されていた

電磁的記録が複写先の他の記録媒体上に複写後の電磁的記録として存在するに至って

いると評価されるわけではないことから，複写によって存在するに至った電磁的記録

は没収の対象とはならないこととなる。

⑵ 第 １ 項

ア 本項の処 をしなければならないのは， 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 付する場合」である。

不正に作られた電磁的記録」とは，権限がないのに，又は権限を濫用して，記録

媒体上に存在するに至らしめられた電磁的記録のことをいう。例えば，電磁的記録不

正作出罪（刑161条の２第１項・２項）や支払用カード電磁的記録不正作出罪（刑163条の

２第１項）の犯罪行為によって作られた電磁的記録等がこれに当たる。 没収された

電磁的記録」が別途掲げられていることとの関係上，ここにいう「不正に作られた電

磁的記録」には， 没収された電磁的記録」は含まれないこととなる。

また， 没収された電磁的記録」とは，没収の言渡しの対象とされた電磁的記録の

ことをいう。

返還」は，その相手方が当該記録媒体の被押収者である場合を前提とするもので

あり， 付」は，その相手方が当該記録媒体の被押収者ではない場合（例えば，110

条の２により捜査機関の所有する記録媒体に移転された電磁的記録の一部について没収の言

渡しがあった場合において，捜査機関が当該記録媒体の所有権を放棄するときなど）を前提

とするものである。

イ 本項の処 としては， 当該電磁的記録を消去」するか， 当該電磁的記録が不

正に利用されないようにする処 」をしなければならない。

消去」とは，消すことであるが，通常の方法では電磁的記録の内容を認識し得な

い状態にすることによって行われることとなる。
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当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処 」としては，例えば，電

