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瀧川ゼミ 

GPSによる電子監視制度 

二見友也 半田茉利奈 竹尾さりい 

A.論点 

強姦・強制わいせつの同一罪名再犯者の更生を鑑み、国会で刑罰を終えた者に対して、GPS による電子監

視を行う法律を作ろうとしている。あなたは当法律に賛成、反対もしくは部分的賛成・反対か。 

新法 

強姦・強制わいせつを犯した者の内、同一罪名再犯の危険性が高いと思われる者に対

して、刑事罰を終えた後、一定期間の間、身体に GPS 装置をつけ、監視することとす

る。また、監視につき、以下の条件を付す。 

・侵入禁止区域に入ると当人に連絡が行く 

・居住禁止エリア 

・時間帯による移動禁止処分 

・違反した場合（無理やり取り外すなど）は禁錮５年に処す。 

 

当法案を以下の事案に当てはめると以下の GPS 監視が行われる。 

男性 Aは女児 B（当時１１歳）に対して、１３歳未満であることを知りながら、同女にわいせつな行為を

する目的で誘拐し、わいせつな行為をした。A は過去に少女を対象とした強制わいせつ、強姦罪にて、懲

役３年及び懲役１０年に処せられたにも関わらず、またしても犯行に及んだとして、懲役６年に処せられ

た。 

・出所後１０年間男性の足首に GPS 装置をつける。 

・全国の幼稚園、小学校の周囲５０メートルには接近禁止。 

・全国の幼稚園、小学校の周囲５０メートルには居住禁止。 

・１３歳未満が強姦・強制わいせつに遭いやすい１３〜１９時に職場・自宅・通勤経路付近にいなければ

ならない。 
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B.資料 

1. GPSとは 

GPS(Global Positioning System, 全地球測位網)は、地球上の位置を測定するためにアメリカが打ち上げて

いる衛星である。衛星の数は現在 24 機（予備機を含むと常時 30機）で、「現在位置」「現在時刻」を発信し

続けている。地球上のどこにいても上空に 4機以上の GPS衛星が存在するように配置されている。 

「GPS衛星受信機」が GPS衛星の電波信号を受信し、受信機は信号がとどくまでにかかった時間に電波の速度を

掛け算して、特定の衛星と受信機の距離を計算する。3 つの衛星から受信した情報で計算をすると、位置が特

定できる。計算には誤差が生じるため、正確な位置を知るためには 4つの衛星からの情報が必要とされてい

る。さらに、連続で安定した高精度測位のためには 8機以上の衛星が見えることが望ましいとのことである。

https://www.cyzen.cloud/news/20150224-gps  
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2. 諸外国における GPS による監視 

(ア) アメリカ 

アメリカでは人口 10 万人中の性犯罪の発生率が 28.1（2015 年）と、世界的に見ても高い数値となっている。

高い性犯罪率が問題となる中、その対策としてアメリカが制定した法律が二つある。それがミーガン法とジェシ

カ法だ。いずれも性犯罪事件の被害者女児の名前に由来している。ミーガン法は現在 50 州すべての州で、ジェ

シカ法は 18 州が州法として制定している。 

 

〈ミーガン法〉 

 

 1994 年、ニュージャージー州で、ミーガン・カンカという 7 歳の少女が一人で外出してから 24 時間後に、自

宅から数キロ離れた公園で、強姦されたのち殺害されるという事件が起こった。容疑者はミーガンの家の向かい

に住む男で、彼は過去に二度、5 歳と 7 歳の少女に性的虐待を行っていた常習者であった。しかし、彼の経歴は

近隣住民の誰もが知らなかった。これに対し、ミーガンの両親は過去に二度も幼児への性犯罪で有罪になってい

る人物が近所に住んでいることを知らなかったことが事件の要因であると考え、近隣住民に性犯罪者が住んでい

ることを知らせる法律の制定を求めた。 

こうしてニュージャージー州で制定されたのがミーガン法（Megan’ Law）だ。これは性犯罪者情報公開法で

あり、一般に性犯罪者を様々なメディア、場合によってはインターネット上で個人情報を公開して身元を特定す

ることを司法権力に要求するものである。法律に基づいて公表される性犯罪者の情報は一般に、氏名・生年月日・

住所・顔写真・目および髪の色・人種・犯した罪・狙われた相手の性別および年齢などであるが、刺青の有無ま

で詳細に記載されている州もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Sex Offender Registry ニューヨーク 
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Location / Address 

