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児童搾取・誘拐、子どもに対する性犯罪と
性犯罪者登録
子どもに対する性犯罪や誘拐等の犯罪に関し

会

ては、アメリカでは性犯罪の前科を有する者の

第 110連邦議会(2007-2008年) で成立した3 法律

監視という方法で、再犯防止が目指されてきた。
性犯罪者の情報の登録とその情報の一般公

はじめに

開に関しては、州の立法が先行して行われてい

第110 連 邦 議 会 (2007-2008年) に お い て、 児

た。連邦レベルでは、1994年暴力的犯罪の抑止

童ポルノ規制強化と性犯罪の前歴がある犯罪者

と法執行に関する法律が制定された。その中の

に対する監視強化の 2点を大きな柱とする法改

ウェッターリング法が1996年に改正された結果、

正が行われた。

連邦法により性犯罪者の情報公開が各州に義務

（注1）

（注2）

（注3）

この動きの背景にあるのが、インターネット

付けられることとなった。具体的には、連邦が

上での児童ポルノ犯罪及び子どもに対する性犯

ガイドラインを策定し、登録等の実施について

罪の増加である。また、児童ポルノと子どもに

は各州の法執行機関が行っている。

（注4）

対する性犯罪との関連性についても着目されて
いる。

次に制定された 2003年児童を誘拐及び性的
（注5）

搾取から保護するための法律（PROTECT法）で

インターネットの普及により、児童ポルノを

は、児童ポルノやその素材、児童ポルノの作成

所持、利用する方法が複雑化、多様化したこと、

及び頒布に関連する犯罪で有罪となった者に対

インターネットを介した児童搾取、児童の性的

しても各州の性犯罪者登録簿への登録義務が拡

虐待を目的とした犯罪行為から子どもを有効に

大されることとなった。

保護するにはどうしたらよいかという点が注目
されている。
結果として、第 110議会では 2008年効果的
児 童 ポ ル ノ 訴 追・ 対 策 強 化 法 (P.L.110-358)、

2006年にはアダム・ウォルシュ児童保護安全
（注6）

法 が制定された。この法律では、
「全米性犯罪
（注7）

者登録簿(National Sex Offender Registry)」が創設
された。

KIDS法(P.L.110-400)、2008年 子 ど も 保 護 法

全米性犯罪者登録簿に登録すべき事項は、性

(P.L.110-401)の 3法律が 2008年秋に成立した。

犯罪者の氏名、住所、職業（学校）
、車両・身

本稿では、この新しい 3法によって、合衆国

分証明情報、指紋、DNA 標本、全犯罪履歴、写

法典に新設及び改正がなされた条文を邦訳する

真等である。犯罪者はそれぞれの前科の重大さ

とともに、新条文の具体的な内容や成立の背景

に応じ3 段階にランクづけられ、最も重いラン

を解説する。

クに属する者は、3か月ごとの登録更新が義務
付けられている。
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しかし、この全米性犯罪者登録簿自体は一般
国立国会図書館調査及び立法考査局

