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墨．はじめに

　罐灘62年の飛沫等一部改正法律によ鯵、電磁的記録不1衰年繊・僕驚罪（灘法

総i条ノ2〉や電子計算機撰壊等業驚妨害罪（瞬2麗条ノ2〉とともに、電子計

算機使灘詐欺罪（疑2蕊条ノ2〉が新設されて以来、満6年が経遍した、立法

当窃から・電子計算機使罵詐欺罪（以下、本罪という〉の蔑定の趣旨・解験を

めぐってはいくつかの点で見解が分か為｛i｝、それぞれ若干の議論がなされてい

たのであるが、これまで本罪が実繰に適罵された鵯醗をみるかぎり、実質的に

みて大きく見解が分かれるような開題点はなかったように思われる｛2き。

　ところが最透、興喋深い2つの舞舞が穆次いで鐵された．王つ垂ま繕灘金庫支

店長のオンラインシステム悪難による舞得行為につき本罪の成立を否定したも

の（棄窟地霧平壌畷§壌鐸浄1時鞍i違麺号蔦8藁）であ鯵．勉のiつはNTτ

のダイヤルQ2システムの濫罵行為につき本罪（未遂〉の成立を認めた轡舞

（霧毒地甥平護・8・4判擁集未登載〉である、
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電子舞葬機楚矯詐欺罪の櫨討～二つの甥韓を契機として～（大纛　弘〉

　本稿は、この2っの判弼をやや詳纏に分析したうえで、本罪の立法趣旨と解

釈．上の齎題点を再検討しょうとするものである。

2．東京地裁平成4年鎗月3帽醤決（醤時舞鶴号i認頁）

　（i）事実の撮要

　裁甥醗鱒認定した罪となる事実はおよそ以下のとおりである・

　緩告人は、K信購金庫S支店の支署長として、綴金癒から講支農の営業に絶

する委任を受けて、瞬支濤の資金その魑の財産の保管・管遷等の業務を含め業

務全体を統轄し麟金臨に損害を与えることのないよう誠実にその職務を遂行す

べき任務を有していたものであるが、いずれも自己の麟益を騒る§的で、

　第i　平成3年2月2紹午蕪雑時4§分ごろ、瞬支鷹において、｝｛に対する績

務返済に必要な露己の預金貸窪への振込入金その縫の資金がなく、したがって、

その送金に充てるべき資金がなかったため、支店長としての右任務に背き，露

己のためK信欝金塵にその資金梅当分の負捲をさせることによって振込入金す

ることを決意し、講支店為替係甲に、瞬支鷹設置のオンラインシステムの端末

機を操俸させ、属支唐からRがF銀行τ支店に設定していた翼名義普通獲金員

座に蕗O§万講を振込入金させ、それによりK揺灘金庫S支店からF銀行丁支店

に記する金殿機縫梅互闘の決済綾務を生じさせて、瞬金庫に醜類の損害を与え

た，

　第2　暁月2銀午後3時57分ころ、懸支店において、自己に支払義務のある

小切手を決済するのに必要な資金が2799万9暮紛霧不足していたため、支唐長と

しての窟任務に背き、馨己のためにK信絹金建に右不足金額を、蓋二麟る2総馨万聾

の負撞をさせることによって右金額を自己の当座預金舞座に入金して小切手の

淡済をすることを決意し、羅懲灘金庫支店嶽務孫弟当座預金孫乙に、属支康設

置のオンラインシステムの端末機を操搾させ、自己が欝支鷹に設けていた嚢己

名義の当座預金舞痙に28§9万講を入金させ、瞬額の当座預金綾権を取得して、
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K信欝金灘．に麟額の撰害を与えた．

　鱒　裁凝軽愚と判決要旨

　叢窃、本件つき検察官は、被告人が、電子誹算機に入金の事実がないのに入

金があったとする塵偽の藩報を与えて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的

記録をつくり、第玉の事実については｝｛に財産一L不法の羅益を得させたもので

あり、第2の事実については、被告人自身が財産一1二不法の利益を得たものであ

るとして、それぞれ電子計算機綾絹詐欺罪により起訴した．しかし、裁甥漸縁、

第…次予備的訴露として業務上篠鎮、第二次予備的訴露として特撰背任（商法

違反〉の各訴願の追越を検察官に命じたうえ、下記の遷譲によ鯵電子計算機痩

馬詐欺罪の成立を否定して、結局、特需背任罪（商法認6条重項〉の成立を認

め、懲役3年の実飛覇演を言い渡した（控訴〉。

　さて、裁判新が電子計算機綾絹詐欺罪の滅亡を否定した礫蜜は、以下のとお

りである．「飛法24§条の2がゼ前条の外遜と規定している趣旨について検討す

ると、前条すなわち霧法246条の詐欺罪に叢たる場合は、本来だまされる者が

あ諺、電算機はその結果単に入金、送金の手段として健灘されているに遍ぎな

いのに録し、そのような者がいないためにいわば電算機欝体がだまされている

ような関係に立つ場合であって勧めて、鷺法246条の2の罪が成立するものと

解するのが穣塞である。講者の場合には、電算機はまさに入金、送金の手段と

して使灘されているに遍ぎないから、壷偽の構報が内容とな鯵不蕉の指令を与

えるように見える行為であっても、それ§体を犯罪に震うこととしない趣弩を

含むものと解される。なぜなら、そうでなければ、特にぎ前条の外」としない

で、講者が講時に成立するものとして規定することで足りるものと解されるか

らである．銀行実務その飽においては、古くは現金の直送によ吟、その後は為

替等によっていた入金、送金等が、理在では電算機のオンラインシステムによ

吟行われるようになってお吟、電算機による入力が従離の入金、送金の手段に

とって替わっている現代においては、もっぱらコンピューターを不正に操修し、

入金、送金があったかのように偽装し、預金残高等を見掛け上増撫させるなど
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電子訴算機綾屠詐欺罪の検i舜～二1つの舞舞を契機として～（大晦　弘1

して、事実、熱の利得を得る麓罪が可籠になったことから、麟法2鶴条の2を設

けて、これに対延することとしたものと解されるのである。したがって、電箪

機の入力による入金、送金行為が、遍箋の入金、送金1こ伴う蜜然の手段であっ

て、架空の入金、送金をあたかも現実のそれがあったかのように装う場合とは

異なるものと発られる霧合には、一発燐法24ε条の2の条項に該塞する鴛為の

ように見える場合でも、その元となる従来の愛罪が歳立するのであ静、電算機

の使常は、入金、送金を必要とする場合には必ず通過しなければならない過程

にすぎないものとして、それ窪体をもって独立した狸罪を購成するものではな

いと解するのが嬢熟である。すなわち、入金、送金の権鰻を有する者が、その

権曝を濃霧する行為紅より入金、送金をした場合には、その濫璽行為灘体が犯

罪を構成し、電算機による入金や送金はその狢罪に難律する遍糧と礫解するの

が法の趣鴛に即した解毅というべきであ吟、入金、送金が実諜には鴛われてい

ないと認められるのに電算機を使聡して実蝶にあったかのような髭せ掛けを生

ずる場合に、初めて飛法246条の2の虚偽の椿報、不正の指令の要件を充たす

こととなるものと解するのが嬉当である．

　これを本件について見るのに、関係譲謎によると，本件では、いずれも、入

金、送金は支店長の命令によ鯵、支唐の業務として行われていると認められる・

すなわち、次長のFらは、支震長である被鰹入の毒示であるからやむを得ない

との覇籔で、本来馨成できない伝票を作成し、これを端末機を操作する係員に

渡したうえ、オンラインシステムの端末機を繰作させて入金、送金手続きをす

るように旛示して、これを実行させているのであるから、この点において、そ

の支農の業務として、支居の負握、誹算において行われた行為とみるべきもの

である。本来ならば．入金、送金の決済をする次長などの橿婁者をだまして実

得する麓行であるのに、この場合には、いずれも事欝を知りながら、支店長の

鮨承であるからやむを得ないと覇擬している点で、だまされていないのであっ

て、本来だまされる立場にある者が事梼を知っているのであるから、詐欺罪が

成立しないことは覇らかであるが、だからといって、電算機詐欺が成立すると
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いうことにはならない．本来だまされるべき者が自ら塘を知って愛育に蔑んで