You Entered School Offender Moved In / Out 

Offense Against Child 

Offender Home Offender Other 

Rape 

Offender Home Offender Other 

Sexual Battery 

Offender Home Offender Other 

Other Offense 

Offender Home Offender Other 
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〈ジェシカ法〉 

 

ミーガン法施行時には数万人の登録者数から始まったが、成立から 11 年が経過してもその登録者は増加する

一方だった。情報公開制度により、同じ性犯罪前歴者が集まってコミュニティを作るようになり、ますます犯罪

傾向を強めたとも言われている。また、告知された性犯罪前歴者の家が襲撃されるなどの事件も発生している。 

そんな中で、2005 年 2 月 23 日、フロリダ州でジェシカ・ランスフォードが、過去 30 年間に性犯罪などで 24

度も逮捕歴がある男に誘拐されて、暴行・殺害されるという事件が起きた。 

この事件を受けてフロリダ州は、性犯罪者に対してより厳しい措置をとる法改正に踏み切った。ここで成立し

たのがジェシカ法だ。フロリダ州におけるジェシカ法は以下のとおりである。 

 

①12 歳未満の児童に対する性的虐待に対する法定刑を、懲役刑では最高で終身刑、最低でも禁固 25 年（仮釈は

なし） 

②出所後は、終生保護観察機関として、所在を監視できる GPS 装置の装着が性犯罪者に義務付けられる 

③性犯罪者が住所の登録を怠ると、禁固 5 年の罰刑を処する 

④性犯罪者に居場所を提供することを重罪として処罰する 

 

ジェシカ法制定の動きは各州にも拡大しており、現在 18 の州が州法として制定している。例えば、2006 年 11

月に成立したカリフォルニア州のジェシカ法は次のようなものである。 

 

①性犯罪者として登録されたものは、学校及び園やデイケア施設（子供用）から 2000 フィート（約 600 メート

ル）以内に住んではならない 

②自分の子供が通っている学校以外のすべての学校の近くを通ることも許されない 

③そのような者の居場所を生涯 GPS で追跡する 

④この法を破った場合、1000 ドル（約 11 万）以下の罰金と 6 か月の服役が科される 

 

ジェシカ法が制定された 2005 年の犯罪発生率が 31.8 であったのに対し、現在は 28.1 と、若干の減少を見せて

いる。 
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(イ) 韓国 

2008 年 9 月から性犯罪者に対する電子監視を正式に制度として確立。 

 

対象者及び法律 

 2008 年 特定性暴力犯罪者（「特定性暴力犯罪者に対する位置追跡電子装置装着に関する法律」） 

 2009 年 性犯罪に加え、未成年者対象誘拐犯罪者（「特定犯罪者に対する位置追跡電子装置装着に関する法律」） 

 2010 年 殺人罪も追加  

 

背景 

 韓国の重大犯罪の発生件数の推移 

（出典：www.moj.go.jp/content/000084726.pdf） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界のレイプ発生ランキング 

（出典：Statistic Brain http://www.statisticbrain.com/rape-statistics/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