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

財産の没収も規定され、 1988年には、ポルノ

に公開されない。
一般公衆向けには、司法省のウェブサイトで「全

製作業者にモデルや出演者の年齢を記録するよ

（注8）

米公益ウェブサイト（National Public Website）
」が

（注14）

う義務付けた。
（注15）

公開されており、性犯罪者に関する情報を、氏

1996年児童ポルノ禁止法 においては成人で

名等から検索できる。また、各州や個別の法域

あっても未成年者のように見える場合や、実在

（注9）

では独自の登録簿を創設し、公開するものと規

の人物と見分けがつかないような場合にも規制

定されている。

の対象とすることが定められた。
しかし、2002年連邦最高裁によって、アニメ

2

や漫画等、子どもが実在しない場合の児童ポル

児童ポルノの規制
児童ポルノについては 1970年代から立法に

ノを禁止することは、表現の自由を認めている

（注10）

（注16）

憲法に違反するとの判決が下された。そのため、

よる規制が始まった。

（注17）

児童ポルノの規制には、大きく分けて、次の
2つの論点が存在する。

2003年にPROTECT法が制定され、猥褻性の要
件を満たす場合に限り、実在しない子どもを用い

まず、被害者となる子どもの実在の有無（子

た児童ポルノを規制対象にする修正を行った。

どもに見せかけた成人やアニメなどの実在し

PROTECT法ではその他、児童ポルノ規制に

ない子どもを描いたものは規制の対象たりえる

関し、合衆国での頒布を目的として海外で製作

（注11）

か）
、もう1 つは、憲法上保障される表現の自

する場合も訴追対象とされ、販売や頒布を目的

由との抵触（猥褻性等の有無を問わず児童ポル

とせず、単に所持することも禁止された。量刑

ノを禁止することができるか）である。

も強化され、公訴時効期間延長等も定められた。

しかしながら、児童ポルノの製作にあたり子
どもが性的虐待の被害者となり、映像が半永久
的に流布することによって、何度も被害を受け

II

児童ポルノ、子どもに対する性犯罪に関す
る公聴会

ること、他の子どもに性的な行為を行わせるた
めの餌として用いられることなど、その害悪が

「子どもに対する犯罪調査センター (Crimes

あまりにも多すぎることから児童ポルノ規制自

against Children Research Center (CCRC))」
は、

体への反対は少数派であると言える。

2002年から 2003年にかけて調査を実施し、そ

（注18）

連邦では、1978年に1977年性的搾取に対する

の結果、2歳から 17 歳までの8％強が性的な虐

児童保護法が成立し、児童ポルノの製作及び頒

待を受けており、14％弱は大人から何らかの虐

布が禁止された。ここでは、規制される児童ポ

待を受けた経験を有することが判明した。

（注12）

ルノには、当初猥褻性の要件が課されていた。
しかし、連邦最高裁判所の 1982年ファーバー
（注13）

このような状態に危機感を抱き、連邦議会は、
2007年10 月17日、下院司法委員会で公聴会「性
（注19）

事件判決により、児童ポルノについては「児童

犯罪とインターネット」を開催した。公聴会で

ポルノが本質的に子どもの性的虐待に関連して

は、性犯罪者の犯行の対象の約半数が 12 歳未

いる」ことから、猥褻性の有無にかかわらず表

満の子どもであるというデータを根拠として、

現の自由を規定する合衆国憲法修正第 1 条の保

子どもが巻き込まれている性犯罪の件数が増加

護を受けないとされた。これにより、1984 年に

していることを問題視する発言が多くなされた。

法律も改正され、猥褻性の要件は削除された。
また、児童ポルノの製作に携わって得た利益や

公聴会では、関連する各種法案を提出・支持
する下院議員や、連邦捜査局 (FBI)のサイバー
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犯罪担当の責任者、所管の司法省副司法次官