磁的記録に複雑な暗号をかけて利用できないようにすること等が考えられる。

⑶ 第 ２ 項

本項は，基本的に498条２項ただし書に相当する規定であり，同項本文に相当する，

不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が 務所に属するものでない場合に当該記

録媒体を提出させることについては規定していない。これは，電磁的記録は，物とは

異なり，容易に複写できる性質を有していることから，あらかじめ，没収の対象とな

るべき電磁的記録が記録されている記録媒体の押収又は110条の２による当該電磁的

記録の移転をしておかなければ，当該電磁的記録と没収の裁判時に存する電磁的記録

との同一性を判断することは困難であることによる。

▶第499条の２〔電磁的記録の複写等の不能と 告〕

本条は，電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法として電磁的記録の移転を

した場合における原状回復措置に関し，その相手方となるべき者の所在不明等により

これを行うことができない場合について， 告等の手続を規定するものであり，499

条と基本的に同趣旨の規定である。

すなわち，刑事訴 法上，留置の必要がない押収物は還付しなければならないこと

とされているが（123条１項)，499条においては，還付を受けるべき者の所在不明等に

より，これを還付することができない場合には，当該押収物につき権利を有する者の

保護を図るとともに，当該押収物の帰属を確定させて不要な押収関係が継続する状態

を早期に解消するため，検察官は 告をしなければならないこととされており（同条

１項・２項)， 告をした日から６か月以内に還付請求がないときは，当該押収物は国

庫に帰属することとされている（同条３項)。

この点，110条の２により電磁的記録の移転をした場合については，その移転先の

記録媒体が捜査機関の用意したものであって，かつ，留置の必要のないものであると

きは，還付に相当する原状回復の方法として，被処 者に対し，当該記録媒体を 付

し，又は当該電磁的記録の複写を許さなければならないこととなるところ（123条３

項)，その相手方となるべき者の所在不明等により，その 付をし又は複写をさせる

ことができない場合には，499条の場合と同様の配慮が必要であると考えられる。

そこで，このような場合には，検察官は 告をしなければならず（本条１項・499条

１項・２項)， 告をした日から６か月以内に請求がないときは，その 付をし又は複

写をさせることを要しない（本条２項）こととされた。

〔吉田 雅之〕
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〔新旧対照表〕

改 正 前

第99条 (略）

（新設）

② (略）

（新設）

第106条 判 外における差押又は捜索は，

差押状又は捜索状を発してこれをしなければ

ならない。

第107条 差押状又は捜索状には，被告人の氏

名，罪名，差し押えるべき物又は捜索すべき

場所，身体若しくは物，有効期間及びその期

間経過後は執行に着手することができず令状

はこれを返還しなければならない旨並びに発

付の年月日その他裁判所の規則で定める事項

を記載し，裁判長が，これに記名押印しなけ

ればならない。

（新設）

※表中の下線は改正部

改 正 後

第99条 (略）

② 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つて，当該電子計算機

で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当

該電子計算機で変 若しくは消去をすること

ができることとされている電磁的記録を保管

するために 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当該他の記録媒体を差し

押さえることができる。

③ (略）

第99条の２ 裁判所は，必要があるときは，記

録命令付差押え（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。以下同じ。）をするこ

とができる。

第106条 判 外における差押え，記録命令

付差押え又は捜索は，差押状，記録命令付差

押状又は捜索状を発してこれをしなければな

らない。

第107条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状には，被告人の氏名，罪名，差し押さえる

べき物，記録させ若しくは印刷させるべき電

磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷さ

せるべき者又は捜索すべき場所，身体若しく

は物，有効期間及びその期間経過後は執行に

着手することができず令状はこれを返還しな

ければならない旨並びに発付の年月日その他

裁判所の規則で定める事項を記載し，裁判長

が，これに記名押印しなければならない。

② 第九十九条第二項の規定による処 をする

ときは，前項の差押状に，同項に規定する事

項のほか，差し押さえるべき電子計算機に電

補遺〔情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律〕



気通信回線で接続している記録媒体であつて，

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。

③ 第六十四条第二項の規定は，第一項の差押

状，記録命令付差押状又は捜索状についてこ

れを準用する。

第108条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状は，検察官の指揮によつて，検察事務官又

は司法警察職員がこれを執行する。ただし，

裁判所が被告人の保護のため必要があると認

めるときは，裁判長は，裁判所書記官又は司

法警察職員にその執行を命ずることができる。

② 裁判所は，差押状，記録命令付差押状又は

捜索状の執行に関し，その執行をする者に対

し書面で適当と認める指示をすることができ

る。

③ (略）

④ 第七十一条の規定は，差押状，記録命令付

差押状又は捜索状の執行についてこれを準用

する。

第109条 検察事務官又は裁判所書記官は，差

押状，記録命令付差押状又は捜索状の執行に

ついて必要があるときは，司法警察職員に補

助を求めることができる。

第110条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状は，処 を受ける者にこれを示さなければ

ならない。

第110条の２ 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

行をする者は，その差押えに代えて次に掲げ

る処 をすることができる。 判 で差押え

をする場合も，同様である。

一 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。

二 差押えを受ける者に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。

② 第六十四条第二項の規定は，前項の差押状

又は捜索状についてこれを準用する。

第108条 差押状又は捜索状は，検察官の指揮

によつて，検察事務官又は司法警察職員がこ

れを執行する。但し，裁判所が被告人の保護

のため必要があると認めるときは，裁判長は，

裁判所書記又は司法警察職員にその執行を命

ずることができる。

② 裁判所は，差押状又は捜索状の執行に関し，

その執行をする者に対し書面で適当と認める

指示をすることができる。

③ (略）

④ 第七十一条の規定は，差押状又は捜索状の

執行についてこれを準用する。

第109条 検察事務官又は裁判所書記は，差押

状又は捜索状の執行について必要があるとき

は，司法警察職員に補助を求めることができ

る。

第110条 差押状又は捜索状は，処 を受ける

者にこれを示さなければならない。

（新設）
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第111条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状の執行については，錠をはずし，封を開き，