〈制定のきっかけ〉 

・2006 年 2 月 小学生強姦殺人事件 

龍山小学生性暴行殺害事件（ヨンサンしょうがくせいせいぼうこうさつがいじけん） 

2006 年 2 月 18 日に買い物に行った女子小学生（当時 11 歳）が行方不明になり、16 時間後に惨殺体となって発

見された事件である。女子小学生がテープを返すためレンタルビデオ店に行ったきり、帰ってこなかった。そし

てソウル郊外の京畿道抱川市の倉庫近くの空き地で、首のあたりを凶器で突かれ全身火傷を負った惨殺死体とし

て発見された。 

犯人は近所に住む靴屋（当時 53 歳）で、通りかかった女子小学生に靴をタダであげると誘い出しレイプした後

殺害 2005 年 7 月に 4 歳児に対する強制わいせつで懲役 1 年執行猶予 2 年の判決を受けたばかりの性犯罪の常習

犯であった。 

・2007 年 12 月 ヘジン・イェスル事件 

・2008 年３月 小学生の 拉致未遂事件 

→以上三件の性犯罪の前科等のある者の同犯罪の事件が立て続けに起こったことにより、国民の間で不安感が広

がり対策を要求する声が高まった（それまでは人権侵害として反対する声も多数あった）。 

 

 

韓国で使用している GPS 装置 

 

・韓国の装着期間は最大 10 年間 

・①電子ブレスレット、②携帯用追跡装置、③在宅監督装置の三つの装置 

・衛星位置確認システムと移動通信網を使用して該当者の位置を確認する装置。足首から外そうとしたり切断し

たりなどの行為がおこなわれた場合、自動的に管理センターへ報告される仕組みになっている。 
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目的 

…特定犯罪者の「再犯防止」と「性格の矯正を通じた再社会化」を図り、犯罪から国民を保護すること 

① 電子装置装着命令 

② 仮釈放 

③ 執行猶予期間 

→このいずれかの場合に裁判所から電子装置の装着命令が下される。 

 

装着されている間は保護観察官による 

① 位置追跡確認システムによる行動追跡  

② 処遇計画策定、面談して指導  

③ 特別遵守事項その他義務的事項の監督  

が主に行われる。 

 

特別遵守事項 

電子装置を装着する際、並行してつけられる遵守事項 

いくつかある遵守事項のうち一つ以上を付加することができるとされている 

①  夜間など特定時間帯の外出制限 

（例）毎日夜 23 時から翌朝６時 30 分まで、保護観察所に申告した住居地に泊まること 

② 特定地域・場所への立入禁止  

（例）小学校，幼稚園及び児童保育施設へ立ち入らないこと。 

 居住地域の制限  

（例）住居を特定の更生保護会館とすること 

③ 被害者等特定人への接近禁止 

 （例）被害者及びその家族から 100 メートル以内に接近しないこと  

④ 特定犯罪治療プログラムの履修 

（例）保護観察所で実施する性暴力治療プログラムを 100 時間履修すること 

⑤ その他装着命令を宣告される者の再犯防止と性行矯正のために必要な事項 

 

もしこれに違反した場合は、罰金となる。 

電子監視による結果 

・施行一年の成果 

施行後一年で 472 名が GPS 装置を装着しており、うち一名が性犯罪の最判で逮捕されているが、同種の犯罪に

よる再犯率は 0.21％まで下がった。そしてその再犯者一名は、GPS での位置追跡情報が決定的な証拠となり逮

捕されている。また 2004 年から 2008 年間の性暴行犯罪者の再犯率は 14.1％であったのに比べて、制度施行後

の 2009 年から 2014 年までは 1.7％にとどまり、88％も再犯率が減少したという結果が出た。 

・現在 

2016 年 6 月現在 2501 人、これに対し保護観察の専任要員は 119 人で、1 人が同時に約 20 人を監視している状

態となってしまっている。 

2016 年 6 月 20 日、GPS 監視対象となっていた特殊強盗強姦の前科者が殺人容疑で逮捕された事件が起きた。 

 →位置は追跡できても、犯罪事態を防止することはできない。 
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電子監視装置の種類 

 