性犯罪者登録簿の登録内容に、性犯罪者のオン

補やワイオミング州の子どもに対するインター

ライン上のユーザー名、メールアドレス、ハン

ネット犯罪タスクフォース（ICAC タスクフォー

ドルネーム等、同一性を確認し本人であると特

（注20）

ス）の捜査官、全米行方不明及び被搾取児童セ
（注21）

定できるような「識別子」を含めるようにする

ンター理事長、Yahoo!、AOL等の代表者、児童

ことについても、NPO団体は有効性に欠ける規

搾取被害にあった女児等が証言を行った。

制だと証言した。あるメールアドレスが一定期

本章では公聴会で証言、提言されたもののう

間利用されない場合、別の人間により再利用さ

ち、成立した法律に盛り込まれなかったものに

れることがあるため、性犯罪者が取得したメー

ついて紹介する。成立した3法律の内容につい

ルアドレスが不法行為に利用されていたとして

ては、次章で紹介する。

も、前利用者による行為であるという可能性が
否定できないからである。

1

性犯罪再犯防止のための、性犯罪者監視を
強化する規定について

規制強化反対派は、代替策として、未成年者
のインターネット上での被害を食い止めるため

全米性犯罪者登録簿の登録要件の強化、登

には、SNSサイトの運営そのものを規制する法

録・更新違反の罰則強化や性犯罪者のインター

案が有効であると主張した。例えば、成人向け

ネット利用の直接監視の可否について議論され

のコミュニティ等への未成年者のアクセスを明

たが、これらに関しては、意見が分かれた。

確に禁止する方策を講じること、未成年者の自

司法省や Yahoo!等のプロバイダーは、これら
の規制強化を強く求めた。

サイト上の動きを保護者に逐次通知すること、
未成年者のアカウント開設時に親の同意を必須

一方、
「犯罪者更生プログラム」のような NPO

とすることや、未成年者がチャットをする場合

団体は、そもそも、性犯罪者登録の要件強化や

は、相手を未成年者に限定することを SNS 会社

彼らのインターネットへのアクセス自体まで規

に対し新たに負わせること等である。

制することの有効性を疑問視し、規制強化に反

しかし、性犯罪者の登録、一般への周知の促

対した。その根拠として、性犯罪者のインター

進という方法で、子どもに対する性犯罪を規制、

ネット上の完全な追跡がそもそも困難であるこ

防止しようとしてきたこれまでの政策の流れに

とを挙げている。また、近年問題視されている

逆らうような、性犯罪者への規制強化に反対す

ソーシャルネットワークサービスサイト（SNS

る意見は、少数派であった。

サイト）等で未成年者を誘い出し、誘拐や性的

規制強化を提案する司法省は、アダム・ウォ

虐待、殺人などを企てる犯罪者の中で、全米性

ルシュ児童保護安全法 により制定された、合

犯罪者登録簿の対象となっている者はごくわず

衆国法典第 18 編第2250条を改正し、性犯罪者

かであるという調査結果も挙げている。さらに、

が全米性犯罪者登録簿への登録や更新を怠った

インターネットへのアクセスが必須の現代で、

場合に重罪とするよう主張した。しかし、結果

性犯罪者をインターネットから締め出してしまう

的には、この提案は法改正には取り入れられな

と、職探しや連絡手段としての電子メールまでも

かった。現行法では、未登録、未更新について

奪われ、社会的に疎外されてしまうこと、性犯

は罰金刑か、10年以下の拘禁刑又はその併科と

罪再犯防止には、治療が一番の実績を上げてい

規定されており、これが継続する。

ることが証言された。
要件強化の一環として提案されていた、全米
16 外国の立法 241（2009.9）

（注22）

また、司法省は議会に対し同条の条文を改正
するよう提案した。現行の裁判所の解釈では、

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

第2250条制定後に全米性犯罪者登録簿の登録

して違法とされる連邦刑法上の「性的に露骨な

更新を要する何らかの「移動」が起きた場合の

行為」の定義に、児童ポルノを製作するための

み、同条の登録義務が適用される。司法省はこ

渡航やそれをあっせんして利益を上げる行為を

れを問題とし、制定前の移動についても登録を

も含め、また、児童買春旅行に関する犯罪にお

義務付けるように法改正すべきとした。具体的

ける「不法な性行為」の定義を拡張して、児童

には、現行条文上「移動する」となっている文

ポルノを製作するための旅行及びそのあっせん

（注24）

（注23）

言を「移動した」と改正するよう提言した。そ

で利益を得ることも含むべきという主張も行っ

うすることにより未登録や未更新自体が犯罪と

た。しかし、これらについては、法制化されな

なり、未登録等が起きた時点から、性犯罪者は

かった。
（注25）

第 2250 条に違反し続けることになる。そのた

現行法では、合衆国法典第 18編第 2260 条 の

め、この改正は、合衆国憲法第 1編第 9節第4 項

規定により、アメリカに輸入することを目的と

等で規定される「事後法の禁止」には当たらな

した児童ポルノの製作に関連する未成年の使用

いというのが、その理由であった。司法省を始

等が処罰の対象とされている。

め、プロバイダー会社等からは、性犯罪者の電
子メールアドレスやハンドルネーム、ユーザー

3

有効な捜査のための捜査権限の拡大、全米行

名等のネット上の識別子の一般公衆への公開も

方不明及び被搾取児童センターの権限拡大

要請された。だが、これらは法制化にはいたら

FBI の職員や関係プログラムのスタッフによ

なかった。

る性犯罪に巻き込まれた未成年者に対する捜査

その他、司法省の提案した性犯罪で有罪と

や救出の実態、ネットで巧妙におびき寄せられ

なった者への、被害者のカウンセリング料等ま

て誘拐され、性的虐待を受けた子ども本人の体

で含めた包括的補償の義務付けや、性犯罪登録

験等が証言された。特に、ICAC タスクフォー

者のネット利用状況の監視、盗聴についても同

スによる数々の捜査、救出、訴追への取組みの

様に法律には盛り込まれなかった。

有効性が証言され、ICAC タスクフォースや関
連の機関への予算、要員の増強が提案された。

2

児童ポルノに関する規制強化

これについては、次章で解説を行う。

公聴会においては、児童ポルノの所持と実際

プロバイダーや SNS 会社側の証言としては、

に子どもへの性犯罪を行うことの間に因果関係

これまでに法律で規定されていた児童ポルノ発

がありうるのかについても、意見が述べられた。

見時の全米行方不明及び被搾取児童センターへ

例えば、児童ポルノをインターネット上でダ

の通報義務について、改善を求める数々の要求

ウンロードした犯罪者の 85％が子どもへの性

が出された。その多くは法律として成立したが、

的虐待を行っているという数値を根拠として、

州の法執行機関が性的搾取捜査においてオンラ

インターネット上の児童ポルノの害悪について

インでの盗聴を可能とするように合衆国法典第

憂慮する証言が出された。そこで、児童ポルノ

18 章第2516条第(2)項（州で訴追される場合の

の所持に関し、インターネット上の児童ポルノ

無線通信、口頭の会話、電子通信傍受の権限）

へのアクセスまでをも処罰の対象にするべきと

を改正する提案は、取り入れられなかった。

の提案がなされた。この点に関して異論を唱え
る証言者はあまり見られなかった。
これに加え司法省は、子どもの性的搾取と

4

量刑強化、刑の増設
司法省は、プロバイダーが児童ポルノの存在
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を知りつつ故意に報告しなかった場合、現行の