その他必要な処 をすることができる。 判

で差押え，記録命令付差押え又は捜索をす

る場合も，同様である。

② (略）

第111条の２ 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，差押状又は

捜索状の執行をする者は，処 を受ける者に

対し，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。 判 で差押え又は

捜索をする場合も，同様である。

第112条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状の執行中は，何人に対しても，許可を得な

いでその場所に出入りすることを禁止するこ

とができる。

② 前項の禁止に従わない者は，これを退去さ

せ，又は執行が終わるまでこれに看守者を付

することができる。

第113条 検察官，被告人又は弁護人は，差押

状，記録命令付差押状又は捜索状の執行に立

ち会うことができる。ただし，身体の拘束を

受けている被告人は，この限りでない。

② 差押状，記録命令付差押状又は捜索状の執

行をする者は，あらかじめ，執行の日時及び

場所を前項の規定により立ち会うことができ

る者に通知しなければならない。ただし，こ

れらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない

意思を明示した場合及び急速を要する場合は，

この限りでない。

③ (略）

第114条 務所内で差押状，記録命令付差押

状又は捜索状の執行をするときは，その長又

はこれに代わるべき者に通知してその処 に

立ち会わせなければならない。

② 前項の規定による場合を除いて，人の住居

又は人の看守する邸宅， 造物若しくは 舶

内で差押状，記録命令付差押状又は捜索状の

執行をするときは，住居主若しくは看守者又

はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会

わせなければならない。これらの者を立ち会

わせることができないときは，隣人又は地方

第111条 差押状又は捜索状の執行については，

錠をはずし，封を開き，その他必要な処 を

することができる。 判 で差押又は捜索を

する場合も，同様である。

② (略）

（新設）

第112条 差押状又は捜索状の執行中は，何人

に対しても，許可を得ないでその場所に出入

することを禁止することができる。

② 前項の禁止に従わない者は，これを退去さ

せ，又は執行が終るまでこれに看守者を附す

ることができる。

第113条 検察官，被告人又は弁護人は，差押

状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。

但し，身体の拘束を受けている被告人は，こ

の限りでない。

② 差押状又は捜索状の執行をする者は，あら

かじめ，執行の日時及び場所を前項の規定に

より立ち会うことができる者に通知しなけれ

ばならない。但し，これらの者があらかじめ

裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及

び急速を要する場合は，この限りでない。

③ (略）

第114条 務所内で差押状又は捜索状の執行

をするときは，その長又はこれに代るべき者

に通知してその処 に立ち会わせなければな

らない。

② 前項の規定による場合を除いて，人の住居

又は人の看守する邸宅， 造物若しくは 舶

内で差押状又は捜索状の執行をするときは，

住居主若しくは看守者又はこれらの者に代る

べき者をこれに立ち会わせなければならない。

これらの者を立ち会わせることができないと

きは，隣人又は地方 共団体の職員を立ち会
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共団体の職員を立ち会わせなければならな