・固定式電子監視 

固定式電子監視は、対象者に一定時間、一定場所に滞在することを義務付け、居宅滞在状態の位置情報確認を

電子監視により行うもの。 

ブレスレットから発信される無線信号を、住居に設置された受発信機が受信し、在宅の有無を電話回線経由で

モニタリングセンターのコンピュータが監視する。指定された時間帯に対象者が指定場所を離れたり、機器に

損傷を加えると、モニタリングセンターから監視センターへ警報が伝達され、監視職員が対象者宅に架電また

は訪問等を行って状況を確認する。  

  

・移動式電子監視 

韓国の例で出てきた装置。 

移動式電子監視は 24 時間 GPS 装置によって対象者の位置情報の特定や移動履歴の確認、対象者に課せられた

義務・禁止事項の遵守状況確認及び違反行為の確認を行うもの。 

携帯電話の通信網を利用する測位方式を併用して位置を把握する無線の送受信記録監視システムである。被装

着者に付けられている携帯用追跡装置が受信した無線信号を、移動通信ネットワークを介して，中央コンピュ

ータに送信することにより、ほぼリアルタイムで位置情報を把握することができる。

 

（出典：http://www.moj.go.jp/content/000084726.pdf） 

 

  

http://www.moj.go.jp/content/000084726.pdf
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(ウ) フランス 

フランスにおける GPS の活用は２通りある。目的や実装方法は異なるが、共に本人の同意を必要とする。 

 

① 固定型電子監視 

1. 概要 

一つ目は「固定型電子監視」と呼ばれる、１年以下の拘禁刑の代替策として電子監視措置であ

る。具体的には、対象者に一定時間、一定場所に滞在することを義務付け、居宅滞在状態の位置

情報確認を電子監視により行うものである。 

 

2. 趣旨 

同制度は短期拘禁刑の自由拘束による弊害の回避，再犯防止の強化及び対象者の社会内生活維持

による社会復帰の促進を趣旨としている。フランスでは就労・学業・家族関係などの維持・社会

復帰の促進・再犯防止を図る観点から、公益奉仕労働の刑、日数罰金の刑などの「刑罰の修正」

が取り入れられている。その一環で、当制度が導入された。 

 

3. 対象 

ア 判決裁判所による拘禁刑の代替（刑法 132-26-１） 

イ 刑罰適用判事による拘禁刑の代替（刑訴法 723-７） 

ウ 残刑期の代替（刑訴法 723-７） 

エ 仮釈放の条件（刑訴法 723-７） 

オ 「半自由」及び「外部収容（委託）」の代替（刑訴法 723-７-１） 

※これらについては以下のどれかを満たさなければならない。 

・ 社会復帰のための学校教育あるいは職業訓練を受けていること 

 ・ 就労していること（定職又は臨時雇用） 

 ・ 家族生活に中心的な役割があること 

・ 薬物又はアルコール依存等で治療の必要があること 

カ 受刑者の早期釈放（刑訴法 723-28） 

キ 未決の予審対象者の電子監視付居住指定（assignation à residence avec surveillance 

électronique） 

 

4. 位置確認の方法 

 

 位置情報の確認は，無線電波（ＲＦ）方式による。対象者は，本人識別信号を発信する電

子ブレスレット（長さ 72 ミリメートル，幅 35 ミリメートルの発信機に幅 18 ミリメートルの

バンドが取り付けられている。重さ 70 グラム。写真参照）を足首に装着し，ブレスレットか

ら発信される無線信号を住居に設置された受発信機（ホームモニタリングユニット。写真参

照）が受信し，在宅の有無を電話回線経由でモニタリングセンターのコンピュータが監視す

る。 

 

対象者への電子ブレスレットの着脱は施設職員が行い，監視機器の提供，指定場所への受信
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機の設置，モニタリングは委託業者が行っている。指定された時間帯に対象者が指定場所を