際取引において移送された児童ポルノを、知り

刑事罰、罰金を科す制度について、実効性が乏

つつ受領及び所有する」という合衆国法典第 18

しいと主張し、民事罰に変更する法改正を提案

編第2252条第(a)項第 (2)号及び同第(4)号 (B)に

した。しかし、これに関しては合衆国法典第 18

該当するとして、被告人を有罪とした。しか

編第2258A 条(電子通信サービスプロバイダー

し、被告人は、本件が州際で児童ポルノの取引

及びリモートコンピューティングサービスプロ

がされたとするには証拠不十分であるとして控

バイダーの報告要件 )において、プロバイダー

訴した。控訴審では、インターネットで画像を

による報告義務とその要件が明確に規定し直さ

閲覧し、又は入手したということだけでは、画

れ、違反者は引き続き刑事的に罰されることと

像が州を越えて送信されたとは必ずしも言えな

なった。

いため、第 18 編第 2252条に該当しないとして
被告人は無罪となった。この判決により、イン

III

第110 議会 (2007-2008年) 成立した 3 法律

ターネットを介している場合、連邦の児童ポル
ノ犯罪が結果的に連邦刑法の網から逃れてしま

1

2008 年効果的児童ポルノ訴追・対策強化法

うといった法の抜け穴の存在が指摘されること
となった。そこで連邦議会では、主に次の 2 点

この法律は、未成年の性犯罪被害に着目し、
効果的にこれを防止することを目的としてい
る。

について改正が行われた。
1点目は、
「州際若しくは国際通商で、又は通
商に影響を与えて」
、
「州際通商設備において」

法案提出の直接的な契機となったのは、連
（注26）

という文言を合衆国法典第18編第 2251条以下

邦刑法の児童ポルノ所持罪で訴追された男性が

の関連条文にすべて盛り込むという改正であ

2007 年9月に控訴審で逆転無罪となったことで

る。この文言を挿入することにより、連邦法の

（注27）

ある。被告人は複数のポルノサイトと契約し、

適用範囲という問題に関連する合衆国憲法第 1

児童ポルノ画像を閲覧していた。しかし、被

編第8節第3 項の「州際通商条項」に違反しない

告人のパソコンにはキャッシュファイル等に

範囲で、行政府側による児童ポルノ犯罪の立証

画像の痕跡が認められただけで、画像をダウ

にかかる責任を軽減できることになると、上述

ンロードしたと明言できる証拠はみとめられな

の控訴審の判決において法整備に関する示唆が

かった。また、有料サイトは料金徴収を代行会

与えられたためである。

社に行わせており、これらは被告人在住の州外

2点目は、インターネット上の児童ポルノへ

にあった。実際のサイト運営会社やそのサー

のアクセスそのものを処罰する改正である。こ

バー、被告人の用いていたプロバイダーのサー

れまで連邦刑法では、児童ポルノの「所持」の

バーの実在箇所は捜査によって突き止めること

みが明示的に禁止されていた。これはインター

ができなかった。児童ポルノ画像が保存された

ネットを経由して、ポルノ画像のやり取りや閲

CD-ROMも被告人宅から押収されたが、被告

覧が頻繁に行われることが想定される前に制定

人がこれらをインターネット上で入手したと回

された条文であったためである。そこで、効果

答したにもかかわらず、ダウンロード先を確定

的児童ポルノ訴追・対策強化法では、画像を実

できず、取引、売買の証拠も見つからなかった。

際にダウンロードしなくても、
「閲覧することを

原審は、連邦刑法の「コンピューターによる

意図してアクセスする」ことも犯罪とした。前

ものを含むいかなる方法によるものであれ、州

章で述べた公聴会において、司法省もこの改正
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を支持していた。