い。

第116条 日出前，日没後には，令状に夜間で

も執行することができる旨の記載がなければ，

差押状，記録命令付差押状又は捜索状の執行

のため，人の住居又は人の看守する邸宅，

造物若しくは 舶内に入ることはできない。

② 日没前に差押状，記録命令付差押状又は捜

索状の執行に着手したときは，日没後でも，

その処 を継続することができる。

第117条 次に掲げる場所で差押状，記録命令

付差押状又は捜索状の執行をするについては，

前条第一項に規定する制限によることを要し

ない。

一 (略）

二 旅館，飲食店その他夜間でも 衆が出入

りすることができる場所。ただし， 開し

た時間内に限る。

第118条 差押状，記録命令付差押状又は捜索

状の執行を中止する場合において必要がある

ときは，執行が終わるまでその場所を閉鎖し，

又は看守者を置くことができる。

第120条 押収をした場合には，その目録を作

り，所有者，所持者若しくは保管者（第百十

条の二の規定による処 を受けた者を含む。）

又はこれらの者に代わるべき者に，これを

付しなければならない。

第123条 (略）

② (略）

③ 押収物が第百十条の二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，差押えを受けた者と当該記録媒

体の所有者，所持者又は保管者とが異なると

きは，被告事件の終結を待たないで，決定で，

当該差押えを受けた者に対し，当該記録媒体

を 付し，又は当該電磁的記録の複写を許さ

なければならない。

④ 前三項の決定をするについては，検察官及

び被告人又は弁護人の意見を聴かなければな

らない。

わせなければならない。

第116条 日出前，日没後には，令状に夜間で

も執行することができる旨の記載がなければ，

差押状又は捜索状の執行のため，人の住居又

は人の看守する邸宅， 造物若しくは 舶内

に入ることはできない。

② 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手し

たときは，日没後でも，その処 を継続する

ことができる。

第117条 左の場所で差押状又は捜索状の執行

をするについては，前条第一項に規定する制

限によることを要しない。

一 (略）

二 旅館，飲食店その他夜間でも 衆が出入

することができる場所。但し， 開した時

間内に限る。

第118条 差押状又は捜索状の執行を中止する

場合において必要があるときは，執行が終る

までその場所を閉鎖し，又は看守者を置くこ

とができる。

第120条 押収をした場合には，その目録を作

り，所有者，所持者若しくは保管者又はこれ

らの者に代るべき者に，これを 付しなけれ

ばならない。

第123条 (略）

② (略）

（新設）

③ 前二項の決定をするについては，検察官及

び被告人又は弁護人の意見を聴かなければな

らない。
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第142条 第百十一条の二から第百十四条まで，

第百十 条及び第百二十五条の規定は，検証

についてこれを準用する。

第157条の４ (略）

② 前項に規定する方法により証人尋問を行う

場合において，裁判所は，その証人が後の刑

事手続において同一の事実につき再び証人と

して供述を求められることがあると思料する

場合であつて，証人の同意があるときは，検

察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き，そ

の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録

媒体（映 及び音声を同時に記録することが

できるものに限る。）に記録することができ

る。

③ (略）

第197条 (略）

② (略）

③ 検察官，検察事務官又は司法警察員は，差

押え又は記録命令付差押えをするため必要が

あるときは，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，その業務

上記録している電気通信の送信元，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，三十日を超えない期

間を定めて，これを消去しないよう，書面で

求めることができる。この場合において，当

該電磁的記録について差押え又は記録命令付

差押えをする必要がないと認めるに至つたと

きは，当該求めを取り消さなければならない。

④ 前項の規定により消去しないよう求める期

間については，特に必要があるときは，三十

日を超えない範囲内で 長することができる。

ただし，消去しないよう求める期間は，通じ

て六十日を超えることができない。

⑤ 第二項又は第三項の規定による求めを行う

場合において，必要があるときは，みだりに

これらに関する事項を漏らさないよう求める

ことができる。

第218条 検察官，検察事務官又は司法警察職

第142条 第百十二条乃至第百十四条，第百十

条及び第百二十五条の規定は，検証につい

てこれを準用する。

第157条の４ (略）

② 前項に規定する方法により証人尋問を行う

場合において，裁判所は，その証人が後の刑

事手続において同一の事実につき再び証人と

して供述を求められることがあると思料する

場合であつて，証人の同意があるときは，検

察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き，そ

の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録

媒体（映 及び音声を同時に記録することが

できる物をいう。以下同じ。）に記録するこ

とができる。

③ (略）

第197条 (略）

② (略）

（新設）

（新設）

（新設）

第218条 検察官，検察事務官又は司法警察職
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員は，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，差押え，