離れたり，機器に損傷を加えると，モニタリングセンターから行刑施設内の監視センターへ

警報が伝達され，監視職員が対象者宅に架電又は訪問等を行って状況を確認する。 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 「RAPPORT D’INFORMATION N° 4421」 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/13/rap-info/i4421/(index)/rapports-

information/(archives)/index-information-comper 2017 年 4 月 23 日閲覧 

 

5. コスト 

刑務所収容コストが，一人１日当たり 75 ユーロ（約 9,000 円，１ユーロ＝121 円の場合）に対

し， 固定式電子監視（ＰＳＥ）は 13 ユーロ（約 1,600 円）であり，拘禁よりコストがかなり低

い。なお，措置に伴う本人の費用負担はない。 

 

6. 効果 

本調査は，2000 年 12 月１日から 2003 年７月１日までの間に固定式電子監視（ＰＳＥ）措置終了

となった 580 人（うち有効調査人員 492 人，同期間の措置対象者の 90％に当たる。）について，

拘禁施設釈放後５年間の再犯状況（有罪判決が確定したものをいう，以下この章におい て同

じ。）について調査したものである。再犯者の再犯による科刑状況は，対象者のうち，204 人

（41.5％）に再犯が見られた。 

 

② 移動式電子監視 

1. 概要 

性犯罪等の重大犯罪の再犯防止及び被害者保護を目的に導入されたのが移動型電子監視である。

対象者の位置情報の特定や移動履歴の確認，対象者に課せられた義務・禁止事項の遵守状況確認

及び違反行為の発見等を装置装着によって行うものである。移動式に関しては、対象者の危険性

と再犯可能性を証明しなければならない。 

 

2. 対象者 

(ア) 社会司法追跡調査（suivi socio-judiciaire, ＳＳＪ）（刑法 131-36-１） 

拘禁刑の終了後の一定期間，刑罰適用判事の監督下で再犯防止のための監視と援助を受

けることを義務付けるもの 

(イ) 仮釈放（刑訴法 731-１，D.539） 

仮釈放は，拘禁受刑者に社会復帰と再犯防止のため，拘禁刑執行途中に刑の執行を仮に

免除 し，仮釈放の取消しがなければ，刑の執行を終了したものとする措置（刑訴法

729）である。 

(ウ) 保安留置が適用されている者の外出時の義務事項としての付加（刑訴法 706-53-22） 

 

(エ) 電子監視付居住指定（刑訴法 137，同 142-５，同 723-30，763-３） 
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3. 監視方法 

国内のどこにいても位置情報が確認できる発信機を身に付けなければならない（刑訴法 763-

12，同 R61-22）。 対象者は，電子ブレスレット(固定式電子監視（ＰＳＥ）の場合と同一 仕様)を

足首に装着する。同時に，携帯式追跡装置をベルトに吊り下げるなどして携行する。 追跡装置

は，ＧＰＳ（全地球測位システム）により対象者の位置を特定し，ＧＰＳ信号の受信トラブル等

で衛星測位が機能しないときは，ＧＭＳ（携帯電話通信信号）を利用した測位システムによって

位置を特定し，監視センターに位置情報を転送する。 

さらに，このシステムでは，自宅や勤務先等に固定式受信機を取り付け，携帯受信機の電波を監

視センターに伝達することにより，在宅状況や勤務状況もより確実に把握できる。 電子ブレスレ

ットが，携帯式追跡装置から２～３メートル離れたことを監視センターが確認すると，監視セン

ターは直ちに警報を中央監視センターに発報し，中央監視センターは直ちに対象者に連絡を取

り，違反の有無を確認するという手順が取られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 区域・時間帯の指定 

対象者には，①許可又は指定区域，②立入禁止区域，③緩衝区域が指定される（刑訴法 R61-

25，同 R61-12）。 ①は，自宅や勤務地等，指定時間に滞在していなければならない区域，②は,

被害者宅や学 校等指定時間以外接近できない区域，③は，①・②の周辺区域であり，それぞれの

区域に該 当する場所と所在してよい時間が設定される。警報が発報されるが，警報が発せられる

それぞれの区域からの距離や猶予時間（特に指定されない場合は 10 分）等も設定される。 

 