連邦量刑ガイドラインが定める限度を下回る量

これらの他、合衆国法典第 18 編第1956 条の

刑を科すこと）が、大幅に増加していることを

改正を行った。
「違法行為」による収益にかかる

憂慮し、2007年 5 月に提出された司法省の意向

金融取引、つまりマネーロンダリングとして

を反映させた法案 の中には、児童ポルノ所持

処罰の対象となる場合の「違法行為」の種類に、

の場合の法定刑を2 年の拘禁刑を下限とすると

児童ポルノに関する犯罪 (合衆国法典第18編第

定める条文があった。KIDS法ではこれに関し、

2252A 条 )と合衆国に輸入するために児童ポル

児童ポルノの所持については下限を5 年と改正

ノを作成する犯罪( 合衆国法典第18 編第 2260

し、アクセスのみも処罰の対象とする改正がな

条) を追加する内容である。

された。アクセスに関しては、刑の下限は定め

（注30）

られず、拘禁刑の上限は10年とされた。
2

KIDS法

また、性犯罪者を監視する試験的プログラム
（注28）

2006 年アダム・ウォルシュ児童保護安全法

において、性犯罪者が装着するGPS装置の満た

で規定された性犯罪者の登録と告知について改

すべき仕様を変更し、
「単一ユニットに携帯電

正する内容である。性犯罪者のオンライン上の

話技術を組み込み、二者間及び三者間の音声通

ユーザー名、メールアドレス、ハンドルネーム

信ができるもの」という条件を削除した。

等、同一性を確認し本人であると特定できるよ
うな「識別子」についても、全米性犯罪者登録

3

2008年子ども保護法

簿の登録対象とした。これらの識別子に変更が

インターネットを介した性犯罪、誘拐等の児

あった場合、更新も義務づけられる。議会での

童搾取の危険から子どもを保護するために、連

審議の過程では、前章でも述べたとおり、この

邦、州、地方の捜査機関の拡充や新たな役職、

ように新たな登録義務を課すことへの反対もあ

戦略等を策定することを規定した。

がった。しかし、識別子は SNS 会社等だけが参

ほとんどの場合、児童ポルノ等の訴追は地方

照できるものであり、性犯罪者の人権は十分配

の法執行機関が行っている。しかし、以前から

慮されているという理由で反対は退けられた。

予算不足が指摘されていた。

未成年者保護の法益はこれにより制約される性
犯罪者の権利に勝るという判断である。

この法律では、州や地方に更なる財政基盤や
権限を与える規定を置いた。特に今後5 年にわ

SNS 会社が登録簿を閲覧・検索し、自身の

たり、州や地方の電子的犯罪科学捜査研究施設

サイトへの、性犯罪者によるアクセス状況を

には能力増強のため年6000万ドルを、同施設

チェックし、そのアクセスを防止することも認

の未処理案件対応のため年200万ドルを、それ

めた。また、性犯罪者の保護観察の状況に応じ、

ぞれ付与した。

裁判所は、性犯罪者に対してインターネット

前章に述べた公聴会でも、FBIの児童性犯罪

フィルタリング・監視システムの設置に協力す

捜査官が削減され、本来ならば解決できる事件

るよう命じることを、法律で明示的に定めた。

が放置されているという証言がなされたため、

先にも述べたとおり、司法省は前章で紹介

FBI の増員についても規定された。

した公聴会で、規制強化を強く打ち出す提案

省庁横断的で計画的な一貫した行政取組みを

を行っていた。児童ポルノ所持については、近

推進するため、司法長官に「児童搾取防止及び

年、連邦量刑ガイドライン (Federal Sentencing

禁止のための国家戦略」を策定・実施させるこ

（注29）

Guidelines) からの下方離脱（被告人に対して、

ととし、司法省に新たに児童搾取対策局を設置
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した。また、司法省内に連邦機関を横断した児

注

童搾取訴追の取組みを計画し、調整する責任を

＊インターネット情報はすべて 2009 年 5 月 31 日現在で

負わせる特別審議会を設置した。
全米行方不明及び被搾取児童センターは、児

ある。
(1)

童ポルノに関してプロバイダーなどから通報を

Violent Crime Control and Law Enforcement Act of
1994, P.L.103-322, 108 Stat.1796.

受けた場合、法執行機関の捜査、訴追のために

(2) ibid . Title XVII Subtitle A.