いる以上、その支篠の業務として、その資糧において行為していると認められ

るから、横領ないし背任の財産愛が成立し、電算機の使薦は、現実の入金、送

金の手続きをするのに必然的に梓う行為に遍ぎないとみるのが、実縫に合った

見方であると考えられる・本件は、支店長が、銀行業務を離れて、たとえば飽

の銀行の鵡末機を使矯し、あるいは夜中に銀行に現れてこつそ瞬入力したり、

いわゆるハッカーのように巧妙なソフトを舗発してたとえば自宅から自己の莚

座に虚鶉の情鞍を入力するなどしている場合とは異なる。すなわち、本件のよ

うに、支店長やそれに代わって通常決済をすべき者ぶ了解を与え、その了解の

もとに、支濤の業務として入金、送金の手続きが行われている場合には、入金、

送金懲体が架空のものということはできず、現実に入金、送金を行ったと見る

のが墾当であるから、この点で理法2妬条の2の予想する麗罪類型と異なる行

為と解される．

　更に．電算機詐欺罪も、纒人的法益を保護法益としている露塵犯であるから、

だれが被害者であるかを確定する必要がある．振込入金による送金の場合は、

送金先に架空の預金が生じて、その瓢戻しが事実上可能になっていることに鑑

みると、その送金先の金離機縫が通常被害者とされなければならないのに難し、

本件では、被告人は、あくまでも、良巳の勤務先の信羅金庫に被害を与える意

図であると認められるし、客観的な行為としてもそのように解するのが櫨当で

ある。被告人は、自己名義で入金、送金できる資金をあらかじめ罵意していな

いのに入金、送金を命じている点では、虚偽の徳鞭を入力させ、あるいは不正

の手段を湧いたこととなるように見えるが、しかし、支藩長としての業務を待

っている以上、その業務の中で農己のために資金手当を講ずることができる立

場にあると認められ、その立場を濫絹して、業務として隷許されない麗罪的手

段（横領ないし背任／により資金手当を講じて・入金、送金を命じたものであ

って、被害者は勤務先嚢捧と躄るのが最も翕然である．

　被告人は、捜査段躇及び公判段躇を通じて、信罵金鷹支店の金をいわば流網
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する意思であったと供達していることからも、本件は、いずれもそのような意

麟による行為と見るのが；確当である。

　したがって、被告人の本件各行為は、いずれも撃1法2薦条の2の構駿要件を

充足しないと解萩されるから、主位的訴馨については、これを認めることがで

きないというべきである、∫

　さらに本鵯決は、業務上横領罪の成立をも認めず、結局、被告人の行為を背

任行為として特溺背任罪の成立をみとめた。

　麟　譲点の整理

　本縄決については、会桂でない焦電金蓮の支篶長が特雛背鉦罪の主体となり

うるのかという簡題があり醗、また裁覇辮の訴霞変更命令をめぐって手続法上

議論の余地もあろうが、ここでは、本葬の成立を否定した点及びこれと縫達し

て生じる開題点に限定して講点を整達しておきたい．以下、本膳決要旨におい

て験討を要する点を挙げてみよう．

　まず、本罪の立法趣旨及び罪質について本覇決の運解が遜燐なものかどうか

という点である．本判決は、2薦条ノ2の立法趣旨について「場代においては、

もっぱらコンピューターを不査に操搾し、入金、送金があったかのように鶴装

し、預金残高等を見掛け上増簾させるなどして、事実上の羅得を得る麓罪が聾

籠になったことから、飛法246条の2を設けて，これに蝦魅することとしたも

のと解されるまとした上で、r架空の入金、送金をあたかも現実のそれがあっ

たかのように装う場合とは異なるものと見られる場合」、すなわち本件のよう

なr入金、送金の権縷を有する者が、その権駁を濫離する行為により入金、送

金をした場合謹には、2妬条ノ2に該当するのではなく、その従来の麗罪、つ

まりrその濫絹行為醤体が犯罪を購威し、電算機による入金や送金はその猛罪

に髄拝する遍程として運解するのが法の趣藝に邸した解釈というべきであ」る

としている．しかし、権鰻濫灘による入金や送金と架空の入金や送金とは内容

的にどのように異なるのか、なぜ覇者を藪熨しなければならないのかについて

本鞍決は全く説親していない．そして本覇決は、結果的に2嚥条ノ2のf前条
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ノ外ユの意義を拡大解釈したということにもなろう。そこで、立法趣旨ととも

忽「麟条ノ外」の意義が再度検討されなければならない。またこれ・と聡達して

本罪と勉の財産猛（稀益罪／との関係、とくに横領罪・背任罪との縫係も検討

されなければならないであろう。

　次に嘘偽ノ鋳鞍」の意義について検討を船える必要があろう．本判決は、

本件では、入金、送金の権鰻を糞する支店長が命令し、次長らの了解の下で入

金．送金が舞われたのであるから、当該入金、送金は支店の業務としてなされ

たものであり、架空のものではなく、したがって焦電金庫のオンラインシステ

ムに新霊偽ノ構報」を与えたことにはならない、と霧織している。たしかに本

件の入金や送金のための手続きやコンビュータヘの入力掻痒警棒は、少なくと

も外形上は、K磐霧金庫S支店の業務とみられ得るし、また仕講金融機弱であ

るK伝馬金塵S支店と被熱海金融機矯であるぎ銀行丁支唐との金離機関取引に

おいては、取撰約款等によってK震電金庫S支唐が決済せざるを得ないもので

あるから、その鰻鞍で当該入金・送金は民事上有効とみることもできよう．し

かし、このような外形上の業務姓や民事上の有効性を根擁にして、嘘偽ノ情

鞍∫を与えたものではないと直ちに結論づけることができるであろうか。ここ

で246条ノ2の嘘偽ノ鋳報達の意義を吟陣し、その虚偽姓の解綬基準をさら

に明確にしなければならないであろう．その諜、さらに本覇決では薦題にされ

ていないが、属条の「不実ノ電磁的記録」の意義が重要になるし、電磁的寵録

不董作崖罪を煙足した懇i条ノ2の「不鑑二」との総連をも考露に入れる必要

があろう。

　さらに、本件において、事椿を知って行ったとされる次長Fらの伝票作成行

為と事塘を知らない係嚢甲、乙への詣承行為、また係員串、乙の端末機操作鴛

為はそれぞれどのように評極されるべきなのか．これは本甥決では全く懸れら

れていない点であるが、本件で美麗雛係は成立するのか、あるいは間接豊猛グ）

形態が考えられるのか、といった点が検討を要するところであり、これは検察

官の鶉初の訴薦である本罪の成立が認められたとしてもなお顧慮しなければな
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らない1無題である．

3．露出地裁平成導年8月4霞醤決（覇例集未登載／侮

　轡　事実の撮要

　裁覇翫が認定した罪となる事実はおよそ以下のとおりである。

　被告人は韓本電繕叢誌株式会縫との購でダイヤルQ2（構鞭料繧叡代行サー

ビス）稀霧契約を繰籍し、闘毒県倉敷家内のマンシ妻ンのi繕事務暫において、

職人雑貨激安椿鞍三と称する番総を醗設していた者であるが、秘濡者がテレ

ホンカードを綾絹してカード式公衆電話機からその番総を秘稽した場合には、

右電子計算機システムにより、そのテレホンカードの残度数から即時にその構

按舞が圏叡された上、番組雛設者の銀行濤塵に振り込まれるべき構報料の金額

等が嚢動的に計算されることになっているのを利篤して・酵本電鱈電話株式会

社修成に係るテレ本ンカードの通話璽能凌数を虚偽のものに改ざんし、この改

ざんしたテレホンカードを使濡して自己が嬲殺したダイヤルQ2の番維に電話

をかけ・長時闘にわたって遜話中の状態にしておくことによ駄　凝本選暴電話

株式会祇からダイヤルQ2の椿譲料名下に懸産、靴不法の利益を得ようと企て・

Tと共謀の上、単一の灘意で縦続の意思をもって、平織3年8月臆霞ころから

隔年9∫駐2馨ころまで、前後89翻にわたり、倉敷車内の6か溺において、改ざ

んした変造テレホンカードをカード式公衆電隷機に挿入して被告人の絹設した

ダイヤノレQ2の前記番組に叢誌をかけ、「麗罪時雍」灘（憲略〉誌載の灘始時麺

から終了時灘までの闘にわたって通講中の状態にしておくことによ瓶講毒内

の馨本電信電話株式会社倉敷支店に設置されているデジタル交換機を介して詫

海道内の北海道ネットワークセンターに設置されへ懸桂が椿鞍料囲駿代行サー

ビスを行っているダイヤルQ2の各番組ごとの通語度数及び情報料の算鐵の基

礎となる構癒料度数の計算等の事務甦蓬に縫矯される電子計算機に対し、実醗

には、その髄絹されたテレホンカードの遜譲簑数がいずれも零度で通話できな
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いものであ陰、いずれのテレホンカードからも被告人の麗設した右番組の情報