5. コスト 

実施コストは、刑務所収容コストが１日一人当たり７５ユーロ（約９０００円、１ユーロ

１２１円）に対し、移動式電子監視は３０ユーロ（約３６００円）である。 

 

6. 違反時の対応 

これまでの措置が取り消され、収監されることがある。また、保安監視の場合はセンター

に３か月留置される。 

  

（出典：http://www.moj.go.jp/content/000084704.pdf） 

http://www.moj.go.jp/content/000084704.pdf
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3. 日本の現状 

(ア) 日本と諸外国の犯罪発生数比較のグラフ（諸外国との比較、窃盗、傷害、殺人、強姦） 

これらの表を見てわかるように、日本における犯罪発生率は他国に比べ、全体的にきわめて低いこと

がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務省、2017、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日

2017年 4月 25日。より。 

殺人 

強姦 

強盗 

窃盗 

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
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(イ) 日本における刑務所の収容収容人数・収容率 

現在日本における収容人数は以下のように推移している。 

平成 27年末現在において、収容定員が 8万 9,807人であるところ、収容人員は 5 万 8,497人、このうち

既決の人員は 5万 1,906 人、未決の人員は 6,591人であった。収容率は全体で 65.1％であった。 
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(ウ) 一人あたりのコスト 

厚生労働省が公開している、平成 24年度の被収容者一人一日当たり経費は１５３６円である。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002fjpt-att/2r9852000002fjv3.pdf 

 

4. 日本における再犯 

(ア) 日本における再犯率 

 
法務省、2017、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日

2017年 4月 25日。より。 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002fjpt-att/2r9852000002fjv3.pdf
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
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(イ) 前科有無率（メイン刑罰） 

① 犯罪者全体における前科の有無別構成比 

この表は罪名別に、前科があったかなかったか、また、前科があったとしたら、同じ罪名の前科

だったのかについて示している。 

これを見てみると、最も同一罪名有前科者が多いのは恐喝であり、19.8%である。 

強姦は 6.4%、強制わいせつは 8.5%とほかに比べて低いことがわかる。 

 
法務省、2017、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日

2017年 4月 25日。より。 

 

 

② 再入者の前刑罰名別構成比 

再び刑務所に入った人のうち、前科がある人について、いずれの刑罰に当たったのかを示してい

る。性犯罪については、性犯罪から性犯罪へ移行する人が約３５～４０％いることがわかる。 

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
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法務省、2015、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html、最終閲覧日 2017

年 4月 25日。より。 

③ 再犯期間（どれくらいでもう一度罪を犯すか、強姦のみ） 

再び刑務所に再入所した人がもう一度罪を犯すまでの期間を示している。 

 

 

法務省、2016、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日

2017年 4月 25日。より。 

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
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④ 再犯者率の推移 

強姦・強制わいせつについて、再犯者率を調べてみると、毎年４０～５０％を推移しており、横

ばい傾向にあることがわかる。 

 

法務省、2017、『犯罪白書』、http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日

2017年 4月 25日。より。 

 

 

⑤ 性犯罪の年齢別被害状況、時間帯など 

1. 時間別発生状況 

見てみると、朝からお昼までが多いことがわかる。 

 

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/mokuji.html、最終閲覧日2017
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警 視 庁 、 2017 、 「 こ ん な 時 間 、 場 所 が ね ら わ れ る 」 、

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日 2017年 4月 25

日。より。 

2. 時間別発生状況（13歳未満） 

１３歳未満の時間別発生状況は１３～１７時までに多く発生していることがわかる。 

 

警 視 庁 、 2017 、 「 こ ん な 時 間 、 場 所 が ね ら わ れ る 」 、

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日 2017年 4月 25

日。より。 

 

 

  