有効な証拠となるものを特定し、保存する必要

(3)

An Act to amend the Violent Crime Control and Law

がある。そのため、全米行方不明及び被搾取児

Enforcement Act of 1994 to require the release of rele-

童センターに早期の段階で証拠を保全する権限

vant information to protect the public from sexually

を与えることが定められた。

violent offences, P.L. 104-145, 110 Stat.1345. 通称、

また、プロバイダーに課した児童ポルノ規制

「メーガン法」
。性犯罪者の登録や地域住民への情報

法違反の報告義務を強化し、これまで不明確で

公開の義務を果たさない州には連邦補助金を削減す

あった報告すべき画像の具体的な条件や方法

るという改正であった。

を、明示的に規定した。プロバイダーが、報告
すべき画像を知りつつ積極的に報告しなかった

(4)

「性犯罪者情報の管理・公開（諸外国の制度）
」
『レファ

場合、1画像につき 1日 15万ドル、それ以上は
1日 30 万ドルを上限として罰金を科すこととし

ウェッターリング法の詳細は、向井紀子・大月晶代

レンス』665 号, 2005.8, pp. 46-66.
(5)

An Act to Prevent Child Abduction and the Sexual

た。あわせて、全米行方不明及び被搾取児童セ

exploitation of Children, and for other purposes, P.L.

ンターの「サイバーティップライン ( 子どもの

108-21, 117 Stat.650. この法律に関しては、中川か

性的搾取に関する事件を通報するためのシステ

おり「児童を誘拐及び性的搾取から保護するための

ム )」を児童ポルノ画像の通報にも利用すること

法律」
『外国の立法』217 号 , 2003.8, pp.134-140.を参

を明確に規定した。

照。

これは、前章で述べた公聴会において、プロ

(6)

バイダー側の証人が、官民の関係機関が子ども
に対する性犯罪に対する協力を円滑に実行し、
犯罪の立証のために必要な証拠保全を有効に行

P.L. 109-248, 120 Stat. 587.
(7)

全米性犯罪者登録簿の詳細については、藤本哲也

「第2 部

うため、通報に関連する事項、例えば違法かど
うか問題となっている画像等を送受信する場合

Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006,

第4 章

アダム・ウォルシュ児童保護安全

法」
『犯罪学の森』中央大学出版部, 2007, pp. 80-85.
(8)

The Dru Sjodin National Sex Offender Public Website

の明確な免責規定の創設を望んだことを受けて

(NSOPW),

いる。

司法省ウェブサイト

また、子どもの写真を児童ポルノの製作の

<http://www.nsopw.gov/Core/Conditions.aspx?Aspx

ために交換することや、コンピューター等を使
い、身元の特定できるような未成年者の画像に

AutoDetectCookieSupport=1>
(9)

Public Registry Sites, NSOPWウェブサイト

対し、児童ポルノに用いるため、改編や修正を

<http://www.nsopw.gov/Core/PublicRegistrySites.

加えることを犯罪とする規定を置いた。

aspx>. 各州の公益ウェブサイト一覧が存在する。
(10)

児童ポルノ規制に関する包括的な解説及び連邦
法の邦訳としては、山田敏之「先進諸国における児
童ポルノ規制」
『外国の立法』34(5 ･ 6), 1996.11, pp.
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139-159, 同「先進各国における児童ポルノの取締に

153.132/search?q=cache:DfiEpC6k9OIJ:www.ipa.go.jp/

関する規定」pp. 160-190.がある。

about/NYreport/200611.pdf+ICAC+offi

(11) 児童ポルノ規制対象としての描写される子どもの
実在性については、間柴泰治「諸外国における実在
しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規

ce+of+juvenile&cd=3&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_ja&cli
ent=firefox-a>
(21) 全米行方不明及び搾取児童センター(National Center

制の例」
『レファレンス』694 号, 2008.11, pp. 47-60.

for Missing & Exploited Children : NCMEC）は、1981

(12) 合衆国憲法修正第 1条で定められる表現の自由は、

年に発足した非営利団体を母体とした機関。連邦法

通常のポルノ等に対しても適用が除外されることは

に基づき法執行機関と連携して児童失踪事件の連絡

ないが、連邦最高裁の1973年ミラー事件判決(413 U.

役となるよう定められる。連邦より補助金を支給さ

S. 24(1973))により、猥褻性を判断するミラー・テス

れている。

トという3要件からなる基準が定められた。この基準

(22) op . cit . (6)

に該当する場合、表現の自由が保護されない可能性

(23) 42 USC 16913(d)では、制定前の犯罪者についても、

が生じる。ヘンリー・コーエン「
「猥褻」
、
「児童ポルノ」
、

事情により登録を義務付けることができる場合を、

および「下品な表現」をめぐる議論：最近の展開と懸

別途定めている。

案事項、2008.5.20」
『CRS Report for Congress』

(24) 18 USC 2423( f ).

<http://aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-

(25) 第18 編第2260 条は、第 110 議会で改正され、海外

crsreport-childpornography.pdf>

において未成年を利用して製作したポルノ画像や映

(13) New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 764(1982).