料が支払われた事実がないにもかかわらず、いずれも通語可能度数が残ってい

るテレホンカードで通議したものであり、それらのテレホンカードから、「藩

講料善欄（省縮／記載の右書纏の鋳報料が講本電婦電謡株式会縫にそれぞれ轟

塵に支払われた旨の震偽の縫鞍を与え、腰電子計算機において、「綾購度数」

薦（省略〉記載の通話度数を鋳報料変数に換算させるなどした圭、これ’に接続

されている疑縫構穀システムセンター料金醗趨担当に設置された藩報料穫数等

のデータを編集する電子計算機を経霞し、麟鍾からダイヤルQ2の各番総麗設

者に精して支払われる情鞍料の金額等をiか層ごとに霜録した銀行襲振込依頼

馬のフ覆ッピーディスク（FD〉の作成等の業務を委託されているTM株式会

縫ダイヤルQ2センターに設置された電子計算機において、馨本電信電誌株式

会桂が代行して騒験したダイヤルQ2の右番組の構報料を合計68万7，9総霧、岡

鍾が被告人に支払うべき金額を右合計金額から瞬縫の鐸駿代行手数料等を差し

弓多いた残額である翻万42§粥とする旨記録した銀行懸振込依頼霧のフ貸ッピー

ディスク（FD／を作成させ、もって財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的

記録を作らせ、財’座上の利益を得ようとしたが、平成3年9月玉2離午前2時蔦

分ころ、購南海で典麗者とともに公衆電議機で変造テレ本ンカードを痩駕して

通話中のところを変造有懸蓬券菅縫の理行猛で逮捕されたため、すでに嬉遷さ

れていた講年8丹分の情報斜度数等のデータを前記馨本電鱈電話株式会縫鋳報

センター料金瞬纏担当を経讒して、前記τM株式会縫ダイヤルQ2センターに

送付させたにとどまり、その醤的を遂げなかった。

　当擁、本件は有極証券変造、i講行使罪のみで起訴されたが、後に電子計算機

健驚詐欺未遂罪も追撫された。弁護人は、違法収集を理鐙とした証麺婁除の主

張とともに、①変造テレホンカードをカード式公衆電謡に挿入して電話したこ

とは、通語サービスを受けるという点では虚偽の構報を与えているが、鋳報料

算鐵の点では、実燦に通話された遜譲時間に応じて度数計算がなされているに

すぎず、粥ら虚偽の蜷鞍を与えていないこと、②本件狂行は未だ予備に壼まつ
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ており、実行の着手が認められないこと、を礫患に、電子計算機痩馬詐欺未遂

罪については無罪を主張した．

　⑦　鵯　旨

　裁趨所は、まず証甦駿集手続きの違法性を認めず、本件各読経の証髄縫方を

肯定したうえで、、1二記⑦の点について、rNTTから番纏縫設者に支払われる

構報料の算出は、公衆電謡機からダイヤルQ2の番組が霧増された場合には、

稀稀者から即時に椿報料を回馭したとする情鞍が一連の電子計算機システムに

与えられることによってはじめて行われるのであって、変造テレホンカードを

カード式公衆電話機に挿入して電謡をかけた鴛為は、実灘1こは、露駿されてい

ない情報料を囲鞍されたとする虚偽の情鞍を与えたものにほかならないものと

いうことができるヨとし、次に一と記⑫については、本罪の実行の着手鋳期を，

f財産権の得喪、変更に係る電磁蟻記録の作出に係る人の事務鑓運に健得する

電子計算機に虚偽の椿報若しくは不歪の捲令を与える行為又は財産権の得喪、

変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務魑蓬の灘に供する行為に着手した鋳点

である達としたうえで、「虚偽の椿報が入力されてから最終的に被告人の開設

した銀行舞座に鋳報料が振込入金されるまでの一連の事務処理の遜程は、一連

の電子計算機システムによって機械的に燵理されるものであること、蚕事務越

遷の過程では、人を介して磁気テープ（MT）及びフロッピーディスク（FT）

の各送付とこれらの電子計算機への装填等の雑業が行われるけれども、これら

は全く機械的に行われるものであって、惰鞍料に関するデータの処蓬自体は、

電子誹算機システムによって自動的にされるものであ鞍、特に公衆電藷機から

ダイヤルQ2の番縷の鵜露分についてはそのデータに人為的な改変の擁わる余

地が全くないものであること、翼TTとダイヤルQ2の各番組瞬設者との椿報

料の支払いに関する羅孫は、両者開のダイヤルQ2羅絹契約に基づいた織綾的

なもので、ダイヤルQ！の各番緯に対するi醸ごとの羅薦行為が、椿報料とい

う財産権の実体的な発生原瞬事実を虚賭したものであって、かかる虚偽の椿鞍

は右入力によって窟電子欝算機システム内に電畢藩報として繰存され、これに
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よってNTTにおいてはその構報が虚偽であると識慰することが全くできなく

な蓼・翼TTにおいてはその分の椿餅料の支払いを事実上にせよ義務づけられ

る車懸になってしまうことなどからす轟ば、被告人らが変造テレホンカードを

カード式公衆電謡機に挿入して被告人が竸殺したダイヤルQ2の番組の電謡番

号をダイヤノレした時点で、鞍告人らが意図した財産、翫の不法の霧益を得る具棒

的危険が発生したとみとめるのが穣当であり、その時点で本件の実行の着手が

みとめられるというべきであるまとして、いずれも弁護人の主張を退け、電子

計算機綾絹詐欺未遂罪の成立を認めた（確定〉。

　（3／譲点の整理．

　まず、ダイヤルQ2システムの基本的な仕組みは次のようになっている．す

なわち、NT　Tと椿報提供者との問で「ダイヤルQ呈に麗する契約達が締結さ

れると、鷲TTから藩報縫僕考にe鱒編Σらはじまる電謡番号が割辱婁てられ，、

情鞍を求める者がこの番号に電議をかけると舞絹暗闘に応じて定められた惰鞍

料（本件では3分閥30む濡〉が逓講料と合わせて蟹TTから請求される。NTT

は露液した藩鞍料から断定の手数料を差し瞬いた金額を鋳鞍提供者に銀行露塵

振込にて支払う、というものである働。

　さて本件において瞬題としな馨ればならない点としては次のようなものが考

えられる．まず、被告人鍮変造テレホンカードをカード式公衆電謡機に挿入し

て難語をかけ、通語サービスをうけたのであるから、まさしく塞6条ノ2の後

段に規定する行為形態に該当するもの（しかも襲遂／であるのに、検察官はな

ぜ2蕊条ノ2の前段に趨走する行為形態（しかも未遂／を縣題としたのであろ

うか．おそらく通語料の支払いを免れたことよ吟も、むしろ緒鞍料を不査に得

るという猿行§的を重複して購条蘇段の行為態蟻を問題にしたものと思われる

が、いずれにせよ、購条の前段と後段にそれぞれ媛足する行為の特徴及び講者

の§§係について確認しておく必要があろう。

　「虚偽ノ嬉鞍まに麗して、弁護人の主張は、要するに、遜譲料と讐鞭料とを

区駕したうえで、実際遜譲した時閥に応じて構鞍料の度数が計算されることか
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ら、変造テレ本ンカードの健矯甕体は驚報料算鐵のためのコンピュータに虚偽

の椿鞍を与えていないというものであり、これに対して、裁霧碗ま、公衆電謡

機を利霧する場合には通語料とともに蕾報料も即時に闘殺されることを前提に

したうえで、変造テレホンカードを使濡することは、麟叡されていない溝譲料

を繕叡されたとする虚鶴の椿報を与えたことになるとした。このような裁趨1訴

の讐雛は、端的に、変造テレホンカードは246条ノ2の後段の「財産権ノ得喪、

変更二係ル虚偽ノ電磁的記録」に該当するものであるから、それを公衆電護機

で使絹することはダイヤルQ2システムのコンピュータに2蕊条ノ2の前段の

r虚偽ノ椿輯3を与えることになる、という考え方を基礎挺しているといえよ

う。いずれにせよ，「虚偽ノ椿報まの意義がここでも問題になる。

　また、本覇決は、ダイヤルQ2センターで俘戚される銀行嚢振込敏頼粥フ費

ッピーディスク上の椿難料に関する記録を騰産権ノ得喪、変更三焦ル電磁的

記録涯と解しているようであるが、はたして妥当であろうか．本件において2鶉

条ノ2の麟段の行為態様を瞬題にする以上、この点は膜重に検討しておかなけ

ればならないであろう。またこれは私電磁的記録不．直作患罪（欝i条ノ2，茎項）

の成否にも縫達する．

　さらに、裁判所は、変造テレホンカードをカード式公衆叢誌機に挿入してダ

イヤルQ2の番緯の電謡番号をダイヤルした時点で財産上の不法の利益を得る

具体的危険が登生したとして実行の着手を認めている．ところで本件における

ダイヤルQ2料金縫建遍程をもう少し詳纏にみてみると、㊤公衆電譲機でQ2に

架電→②デジタル交換機→③溝TT詑海道ネットワークセンター内コンピュー

タ→⑧蟹TT椿報システム本部首都蟹精報システムセンター（料金瞬総極楽コ

ンピュータによる椿穀料データの磁気テープ化／→⑤磁気テープを宅醍便で送

付→竃蓉TTテレマーケッティング㈱ダイヤルQエセンター→⑦翼TT本縫電

設サーどス部営業部鍔触＠翼丁丁本縫経理灘触⑨各銀行嚇舞オンラインシステ

ムヘの装填→鯵各銀行員痙へ振込、となっている。このうち②から魯までは、

通喜善時闘データを度数計算して欝報料データを磁気テープに記録する遍程であ
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り、これは全て総動化されてコンピュータが麺窪してお零、人の介在はない。