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日2017年4月25
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日2017年4月25
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日2017年4月25
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/koramu2/koramu8.html、最終閲覧日2017年4月25
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(ウ) 日本の矯正プログラムの現状 

 

日本での性犯罪者は、「保護観察付の刑執行猶予」と判決が下された場合、性犯罪者が保護観察所で「性犯罪者処

遇プログラム」を受講することとなる。 

 

性犯罪者処遇プログラム 

① 性犯罪のプロセス ②認知のゆがみ ③自己管理と対人関係スキル ④被害者への共感 ⑤再発防止計

画の５段階の課程で構成され、２週間に１課程ずつを履修する。受講する者は、心理学などの専門的知識

を身につけた保護観察官とともに、ワークシートに基づいてそれぞれの課程に関する振り返りを行い、

最終的には具体的な再犯防止策を習得していくことになる。 

 

プログラムの種類 

 
（出典：www.moj.go.jp/content/000002036.pdf） 

 

事例 特別処遇実施班における取組 

A 保護観察所には特別処遇実施班が設置されており，班長 1 人を含む 6 人の班員（男性保護観察官 3 人，女性保

護観察官 3 人）により，性犯罪者処遇プログラムを実施している。 

導入プログラムの対象者に対して，保護観察の初回面接の際に，班員が，コア・プログラムの概要と日程を説明

した上で，本件性犯罪及び過去の性犯罪に関する基本的な調査や再犯防止に向けた意欲についての評価を行うシ

ート（アセスメントシート）を交付し，コア・プログラムのセッション A の際に同シートを持参するよう指示し

ている。 

コア・プログラムの前記アセスメントシートを用いた面接とセッション A は，2 人の班員が 1 人の対象者に対し

て，個別処遇により実施している。コア・プログラムの B から E の各セッションでは，男性と女性の班員がペア

で一つのグループの進行役になり，集団処遇でコア・プログラムを実施している。 

コア・プログラムの実施期間は，開始から修了まで 3 か月から 4 か月程度であり，1 回のセッションは 2 時間で

ある。一つのグループは，おおむね 3 人から 5 人の対象者で構成されており，対象者の選定に当たっては，同一

の刑事施設において同じグループで性犯罪再犯防止指導を受講した者や住居が近い者等を同じグループで受講

させないなどの配慮をしている。 

進行役の保護観察官は，グループワークの効果を上げるため，対象者の発言に対して他の対象者から発言を引き

出すようにしたり，対象者相互に気づきが深まって共感が生まれるよう工夫したりするなど配慮している。ある
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グループワークを終えた対象者からは，「グループで行うことで，他の人の意見を聞くことができ，いろいろと気

付いたことがあった。」，「考えを共有し合うことの大切さが感じられた。」といった感想が述べられていた 

 

 

 

（出典：平成 27 年版

犯罪白書  

http://www.data.go.jp/data/dataset/moj_20160209_0014/resource/6ee01f32-4036-4b87-8c42-76d29d8085d6） 

 

 

プログラムの効果 

 

プログラムの受講群と非受講群で，受講群はプログラムを修了した性犯罪者 3,838 人（仮釈放者 2,528 人，保護

観察付執行猶予者 1,310 人）、非受講群は性犯罪者処遇プログラムが未だ導入されていなかったためプログラム

を受講していない性犯罪者 410 人（仮釈放者 285 人，保護観察付執行猶予者 125 人）であった。調査は，この

受講群と非受講群の再犯の発生状況を追跡調査（最長 4 年）する方法により行われた。 

この調査の結果，①全ての再犯について受講群の方が非受講群よりも推定再犯率が低いこと，②性犯罪の再犯に

ついても受講群の方が非受講群よりも推定再犯率が低いこと③性犯罪の再犯を，強姦，強制わいせつ及びその他

（下着盗，露出，窃視，児童買春等）の罪名別で見ると，いずれも受講群が非受講群よりも推定再犯率が低く，

取り分け強制わいせつとその他は，統計的に低いことが明らかになった。（法務省資料より） 

 