像について、その送信を目的とした行為をも明確に

(14) 18 USC 2257.

処罰対象とした。

(15) 18 USC 2256(8).
(16) Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234; 122
S. Ct. 1389; 152 L. Ed. 2d 403(2002).
(17) 中川

前掲注(5)

(18) CCRC ウェブサイト <http://www.unh.edu/ccrc/stati
stics/index.html>

(26) 連邦法で規制されているのは、児童ポルノが州際
又は国際的に取引される場合である。
(27) U.S. v. Schaefer, 501 F.3d 1197(2007).
(28) op . cit . (6)
(29) 1984 年包括的犯罪規制法に基づいて、連邦裁判
所の量刑裁量の適正化、基準の明確化、公平化のた

(19) Hearing before the Committee on the Judiciary House

め定められたガイドライン。詳細は、篠塚一彦「合

of Representatives,“Sex Crimes and the Internet”
, 110

衆国連邦量刑ガイドライン」
『上智法学論集』31巻 3

-1, Oct. 17, 2007.

号,1988.3, pp.131-172.

(20) 1998年に司法省が立ち上げたプログラムでインター
ネットでの子どもに対する性犯罪を防止し、州、司法
の法執行機関の捜査能力強化を目的とする。司法省

<http://law-web.cc.sophia.ac.jp/sophia_law_review_files
/contents/3103/3103shinozuka.pdf>
(30) Violent Crime and Anti-Terrorism Act of 2007, 司法

青少年に関する司法および非行防止局 (OJJDP)ウェ

省ウェブサイト

ブサイト

<http://www.usdoj.gov/olp/pdf/violent-crime-anti-

<http://ojjdp.ncjrs.org/programs/ProgSummary.asp?pi=

terrorism-act-of-2007.pdf>

3>; 渡辺弘美「児童インターネット犯罪に対する官民
連携による取組み」
『ニューヨークだより』2006.11,

（いび みえこ・海外立法情報課）

p.8. <http://74.125.
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合衆国法典第 18 編犯罪及び刑事訴訟手続
第 1 部犯罪
第 71 章猥褻性 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 18. CRIME AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I. CRIMES
CHAPTER 71. OBSCENITY
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

*第1466A 条

児童の性的虐待の猥褻な視覚的
（注2）

表現
(a) 総則

学的な価値を欠いている。
（注3）

(b) 追加規定

第 (d)項に記述する状況において、いかな

第(d)項に記述する状況において、いかな

る者も、知りつつ、スケッチ、漫画、彫刻若

る者も、知りつつ、頒布する意図でスケッチ、

しくは絵画を含むあらゆる種類の視覚的描写

漫画、彫刻若しくは絵画を含むあらゆる種類

を所持する者又はこれを企て若しくはこれを

の視覚的描写を製作、頒布、受領若しくは所

共謀する者は、次の各号のいずれかの場合に

持する者又はこれを企て若しくはこれを共謀

は、先行する有罪判決を含む事件に適用さ

する者は、次の各号のいずれかの場合には、

れる刑を含み、第2252A 条第(b)項第(2) 号[18

先行する有罪判決をともなう事件に適用され

USC 2252A(b)(2)]（児童ポルノを構成し又は含

る刑を含み第2252A条第(b)項第(1)号[18 USC

む素材に関連する特定の活動）に規定する刑

2252A(b)(1)]（児童ポルノを構成する又は含む

に服する。

素材に関連する特定の活動）に規定する刑に

(1) (A)及び(B)のいずれにも該当する場合

服する。
(1) (A)及び (B)のいずれにも該当する場合
(A)

性的に露骨な行為に従事している未

成年を描写している。
(B)

猥褻である。

(2) (A)及び (B)のいずれにも該当する場合

(A)

性的に露骨な行為に従事している未

成年者を描写している。
(B)

猥褻である。

(2) (A)及び(B)のいずれにも該当する場合
(A) 同性間であるか、異性間であるかを問
わず、未成年者があからさまな獣姦、サ

(A) 同性間であるか異性間であるかを問わ

ディスティック若しくはマゾヒスティッ

ず、未成年者があからさまな獣姦、サディ

クな虐待又は生殖器と生殖器、口腔と

スティック若しくはマゾヒスティックな虐

生殖器、肛門と生殖器若しくは口腔と肛

待又は生殖器と生殖器、口腔と生殖器、

門を含む性交渉に従事しているものであ

肛門と生殖器若しくは口腔と肛門を含む

るかそのように見える画像を描写してい

性交渉に従事している未成年者のもので

る。

あるかそのように見える画像を描写してい
る。
(B) 真摯な文学的、芸術的、政治的又は科
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(B) 真摯な文学的、芸術的、政治的又は科
学的な価値を欠いている。
(c) 犯罪の構成要件
国立国会図書館調査及び立法考査局