しかし⑥から⑱までは人が介在する．⑥では蜷報畏伏者ごとの振込銀行名や霞

座番号等と磁気テープのデータが編集され、鋳軽捷僕者へ支払うべきiヵ擁分

の鋳鞍料に関するデータを記録した銀行鶏振込依頼絹のフロッピーディスクや

振込依頼書等が作成される．そしてとくにこの襲踏で一般熊入電誌の場合には

異常度数のチェック及び減算甦覆がなされることになっている。なお本件は公

衆電譲の場合であるが、握当係員が靄然にも当該番組の縫数に不審をいだき、

度数調査機をもちいて内部的に調査し本件猛打を発見したものである（この点

について、本件弁護人は、違法酸葉による証擁馨除を主張した）．また⑦では、

送琶されてきたフロッピーディスクに記録された支払総額と振込依頼書に記載

された銀行警1の支払総額とが一致するかがチェックされ、さらに⑧では購様の

確認作業をしたうえで決済がなされ、各銀行にフロッピーディスクと振込依頼

書が送付される。このような娘還遍程をみると、人が介在する過程で無益詐欺

罪（2鰯条2項／の成立の余地があったと解しうるし、それが否定されたとし

ても、すでに①の段階において本罪の財産上の不法の利益を得る具体的危験

の発生を認めた本鵯決には、なお検討の余地があるように、馨われる。これは、

遅論士、いわゆる離編麗ないし麗接正狸における実行の着手の幾題になるであ

ろうが、その際、2蕊条ノ2のr電子計算機3やr財産権ノ得喪、変更二係ル

電磁的記録淫の意義が重要になる．またNT孚綴のQ2システムに耕するセキ

ュリティ、チェック体譲の実態も考鑑しなければならないであろう櫛。

4．本葬の基本的性格

　繕　まず、電子計算機綾絹詐欺罪を規定した癩法2妬条ノ2の立法趣旨を確

認しておこう。本罪新設に当た吟、紹秘磁年から聡始されたコンピュータ不正

行為麗連の罰則の整備についての法麟審議会溺事法蕊会においては、事務当局

から次のような問題点が蓬示されていた。すなわちr金醗機§§のバンキング・
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システムのように、単なる情報麺理のみによって、かつ場合によっては人を介

することなく機械的麺謹により完結する取醗形態が増擁しつつある環状にかん

がみ、このような離農を悪罵する財産的麟得行為であって窃盗罪又は詐欺罪の

いずれにも該当しないものにつき甦罰趨走を設ける必要はないか轡そして実

際に立案に関与した当局者によれば、「舞えば、銀行のオンライン・システム

において、窓嚢端末機等から壷偽の入金データを入力したり、縫人の積金縫座

から不董に振替撫乍を行うなどして、事務センターのコンピュータに接続され

た元緩ファイルに記録されている欝琶の預金舞痙の残高を増額させる行為や、

絶入のキャッシュカードを饗金聾動繊入機（AT雄機〉や震動振込機で不正に

使濡して縫人の預金饗痙から自己の預金義塵に振込を春う行為、あるいは霊偽

の度数が記録されたテレホンカードなどのプ夢ペイドカードを電護機等に使璽

してサービスの提供を受ける行為などは、鍵来の事務甦運形態の下であれば詐

欺罪や窮盗罪による的確な越罰が璽能であった不董行為と購簾の行為であるに

もかかわらず、人に対する欺織行為又は財物の羨有移転を伴わないため、これ

らの媛定のいずれによっても的確に甦罰することが獲難となっていたのである・

本改歪は、このような行為について．詐欺罪長び窃盗罪に倣い、欝年以下の懲

役を法定飛とする新たな魑罰幾定を設けることとし、もって、葺ンピュータ化

縫会において患現した新たな取群ないし事務延獲システムに的確に韓癒しよう

とするものである蛋麟とされている。

　このような立法趣旨から、本罪は、窃盗罪及び詐欺罪として的確な麩罰がで

きないような澱ンビュータ不蕉利絹行為を財産犯として擁饗する、つまり窃盗

罪と詐欺罪の麹罰の問隆を埋めるという鰻定された目的のために新設されたも

のと遷解できる・この鰻りにおいて、本罪については立法当初から横領罪及び

背任罪の簸罰の闘瞭をも埋めるという霞的慧なかったとみてよいであろう。つ

まり横領及び背錘としては的確な鮭罰が罵能である場合には、その張りで廼罰

の間隆はなく、本罪新設の必要性はないとみていたといえよう。そうだとす轟

ば横領罪や背任罪が成立する時には本罪は調題にならないと解することもでき
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る．本罪新設以前においても、通説・薯飼によれば、縫えば、銀行のオンライ

ン・システムを悪璽して濤己の預金ζ寿墜に架空入金した場合を考えてみると、

その行為者の身分ないし権罎に着聾して、もしその行為者が支店長や後篇者の

ような銀行内の現金につき露有の越分権縷を有する者であるときには、法的支

醍という意映でグ）藁有をみとめて業務上横領罪の成立を肯定でき、もし右のよ

うな権限を有しない銀行嚢や内部関係者が行為者であったときには、任務違背

と銀行の財産状態の悪髭という点で背任罪が歳立し得るとすることは璽籠であ

った・実際このように考えて背任罪を認めた霧擁も存在する麟・

　地方で、このような考え方な、飛法一髭の右有の緩念を広げすぎ、また背任罪

における事務嬢理考や遽分権鰻の概念・内容を曖昧にすることになるというこ

とから、コンピュータを利駕した不正舞得行為に対する業務一と横額罪や背任罪

の解釈による適薦の限界性も詣麟されていた〔鋤・そこで飯にこの点を顧濾し

たとすれば，当初から本罪の立法趣旨には．窃盗罪や詐欺罪として甦罰できな

い場合のほか・鱗示されてはいないが、横領罪や背任罪としても的確な処罰が

できない場合をも捕捉するという醤的が含まれていたと考えることもできよう．

現に、本罪の新設によって、それまで不麩罰であった無益模領行為が蕊分的に

せよ甦罰されることになったとする見解もみられる1嶽。だがそうだとすれば、

逆に、無還な解毅をすることなく横領罪や背任罪として的確に甦罰できる場合

には、あえて本罪を適濡する必要はないと解することもあながち不当ではない

ように思われる．いずれにせよ、前述の東京地裁肇1淡で示された本葬の立法趣

旨についての響解は、以上のような考え方に立嚇しているように、醤われる．

　とはいえ．新設された246条ノ2の文言をみる譲り、とくに「前条ノ外」の

文言及び本罪の行為主体が無限定（麩分権銀グ）有無を賜わない〉であることを

考寇する限り、コンピュータを霧濡した霧得行為がたとえ横領罪や背任罪とし

て的確に魑罰琴能な場合であるとしても、そのことが本葬の適矯を癖除するも

のとみることには無蓬があると害わざるを得ない．従って、以一しのような立法

趣旨の実質的内容を踏まえた圭で、それを本罪の構成要件の解毅に反駿させて
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本罪の適霧籠灘を鰻定乾してゆく必要があるように、憩われる．