記録命令付差押え，捜索又は検証をすること

ができる。この場合において，身体の検査は，

身体検査令状によらなければならない。

② 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つて，当該電子計算機

で作成若しくは変 をした電磁的記録又は当

該電子計算機で変 若しくは消去をすること

ができることとされている電磁的記録を保管

するために 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当該他の記録媒体を差し

押さえることができる。

③ 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若し

くは足型を採取し，身長若しくは体重を測定

し，又は写真を撮影するには，被疑者を裸に

しない限り，第一項の令状によることを要し

ない。

④～⑥ (略）

第219条 前条の令状には，被疑者若しくは被

告人の氏名，罪名，差し押さえるべき物，記

録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及

びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者，

捜索すべき場所，身体若しくは物，検証すべ

き場所若しくは物又は検査すべき身体及び身

体の検査に関する条件，有効期間及びその期

間経過後は差押え，記録命令付差押え，捜索

又は検証に着手することができず令状はこれ

を返還しなければならない旨並びに発付の年

月日その他裁判所の規則で定める事項を記載

し，裁判官が，これに記名押印しなければな

らない。

② 前条第二項の場合には，同条の令状に，前

項に規定する事項のほか，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

録媒体であつて，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。

③ (略）

第220条 (略）

② 前項後段の場合において逮捕状が得られな

かつたときは，差押物は，直ちにこれを還付

員は，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，差押，

捜索又は検証をすることができる。この場合

において身体の検査は，身体検査令状によら

なければならない。

（新設）

② 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若し

くは足型を採取し，身長若しくは体重を測定

し，又は写真を撮影するには，被疑者を裸に

しない限り，前項の令状によることを要しな

い。

③～⑤ (略）

第219条 前条の令状には，被疑者若しくは被

告人の氏名，罪名，差し押えるべき物，捜索

すべき場所，身体若しくは物，検証すべき場

所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の

検査に関する条件，有効期間及びその期間経

過後は差押，捜索又は検証に着手することが

できず令状はこれを返還しなければならない

旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で

定める事項を記載し，裁判官が，これに記名

押印しなければならない。

（新設）

② (略）

第220条 (略）

② 前項後段の場合において逮捕状が得られな

かつたときは，差押物は，直ちにこれを還付
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しなければならない。第百二十三条第三項の

規定は，この場合についてこれを準用する。

③・④ (略）

第222条 第九十九条第一項，第百条，第百二

条から第百五条まで，第百十条から第百十二

条まで，第百十四条，第百十五条及び第百十

条から第百二十四条までの規定は，検察官，

検察事務官又は司法警察職員が第二百十 条，

第二百二十条及び前条の規定によつてする押

収又は捜索について，第百十条，第百十一条

の二，第百十二条，第百十四条，第百十 条，

第百二十九条，第百三十一条及び第百三十七

条から第百四十条までの規定は，検察官，検

察事務官又は司法警察職員が第二百十 条又

は第二百二十条の規定によつてする検証につ

いてこれを準用する。ただし，司法巡査は，

第百二十二条から第百二十四条までに規定す

る処 をすることができない。

② (略）

③ 第百十六条及び第百十七条の規定は，検察

官，検察事務官又は司法警察職員が第二百十

条の規定によつてする差押え，記録命令付

差押え又は捜索について，これを準用する。

④～⑦ (略）

第498条の２ 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 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 をしなければならな

い。

② 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体

が 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 を 務所に通知して

相当な処 をさせなければならない。

第499条の２ 前条第一項の規定は第百二十三

条第三項の規定による 付又は複写について，

前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び

第二百二十二条第一項において準用する第百

二十三条第三項の規定による 付又は複写に

ついて，それぞれ準用する。

② 前項において準用する前条第一項又は第二

項の規定による 告をした日から六箇月以内

しなければならない。

③・④ (略）

第222条 第九十九条，第百条，第百二条乃至

第百五条，第百十条乃至第百十二条，第百十

四条，第百十五条及び第百十 条乃至第百二

十四条の規定は，検察官，検察事務官又は司

法警察職員が第二百十 条，第二百二十条及

び前条の規定によつてする押収又は捜索につ

いて，第百十条，第百十二条，第百十四条，

第百十 条，第百二十九条，第百三十一条及

び第百三十七条乃至第百四十条の規定は，検

察官，検察事務官又は司法警察職員が第二百

十 条又は第二百二十条の規定によつてする

検証についてこれを準用する。但し，司法巡

査は，第百二十二条乃至第百二十四条に規定

する処 をすることができない。

② (略）

③ 第百十六条及び第百十七条の規定は，検察

官，検察事務官又は司法警察職員が第二百十

条の規定によつてする押収又は捜索につい

て，これを準用する。

④～⑦ (略）

（新設）

（新設）
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に前項の 付又は複写の請求がないときは，

その 付をし，又は複写をさせることを要し

ない。
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