性障害治療機関 

http://www.data.go.jp/data/dataset/moj_20160209_0014/resource/6ee01f32-4036-4b87-8c42-76d29d8085d6
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上記の性犯罪処遇プログラムの対象者は、一部の性犯罪加害者に限られている。 

性障害専門医療センターは、日本で唯一の性障害の治療を行っている NPO 機関である。 

 

 

 

・主な活動 

① 個人の治療 

性犯罪者・性的嗜好障害者を対象にグループプログラムを通した治療を提供。 

② 専門家とのネットワークづくり 

医師、臨床心理士、弁護士、矯正施設職員、その他の専門家と協同作業をすることで、性犯罪者・性的嗜好

障害者に対し、幅広い援助活動。 

③ 社会に向けた情報発信 

性犯罪者・性的嗜好障害者に関するリスクアセスメントツール、書籍などの出版活動を通し、一般社会に幅

広く情報発信。 

④ 実証にもとづくプログラムの提案 

性犯罪者・性的嗜好障害者を対象とした実証にもとづく治療パッケージを提供。 

（http://www.somec.org/somec.html より） 

 

5. 日本の法律 

(ア) 強姦 

• 刑法第 177 条 

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。

十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 

強姦罪の主観的な構成要件）として、「姦淫」を目的として、暴行・脅迫を開始した時点で強姦罪は実行に着手

したとみなされる。暴行・脅迫の判断基準は、「抵抗が著しく困難」な場合とされる。強姦罪は重罪とされている

ため、原則的に執行猶予はつかず、保釈も認められないことがほとんどである。 

・強姦罪/強姦未遂罪/準強姦罪 

3 年以上の有期懲役。                      

・集団強姦罪 
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加害者が 2 名以上で被害者を強姦する罪。刑罰は 4 年以上の有期懲役になり、通常の強姦罪よりも重い罪にな

る。 

・強姦致死傷罪 

強姦の末、被害者をケガさせたり死亡させた場合の罪。罰則は 5 年以上の有期懲役で、被害者を死亡させるな

どの場合は、無期懲役もある。 

 

(イ) 強制わいせつ罪 

• 刑法 176 条  

13 歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6 月以上 10 年以下の懲役に処

する。13 歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

 

• 強制わいせつの例 

・児童買春 

・痴漢 

・性的嫌がらせを行なうセクハラ 

など 

 

・強制わいせつ罪/準強制わいせつ罪 

六か月以上十年以下の懲役  

・強制わいせつ致死傷罪 

強制わいせつの結果、被害者が怪我や死亡してしまった場合、無期または 3 年以上の懲役が科される。 

  

• 性犯罪以外と比較すると・・・ 

・傷害罪 

刑法 204 条「人の身体を傷害した者は、15 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する」 

・暴行罪 

刑法 208 条「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2 年以下の懲役若しくは 30 万円以下の罰

金又は拘留若しくは科料に処する」 

・殺人罪 

刑法第 199 条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは 5 年以上の懲役に処する」 

→強姦罪には罰金刑がなく、殺人罪の次に重罪とされている 

 

6. 保安処分に対する日本の立法について 

保安処分とは、狭義の処分制度であり、触法行為を行った精神障害者や物質依存などのある者に対する

治療処分や禁絶処分、累犯者など再犯の危険性が高い者の再犯防止を目的として、保安施設に拘禁する保

安拘禁などが挙げられる。前述の諸外国における GPS による電子監視制度は保安処分にあたるといわれて

いる。 

現在の日本においては、非行少年に対する保護処分や売春防止法に基づく補導処分はあるものの、狭義

の処分制度については用意されていない。触法行為を行った精神障碍者対する治療を目的とした施設への

収容を命ずる心神喪失者等医療観察法については保安処分に当たるのではないかという議論がある。 
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