　⑦　2蝿条ノ2には篠1条ノ外藩という文言があり、このことから、本条は、

蕪条すなわち246条1こ邊定する財勃詐欺罪も無益詐欺罪も成立しない場合には

じめて問題となる．立案塞局は、本罪についてr伝統的な敢綴形態では必ず取

弓1に人が介在いたしまして、人をだまして財産、と不法の利益を得るということ

が行われるわ齢でございますが、コンピュータが欝動的にそうした取引を麩理

いたします場合には人が介在いたしませんで、コンピュータ馨体がだまされる

というような実質を持つわけでございます」｛騰と説窮している．要するに．本

罪は利益詐欺罪の場合のヂ人涯をコンピュータに置き換えた場合に該当するわ

けである。このことから、本罪における薪電子計算機」は標準的なセキュジテ

ィ・システムを備えたもので、しかも行為の姦時、そのセキュ蓼ティ・システ

ムが琵常に機絶していなければならないことになろう騰。一見して入力するこ

とが全く不籠なr虚偽の椿鞍」やr不正の揚令」が、たまたませキュ夢ティ・

システムの欠麺・解除・欠臨・故瞳等のため当該コンビュータヘの入力が璽籠

となった場合にまで本罪を趨矯することは妥嶺ではないからである｛働。前達

のダイヤルQ2事件においては、本罪の成否にも影響を与えうる点として、とく

に専需家でない者でもテレホンカードの度数講録を箆較的容易に改ざんできる

点、公衆電話機からのダイヤルQ2秘矯の場合に異常度数のチェック体麟が欠

如していたという点が重要であり、餐TT灘のセキュ夢ティ・システムに問題

がなかったとはいえないであろう、

　ところで、穂登詐欺罪との関係で本罪の歳否がとくに問題となるのは、事務

処f蓬の過程で「人ゴが介在する場合である。本葬の新設は、立法趣旨からも瞬

らかであるように、事務甦遷の邊程においてヂ人置が全く介在しない場合を想

定している。しかし、なおr人」が介在した場合であっても間接斑猫的形態で

本罪が成立しうることが捲摘されている．鯛えぱ、転嚢内容を機械的に磁気デ

ィスクに入力した瞬、磁気テープを擬人、装填した箏する単なる機械的な作業

に縫事するキーパンチャーやオペレーター等を欺饗して誤った磁気テープを事
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務処理に覆いさせたような場合は、財産的甦分権罎を有しない者の行為（従っ

て財産的麺分行為がない〉を麟矯したことになることから、無益詐欺罪は成立

せずに、間接蓬灘的態様による本罪の成立が考えられているのである1騰。確

かに、コンピュータの操作は専醗的知識と技術を必要とする場合も多く、その

意蕪ではこのような間接正灘的態議もあ撃えよう．そうだとすると、2鶉条ノ2

の「叢条ノ外∫という文言は、原則として「人」が介在しない場合にのみ震6

条ノ2が適霧されるが、財産的越分権隈を有しない単なる機械的な作業を行う

者が介窪し、その者の行為を通じて舞う場合には、「人jが介在しても鱗躰的

に246条ノ2の遜霧があ鯵うるということを意練することになろう．

　会議機闘、とくに銀行や儀驚金庫の為替係や預金係などの窓舞係員は、上記

の意瞭での単なる機械的事務作業者とは醗らかに異なる。彼らは、一定の実体

的な取弓翻孫を麟援として一定の籔鑛で自己の嚢籔に基づいて事務を甦遷する

権醸を与えられている者であるといえる（騰。健ってこのような窓農係員に虚

偽のデータを示し、入金データを入力させて顧客元緩ファイルに記録させた場

合には、歎濁された窓舞係員紅よる預金データ入力という財産上の麩分鴛為に

よ鯵財産上不法の利益を得たことになる購羊。つまり、この場合は利益詐欺罪

が成立し本葬は成立しないのである醐。そこで、この点を前遠の信購金庫事

件にあてはめて考えてみると、本件では、実藤にオンライン・システムの嬬末

機に入力したのは構を知らない為替係甲と庶務係兼当痙預金係乙であり、講者

は単なる機敏的作業を行う者ではない。従って本件の有為は上記の「闘接正麓

的懇様まにはあたらない．むしろ本件ではこの講者を被欺紹者とする無益詐欺

罪の成立の可能性があったといえよう．あるいはこの場合、行為者は支店長

（．1二司〉としての地位にもとづき業務撮令として強鰯的に甲と乙（部下〉にオ

ンライン・システムの端末機に入力させた、つまり、いわゆる拘束的命令にも

とづいて飽人の行為を麟篤した場合にあたるとみて、本罪の観捜査麗の成立を

みとめるのであろうか．しかしそうだとすれば，被霧講者甲、乙の自由意、醤が

はたして捧罷されていたのかという点で疑臨が残る．いずれにせよ、これらの
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点を全く翼題にしていない点で議遠の東京地裁魑決は妥当でないように思われ

る．

　麟　本罪は2つの行為態様から成吟立っている。すなわち、①r人ノ事務甦

選二使屠スル電子計算機二虚偽ノ精報若クハ不歪ノ揚令ヲ与ヘテ翼権権ノ得喪、

変更二係ル不婁ノ電磁的記録ヲ｛勤る態様（246条ノ2前段／と②曙産権ノ

得喪、変更二孫ル虚偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務遙遷ノ矯乙供∫する態鐵（246

条ノ2後段〉である．①の態様は飽人のコンピュータ・システムにおいて真実

でない電磁的記録を作る場合を意喋し、一般に騰付型」の態掻と騨称されて

いる．これに請して②の態様は真実でない電磁釣籠録を絶入のコンピュータ・

システムにおいて髄矯する場合を意喋し、一般に罫携帯型」の態様と呼称され

ている。本罪新設後、これまで本罪が適携された鵯倒は、すべて①の態様が麗

題になったものであ雛、麟遠のダイヤルQ2事件の飽に、大阪地裁紹63年鰺欝

7離業弩決（いわゆる第一勧銀事件〉｛欝、盛1轟地裁昭63年簸屑i6鋒覇決紐｝、高

松地裁平元年4月2醸判決｛鋤、及び東京地裁八王子支部平2年4鴛2頒醤決

（いわゆる青旛信金事件）｛鮒があ絵、これらは金離機鱒のオンライン・システ

ムヘの震偽鋳鞍の入力の事案である。縫方、②の態織についてはこれまでのと

ころ問題となった事案はない。②の懇様の典型擁としては、プ夢ペイドカード

の不歪使罵、舞えば変造テレ本ンカードをカード式公衆電諸機に挿入して通話

する行為があげられる。しかしこれは§動設備の不正利爆、すなわち利益窃盗

という灘藤をもつ．かつて自動設備不蕉綾絹罪が規定されていた改正鶏法華案

339条に帰して当時きびしい繊料がなされたことは麗知のところである。本罪

の新設は、利益窃盗不麺罰という従来からの欝法上の財産犯体系を部分的にせ

よ嶺すことになったのであり、立法当初からも撹鵯のあったところである欝。

やは警基奉納には自勇機械の不正笈罵行為は各種業法や民事法上の麟裁、賠縷

で鯉達すべき性質のものである．その意喋で⑨の態様を趨足した2薦条ノ2後段

には重大な疑問摂ある。麟遠のダイヤルQ2事件において、被告人の行為露誌が

⑨の態鐵に該当するものであるにもかかわらず、それが総懸にされなかったその
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実質的な理露鍾この点にあるように思われる．

5．構成要件の検討

　緯　まず、「人ノ事務鑓鍾二使鴛スル電子計算機謹の意義から検討してみよ

う。「人墜とは麹人、つま撃麗人以外の考をいい、法人・醸体も含まれる。「事

務麺遷ijとは、立案当海紅よれば、財産上、身分上、その勉の人の生活縫係に

影響を及ぼしうると認められる事極の魑遜をいい．それ自体が業務として得わ

れる事務か否か、法律的な事務か否か、財産一との事務か否かを縫わないとされ

ている（節。しかし本罪が財産凝であ瞬、また背任罪（然7条／のギ事務ヲ遙遷

スル」の文書と購蟻に解験すれぱ、本罪の罫事務甦蓬達も財産上の事務鎚遷に

綴定でき、さらに本罪の場合は難産権の得喪、変更に係る事務麺饗に酸定され

る。ヂ電子計算機」について、一般的な定義媛定はないが、解親上、文言の前

後麗係からみて、本罪における「電子計算機3とは「露塵権ノ得喪、変更二孫

ル電磁的記録まを作鐵しうる趨摸と性質をもつコンピュータ（衰動的に計算や

データの越蓬を行う電子装置〉で、しかも前遠のように、一定のセキュ婆ティ・

システムを装備したものであると定義づけることができる．ここで、後で具捧

的に詳しく験謁することになるが、「財産権ノ得喪、変更二係ノレ電磁的記録」

の意義を確認しておくと、それは、金銭的懸魑を内容とする権利の得喪、変更

の事実又はその得喪、変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であっ

て、まさにその電磁的鑓録の内容の変動そのものが、ある人の財産権の得喪、

変更を表示しているという結果を生じさせるような電磁的誌録をいうとされて

いる鵬．具体的には銀行の顧客元緩ファイルがこれに当たる。そこで、以．と

の定義や立法趣藝を考慮し、また立案当局の説絹の中でも瞬示されているとこ

ろがらみると、具体的には、本葬の「電子計算機達は金離機鷺の業務驚コンピ

ュー ^を毒すものと解することができる．そして、これには金融機閣のいわゆ

るホスト・コンヒ。ユータのほか、オンラインによってネットワーク化された
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AτMl機や各端末！機が含まれるとすることには開題はないであろう．本稿2章

で紹介した信騰金織事件で使購されたものは、まさにこのような「電子計算機達

であった。

　さて、以上のことを踏まえて、2縄条ノ2前段に醗定された膏為態嶽の場合

の実行の着手時点を考えてみると、それは、上記のような蔑摸と性能をもった

金融機縫の業務灘コンピュータに請して「虚偽ノ祷報若クハ不薮ノ捲令ヲ与3

える行為をはじめた時点であると解しうる。縫えば、飽人のCDカードを｛吏っ

て振込を春う場合には、嘉該カードをATM機に挿入し隷じめた時点、虚鋳の

入金データを入力する場合1こは、端末機に当該データを入力しはじめた時点が

それぞれ婁行の着手時点になる。それでは、本稿3章で紹介したダイヤルQ2

事件はどうであろうか。裁舞溺は、変造テレホンカードをカード式公衆電謡機

に挿入してダイヤルQ2蚕纏の電誌番号をダイヤルした時点で、難産上の不法

の利益を得る具体的竜験が発生したとみて、その時点で実行の着手をみとめた。

しかしこれは明らかに妥当ではない．たしかに、行為者が変造テレホンカード

を挿入したカード式公衆難詰は、鷲TTが設置し椿報料計算のために管理・運

離する一一連のコンピュータと接続されているので、テレ本ンカードを挿入しQ2

番纏の電議番号にダイヤノレする行為の麗始は翼丁τのコンピュータに対する椿

鞍入プ」の欝縁台とみることはできる、　しかしながら、このコンピュータが、行為

者の欝鰹が韻設されている銀行のコンピュータと直接接続されていない以上、

それを本罪のヂ電子計算機達の範鑛に含めることはできず、鍵って当然、財産

．との不法の無益を得るr具体的危験3が発生したとみることもできず、結局．

その時点で実行の着手があったとは害えないからである．本件では、その料金廼

遭遇程からみて、NτTから銀行に送付されたところの清鞍料データの記録さ

れた磁気テープが銀行のオンライン化されたコンピュータに装填されはじめた

蒔点に実行の書手をみとめるべきであり、またその時点で財産．との不法の無益

を得る具体的危験が発生したとみるべきであろう。

　②　次に「虚偽ノ情報」の意義を検討してみよう。「虚偽ノ藩報」とは、一
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緩に「当該システムにおいて予定されている事務翅遷の鐸的に照らし、その内

容が真実に反する椿鞭｛鴛、あるいは鰭該システムによって甦遅されている

絶入の事務において、その醸的から見て内容が事実に反する藩翰｛蹄をいうと

されてお霧、電子計算機撰壊等業務妨害罪（234条ノ2／における嘘偽ノ椿

鞍まと同義に解されている（鋤。しかし本葬における「虚偽ノ情鞍∫の露有の

意義を明確にし、その解毅基準を示しておく必要があろう・本葬の場合・r当

該システムにおいて予定されている事務甦理の難的まないし「当該システムに

よって越理されている催入の事務の馨的墜とは、財産権の得喪、変更の事実を

電磁的に記録することであ鞍、この§的からみて「真実に反する」ないし「事

実に反する」内容をもつ情報が嘘偽ノ捲鞭である。鹸えば、績権養務麗係

が存姦せず、財産権の得喪、変更の事実がない架空の入金・送金データがこれ

にあたる。本稿2章で紹介した磐粥金難事件も、この架空入金・送金データの

場合に該当する．また．本稿3章で紹介したダイヤルQ2事件では、変造テレ

ホンカード嚢体、蕪TTとの績権績務関係に基づかず、財灌権の得喪、変更の

事実もない記録であるから、「難産権ノ得喪、変更二係ル麗偽ノ電磁的記録ま

にあた彗．これがカード式公衆電話機に挿入されてQ2番緯に架電されてN↑T

のQ2システムのコンピュータによって磁気テープに記録された情鞍料データ

も嘘1偽ノ構輻まに当たるとみてよいであろう。

　ところで、本罪と背任罪との関係をめぐって注意を要する点がある。それは、

　「背任罪に当たる行為が、疑事法、雛ま有効とされる結果、電子計算機に与えら

翻る椿報麟虚偽のものとはいえず、俸出される電磁的誌録も不実のものとはい

えない場合、鰯えば、金醗磯鴫の役職員が金縁機§§名義で不良貸轡を行ったよ

うなときは、貸付先の預金貸痙紅貸付金を入金する行為は電子計算機に虚偽の

情報を与えたものとはいえないから、本罪は成立せず、背任罪のみが成立する達

ということである｛縮・すなわち・当該椿鞍が入力されることになったその原

露となる法律行為（覆金、貸付、弁済、送金依頼等〉が民事法上有勤である場

合には、その入力される精馨は露偽とはならない、つま吟「真実に反しない蛋
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ないし「事実に反しない∫情鞍である。金離機§§の貸付権譲を有する役職員が

不良貸付を行った場合、蝉内的には権罎濃縮の点で背任罪及び難事法一ヒの責任

が闘われうるが、対外的には当該貸種契約とその緩行は民事法上有効となりう

る。このことから、「真実に反する」ないし「事実に反する」構鞍とはヂ入力

原翼に民事法上の有効性が存在しない」精報という慧鞍であると解することも

できよう。本稿2章で紹介した東京地裁醤決は、仕陶金離機縫であるK信濡余

塵S支唐と被仕向金畿機縫のF銀行丁支店との金隷機翻取弓1において、取携約

款等によってK繕驚金庫S支唐が決済せざるを得ないことか叡この酸吟で当

該入金送金は民事法上有効とみている鋤・もしれない・励・しもと祉s

支唐と丁支店との取引§§係を発生させる法律行為が存在せず、従ってr入力原

露に疑事法上の有効性が存窪しない藩鞍達を入力した以上・入力した情輻の露

偽性は轡定されるのである・結局、事案が本質的には単純な架空入金の事撰で

あったにもかかわらず、それを行為者の支唐長としての権銀の濫罵行為ととら

えて上記の不良貸付の事飼と岡観し魑遷した点で、本覇決は誤りであるといわ

ざるを得ないのである．

　上記の不良貸付の事俸1は、そもそも嘘偽ノ椿鞍」ではないとされる場合で

あるが、瞬じく不良貸付の事擁で入力された精穀に虚偽が含まれていたときで

も、その結果として作鐵された振込先の元緩ファイルの記録警体は「財塵権ノ

得喪、変更二係ル不実ノ電磁的記録達とはいえず、結局、本罪は成立せず背蔑

罪のみが成立するとする見解磁がある。しかしこの見解は、嘘偽ノ椿譲まが

入力されればその時点で本罪の未遂が聡題になるはずであるが・この点をどの

ように考えるのか瞬らかでなく，またr霊偽ノ墜とr不実ノ」の文言は講義で

あるとする立案当局の説轡鋤と一致しないように思われる。この発解におい

て、入力された椿鞍に虚偽が含まれていたときとして示されている具体韓、す

なわち、銀行の支店長が、握保勃の担保懸纏が現実には至徳霧しかないのに2

億霧である冒の縫報を入力したうえで貸付を実行した場合・あるいは・実燦に

は保証人がいないのに保証メ、がいる慈の椿譲を入力したうえで貸付を実有した
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場合、そして手形がないのに手形貸付である鷺の情報をほンピュ一夕に入力し

たうえで貸付を実行した暴食をみるかぎ瞬、これらはいずれも貸付条件に麗わ

る構鞍について虚偽がある場合である・しかし本罪において問題とされるべき

情報の霞騰牲は、財産権の得喪、変更の事実を電磁的に記録するという§的に

照らして醤漸されることになる以上、本罪におけるr清報」は難産権の得喪、

変更を直接的に生じさせる椿報、すなわち鑓座名義人、昌座番号、賑付け、擾

込金額等の鋳鞍に鰻定されるべきであろう．そうだとすれば、貸付条件に纏わ

る欝報等に虚偽があった場合は本罪の嘘偽ノ鋳毅倭に箋たらないことになる。

　（3／「財産権ノ得喪、変更二係ル電磁的記録」の意義をめぐっては発解が分

かれている。まず、立案露係者よれば、r財産権の得喪、変更の事実又はその

得喪、変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって、一定の取引

場面において、その作鐵（更新〉によ鞍事実上当該財産権の得喪、変更が生じ

ることとなるようなものをいう匪｛舗とされている。しかし、rその得喪、変更

を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録3を含めることについては反講説

がある・その譲麺は・r財産権ノ得喪、変更二係ル電磁的記録葺にrその得喪、

変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録涯を含めると・あるシステム

において轡動的に変化していく過程にある記録、つまりコンピュ一夕による鋳

鞍遙理遍程で生じる様々な中聡的・暫定的な寵録までが本罪の電磁的記録と解さ

れる恐れがあ瞬、広がりすぎて購綾要件を不明確にするということである（錨。

なお、F電磁的記録1轟体については定義規定（7条ノ2）があ蔭、その意義・

内容をめぐっても若干の議論があるが本稿では触れない｛縮。

　さて、「財産権の得喪、変更の事実を配録した電磁的記録3としては、銀背

のコンピュータと接続された預金光緩ファイル串の擾金残高の記録、オレンジ

カードやテレホンカード等のプ夢ペイドカード中の残高・度数謁録があげられ

る。それは、これらがそこに記録された鋳鞍によって一一定の財産権、すなわち

金銭的極値を内容とする権利の内容が決定され、権利者がそれに従って権穰を

行使し得るものだからである．換書すれば、これらは電磁的記録の内容の変動

4
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そのものが，ある人の財塵権の得喪、変更を表示しているという結果を生じさ

せるものであるからである／繍。この点については異論のないところである。

　開題は、立案麗係者がいう「財産権の得喪、変更を生じさせるべき事実を記

録した電磁的翫銚にどのような記録商始するかである．この点に関して重

要なことは「係ル∫という文言の意義である．立案溺係者によれば、「縫スル」

としないで罫係ル3と矯定したのは、記録の作鑛（更新／と事実上の財灌権の

得喪、変更の効果の閥の直接的あるいは必然的な連関を慧験するためであった

という醗、従って、この瞳接的あるいは必然的な連灘の有無がこの問題

についての餐擬基準となる．そしてこの基準によれば、難に財産権の得喪、変

更の事実を公護するにすぎない不動産登記ファイル中の記録や、一定の資賂を

護賭する機籠しかもたないキャッシュカードの磁気ストライプ部分の語録は含

まれないことになり、この点については異論がない‘灘。しかしこの基準によ

れば、必然的な連雛さえあれば間接的であってもよいことになり、緩々の具体

的なシステムにおける事務甦蓬の内容及びその過程を考癒1に入れなければなら

ないことからみて、必ずしも一義的な帰結を導く明確な基準とはいえないよう

に思われる．例えば、会縫の従業員の給与振込システムを考えてみると・立案

当驚によれば、鱗々の従業員の俸給額や欠嚢嚢数、残業暗闘などの電磁的記録

は給与額謙算の基礎データにすぎないので腿産権ノ得喪、変更二係ル電磁的

記録」ではなく、これらに基づく計算甦遷の結果として最終的に俸鐵され、振

込実行による不法覇得に最も近接する振込依頼矯磁気テープ上の講録が「財産

権ノ得喪、変更二係ル電磁的記録」に当たるとされている｛3‘㌧　しかし上記の

基礎データをr財産権ノ得喪、変更3に間接的ではあるが必然的な連関をもつ

　「電磁的記録」と解する余地はあるし、そうなれば広範な間接的データが取り

込まれる警能牲も否定できず、本罪の遷擢箋顯の陵界が不明確にならざるを得

ない。また振込実行による不法舞得に畷も近接する遥記録とは、振込依頼絹磁

気テープ、駈の記録ではなく、銀行の預金愛嬢ファイル上の記録である。このよ

うに考えると、■と麗の聴接的あるいは必然的な連騒という基準は適窃では
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なく、むしろ蠕的に喧擾的な連舞麹とすべきである（鋤．そして「係ル」の

意義を「直接的な連関まと解するとすれば、「財産権ノ得喪、変更二係ル電磁

的寵録」はr難産権の得喪、変更の事実を記録した電磁的記録逢のみであると

する上記反麟説が妥当であろう（勢．またそのような解萩は前遠の本罪におけ

る「電子計算機≦の意義にも適窮に最応ずるものである．従って、本稿3章で

紹介したダイヤルQ2事件において、立案当局の見解と講篠に、銀行霧振込依

頼罵フロッピーディスク上の貌録を駆産権ノ得喪、変更二係ル電磁的記録∫

とした裁覇辮の判籔は妥当ではないということになる。

6．おわりに

　以上、最近構次いで鐵された2つの判擁にみられる本罪の闇題点を、立法趣

旨に蕪らしながら整遅し、若干の縷討を待った。これを踏まえて、さらに本罪

について、罪数の開題や今後必ず生じるであろう手続法上の開題を含めた総合

的な検討が必要であることは善うまでもない。これは今後の課題である。本稿

で捲擁した論点は覇韓・実務の集積や学説の展覇によってさらに解明されるこ

とになるであろう。今後、金融機麗のバンキング・システムや精鞍廼遷システ

ムの一層の進展が予想されるが、それとともにセキュ肇ティ・システムも拡充

されてゆくであろうし、またそうでなければならない。本罪の新設によって金

融機関のセキュ婆ティ責務が軽減され．たとみるべきではないからである。金融

機関内での業務管獲・チェック体舗の充実によって金離機縫の内部者によるデ

ータの不正入力行為は未然に防量され、また本罪が成立する余地は少なくなる

ように思われる、ともあれ、金離機麗のオンライン・システムを無稽した不法

孝li得行為がなされた場合、必ず勉の財産犯との関係、とくに鵜益詐欺罪や背任

罪との麗係を吟殊しなければならない点に本葬の特殊性があるといえよう。
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（注萩〉

1葺　鱗えば、中毒藩一一・神出敏雄煽ぎコンどユータ狸罪等に翳する飛法一部改鳶

　　（注毅・改訂増補版薙（欝89年〉、来澤覆濃縮ぎ飛法等一部敗正法の解説ま（姫鱒

　年）、騒弁連・飛法政重態策委曇会編影コンピュータ麓罪と現代聡法遷（璽螂年／

　など参黙．

②　ただ罪数や勉罪との縫孫については幾題が少なくない。この点に麗して、陸

　久羅修「コンピュータ葬歎罪の罪数及び鰹罪との縫孫ま鵯タ787号42頁以下参懇。

鱗　本譜決の評釈として，岩橋義窮畷鐸修534秀23頁以下、渡部惇・警察学論集46

　巻2号i溌頁以下、薦遜典之・ジュ夢スト欝無考95糞以下がある．

縫〉　｛誘薦金庫は｛言罵金庫法上の法ノ、であ穆、｛言舞窪金1輩法には特警三曹｛壬罪墨ま燧定さ

　れていないし、瞬法には海法486条（特幾背無罪〉を準矯する矯定もない。

織　本判決の評毅として．鶴腿六鄭・醗修532号欝頁以下がある。また捜壼醗究4襲

　号磁頁にも簡嶽な紹介がある．なお本件については、牽穣執筆段賠で饑餓大学

　の神撰敏雄教授より縫遊資耕及び貴重な篠教示をいただいた。

麟　ダイヤルQ2の基本的な仕緩み及びその法的鷺題点については、さしあた吟　「特

　集一ダイヤノレQ2の櫛｝オ甚舞響題右軸ま法意ミ45春薩｝26頁以下の松本、　長谷∫鐸、　千森、

　阪本各譲文参窯．

（7／　本｛隼発生羊妾、　NτT　lま公衆叢雲孟機力》らのダイヤノレQ2の零暮絹を停墨とし、　また高

　額テレ本ンカード（39総霧、論§愈讐！の販売・稗欝も停藍する繕鍛をとった。

　健って、今後は本件のような車群は発生しないこととなった．

｛翁　来澤編・前掲婁1注（i建4頁．溝村博ギコンピュ一夕麗罪」ζ淫解特務畢1法補巻（i｝壌

　（欝欝年〉4頁参照。

麟　米澤編・前掲書淫繕玉器頁（的場／、ただし、虚偽の入金データの入力や不蕉

　振替を行い、金離機幾の元緩ファイノレ、鉦の頚欝金残高棄三録を増減させた場合、

　その行為自体が電磁的懇録不蕉俸鐵罪（i継条ノ2〉で処罰される以、｝二．本罪を

　とくに新設する必要はなかったとみることもできる。

・纏　東京地裁八王子支警1畢2・4・23講タ734号249頁（いわゆる青梅鑑驚金塵事

　件／。この事件において裁鵯飛は、本罪新設以麟の行為につき背任罪をみとめ．

　新設後の行為については本葬の成立をみとめた。これまでも霧弼が背任罪にお
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　ける事務処理考の凝念をかな陰緩やかに解殺してきたことは講難のところであ

　る．

麟　摂弁連飛法政歪簿策委義会編・前掲書漣（i建欝頁（浅鐵・藩賀／，縫稿「コン

　ピュ一夕不正舞絹と財産罪達愛罪と瑠罰第3号82頁雛下参黙．

藤　茜灘典之「コンピュータの不董操維と難産獲一改正案246条ノ2の検討」ジュ

　撃スト885骨絡頁以下参懇。なお立案当局はこの見解を否定している。第欝8墾

　衆議羨法務委員会議録嘆弩（羅額62年5月22印滋夏参照

嚢　第欝8繕衆議錠法務委員会議録・麟掲溢泌9頁．

薩　中瞬・神霞継・前掲書瀧韓鴛4頁（大由／参窯．具体的には、大蔵省や警察庁等

　の関連官庁の鶉力でまとめられた「金離機雛等コンピュータシステムの安全対

　策基準」を少なくとも充足する一セキュ夢ティシステムが設定されている必要が

　あろう。（繋〉金離欝鰻システム老ンター霧ぎ金離機薦等コンピュータシステム

　の安全麟策基準墨（簿85年）参窯。

麟　嚢脅連選法改正対策委員会編・競場叢注／鍵磁頁以下，とくに騰3饗（浅葱・

　欝震／参照、

嘘　米澤続・蕪掲婁漣韓鴛3頁（的場）、馨弁連飛法政董麟策委員会癒・表掲書淫

　／鍵覆頁参黙．

麟　鵯鯨ま、金麹機幾の窓舞係員を破歎羅者として詐欺罪の成立をみとめている。

　舞えば、大箏1鱗44・5・29聡録玉7・欝餐、大判大i4・3・2暮遜集4・鴛4、最覇

　昭25・2・24飛集4・2・255など。

鯵　米澤編・前掲書漉韓欝6頁（的場〉参窯。

麟　ウル婆ッヒ・ズィーバーは瞬西ドイツで実燦に発生した事件を講総に分観し

　た上で、その多くの事解が往来の一般的な詐欺罪で捕捉雇籠であること、とり

　わけ銀背縫係におけるデータの不歪操作の場合には常に詐欺罪が適霧できるこ

　とを指摘している。ウル夢ッヒ・ズィーバーぎコンピュータ麓罪と飛沫至』（西

　瞬典之葺圭讃雛訳／（鯵86年〉23§蚕以［不参蕪。通常、金離機聡内における預金

　データの処還隷、単なる機械的作業のみを行う煮の処謹で完了するのではなゑ

　最終的に甦礫されるまでに、一定の処獲権罎を窟する複数人による数嚢の蕪合

　検糞遍程があるといわれている。鴛って、内翻考によるデータの不垂鷺桑俸の場

　合には、「人」に鰭する欺羅・錯誤及び処分鴛為がみとめられうる余地が十分に
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電子誕算機続篇詐欺罪の検討～二つの舞綴を契機として～（大患　弘）

　あると考えられる。なお撥橋・離籍論文注麟8§葵以下参蕪。簸透は金懇機麗癖

　び）事務越礫の篶賂匙が進められているようである，しかし今後とも、F入墨の不

　介在、すなわち処分権鍛者のチェックを皆無にして完全嚢動免するということ

　にはならないであろう。

騰　判縛捻95号i漫頁、本件は、銀行の女子付鼻が蟷末機に虚鶴の入金データを入

　力し露座の残高記録を変更さ猛たというもグ）である。本件の評毅として、鶴鐵

　六鄭・警察学譲集42巻鷲8蚕以下、譲稿・背教桂会論集2巻3号難9頁隊下があ

　る。

鵬　公鷺勃栄登載．事案1ま．銀行の支店長代選ぶ、鋳を知らない係員に鵡末機を

　操俘させて．白磁の隣塵の残高記録を変更させたというものである．渡透憲一・

　魚窮民紀「飛法の一一部改藍（紹舞絡2年）以後のコンピュータ髭罪／嚇・完」警察

　公論45巻3募72頁以下参難。響為者が銀行の役職者であるという点で本稿2童

　で紹介した東京地裁霧決の事案と類継している。本事案の詳鞭が分か辱次第、

　検討したい。

馨　公舞勅未登載．事案は、行為者はコンピュータ機難の検奮員を装レ・、農編畿

　張翫のオンラインシステムの端末機を操律して、属農鶴の縫支瞬に露殺してい

　た瞬塵の残高詳録を変更させたというものである。渡辺・角欝鋳掲論文淺雛73

　頁参蕪．

鰭　講タ734号249頁．濫輸参黙．

講　補益窃盗不逃罰の理講的掻麺としては、農事鱗裁ないし青酸鰯裁の可能性、

　特甥法1こよる麹罰の穫能灘…、灘益窃盗の手段1方法に対卜する麟法による処罰の可

　能姓、及び被害の軽微性などが考えられる．浅霜融茂「羅益窮盗不越罰の穣擁」

　β弁連麟法改蕉薄策委費会編・麟掲書激騰3藝以下参難。改運選法華案339条の自

　動設儀不足利絹・無賃乗車罪に帰するその猛罪姥の必要婬と効果をめぐる疑麗

　と概魑については．平場安治、平場・平野継ぎ理法改正の醗究2各星縫38§葺参

　際。また、教宣灘法華案が懲役飛のほかに繋金瑠をも鑑定してレ・たことから．

　2妬条ノ2にも罰金飛を綬定すべきではないかとの議論もあった．こ蕊について

　は、嚢動設備の不正零輯1行為であっても被霧金額が必ずしも軽微とはいえない

　場合が今後多くなると考えられること、また罰金飛の導入は現行法の難産麗罪

　の廼罰体系からみて濠楽でなく、具俸的な事案において、なお愚醗であれば選
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　訴猶予鎚分にすることで具弊：的に妥灘な越蓬が蒲筵であること等が立案裏撮か

　ら示されている（来澤編・羨鶴書淫韓貿頁以下、第欝8繕衆議錠法務委員会議録

　　薩揚淫麺25資参照〉、しかし立法当檎から起訴猶予を念頭におかなければなら

　ないような立法嚢体に縫題があったと言わなければならないであろう　（欝弁連

　飛法政垂韓策委員会纏・表掲書淫（蹟52頁参黙〉．

鱒　第i総懇衆議錠法驚委員会議録・前掲瀧麟22頁参蕪。

鶴　第欝8回衆議院法務委員会議録・前掲淫麟嬉頁参懇。

縫　来澤縞・議場書濫韓鴛生頁琢下（的場〉、湾替簿・繭掲論文漉麟曇資。

購　馨弁連羅法政疋雑纂委員会編・蕪掲書淫綿綿2頁（浅繰・攣翼翼

鱒　来澤編・前掲書淫／鍵盤頁（横島〉。ただし、醸弁連飛法改豊婦策委員会霧・

　霞至掲書港三韓難違2頁（足立〉は、本罪の場合の定義とは異な箸立i秦蓑肇’轟華こよる定義

　と講じである。いず蕊にせよ、本質的な違いはないであろう。

饑寒澤癒・表掲書漣脇慧2頁（的場〉、来澤・大コンメンタール欝巻（欝89年〉

　蔦7頁、畦弁連飛法政歪嬉策委員会編・前鶏書セ主緯葺3嚢、中出・神出霧・薦掲

　霧溢韓捻6頁以下（大蟻〉参熱。

鱗　薩雛・前掲i論文灘3197嚢。

麟　米澤綴・前掲書淫（欝欝頁（的場〉．なお、電磁的記録不死焦鐵罪（董撰集ノ2〉

　における「不死二」とは、立案当局によれば、「権限なく∫またはr権罎を濫罵

　して豊の意味であるとされている．第欝8霞衆議錠法務委員会議録・前掲涯瞼9

　頁、i3頁、22頁以下、米澤編・繭掲書淫綴目7頁（鶴遜・横暴）参難。しかし、

　この聴鰻なく三家たは軒権鰻を濫羅して」の内容については、周知のとお触

　見解が分かれている。詳継は率由・神出編・麟掲婁潅（i｝74頁以下（撫藤〉参黙。

鱒　来澤編・前掲書漉（鍵盤賛（的場）。

鱗　醸弁連講法改憲対策委員会纐・表掲叢漉緯i58頁以下（浅蟹・簿賀〉参蕪。

鱒　詳細は、中出・神出纏・前掲書淫轡57頁琢下（辮ll）、鷺弁遮灘法政琵懸策委

　員会編・藩掲書淫轡鱒頁以下（平野・渡辺〉参照。

鱒　第欝8麟豪議院法務委員会議録・麟掲濫麟馨頁参黙。

繍　来澤癒・麟掲叢注掛雛8頁（的場／参蕪。

磐　米澤編・蕪掲書涯緯鴛i頁（的場〉、馨弁連鍛法改姦婦策委員会編・前掲書注

　繕欝9頁（浅遜・静賀〉、中毒・神憑霧・前掲書漉韓鴛§蚕（大緯／参蕪。
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電子計算機後馬詐欺罪の検討～二つの判携を契機として～（大綬　弘／

鱒　米澤纏・麟掲書荘緯簸g頁以下〈的場）参窯。

瞬　率由・神出纏・縫揚書淫（鍵25頁（大鱒では、縫垂結牲達と表現している。

　なお、瀦樗博・薄霧論文濫鯵騒頁では、薩接的、必然的な達灘となっている

　が、具体鱗の解釈につ恥ては本穣と異なる．

鯵　舞弁連舞法鼓董対策委員会糎・前掲書港i韓蔦3頁以下（浅瞬・解賀〉参熊。
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