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

(1) そのような視覚的描写を2 点以下しか所

表現された未成年者の実在は、この条に基

持していなかった場合

づく犯罪の構成要件とならない。

(2) 迅速かつ誠実に、所持をせず、又は法執

(d) 状況

行機関以外のいかなる者に対してもそのよ

第 (a)項及び第(b)項において言及される状
況は、次の各号のいずれかの場合である。

うな視覚的描写にアクセスすることを認め

(1) 犯罪に関係するか、若しくは犯罪を助長

ず、次のいずれかの行為を行った場合
(A) そのような視覚的描写の各々を破壊す

するために行われる連絡が、郵便により若

るための適切な手段を講じること

しくは州際若しくは国際通商において、コ
ンピューターによるものを含むあらゆる手

(B) 法執行機関に対しその事について通報

段により、伝達され、若しくは輸送される

し、当該機関がそのような視覚的描写の

か、又は、その他州際若しくは国際通商の

各々に、アクセスできるようにすること

いかなる手段若しくは方法が、罪を犯すた

( f ) 定義

め若しくは犯罪への関与を助長するために

この条においては、次の通り定義する。

用いられる場合

(1) 「視覚的描写」とは、未現像フィルム及

(2) 犯罪に関係するか、若しくは犯罪を助長

びビデオテープ、コンピューターディスク

するために行われる連絡が、郵便により

に格納されたデータ又は電子的手段により

又は州際若しくは国際通商において、コン

視覚的画像に変換可能なデータをいい、電

ピューターによるものを含むあらゆる手段

子的、機械的又はその他の方法により作成

により、視覚的描写の送信又は輸送を意図

され、若しくは製作されたかどうかにかか

する場合

わらず、写真、フィルム、ビデオ、絵画、

(3) 当該犯罪への関与の途中で又は関与を助

デジタル画像若しくはデジタル絵画、コン

長するため、人が州際若しくは国際通商に

ピューター画像若しくはコンピューター絵

おいて旅行し、又は輸送される場合

画又はコンピューター合成した画像若しく

(4) 犯罪に関係する視覚的描写が、郵送され

は絵画をも含む。

ており、若しくは州際若しくは国際通商に

(2) 「性的に露骨な行為」とは、第 2256条第 (2)

おいて、コンピューターによるものを含む

項第 (A)号又は同条同項第 (B)号において規

あらゆる手段によって運送され、若しくは

定される意味をいう。

輸送されており、又は郵送されており、若

(3) 性的に露骨な行為の描写に関して用いら

しくは州際若しくは国際通商において、コ

れる場合の「写真的」という用語は、性的

ンピューターによるものを含むあらゆる手

に露骨な行為が描写されているいずれかの

段によって運送され、若しくは輸送されて

時間帯においても、閲覧者が描写されてい

いる素材を用いて製作された場合

る人物又は動物の生殖器又は陰部のいずれ

(5) 犯罪が、合衆国の特別領海及び領土管轄

かの部分を観察しうることをいう。

又は合衆国の属州又は属領において行われ
た場合

注

(e) 積極的抗弁

(1)

被告人は次の場合において、前第 (b)項違
反の罪に対する積極的抗弁とすることができる。

2008 年 10 月 22 日現在。原文は、有料ウェブサイト

”
“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
によった。<http://www.lexisnexis.com/>
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(2)

児童の実在を問わず、猥褻性が認められればこの
条文の対象となる。実在しない児童を描写したポル

例」
『レファレンス』694号 , 2008.11, pp.47-60.
(3)

猥褻物としての児童ポルノの単純所持を罰する規定。

ノに関しては、間柴泰治「諸外国における実在しな
い児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の

24 外国の立法 241（2009.9）

（いび みえこ・海外立法情報課）

合衆国法典第 18 編犯罪及び刑事訴訟手続
第 1 部犯罪
第 95 章恐喝 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 18. CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I. CRIMES
CHAPTER 95. RACKETEERING
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

第1956条

マネーロンダリングの手段

(2)

ある種の違法行為に関係し、それらを隠蔽した金

（注2）

(c)(5)(D)

(略 )

融取引（マネーロンダリング）であるとして処罰さ
れる場合の「違法行為」に、児童ポルノに関する犯

注

罪(18 USC 2252A) と合衆国に輸入するために児童ポ

(1)

ルノを作成する犯罪(18 USC 2260)を追加した。

2008年10月 22日現在。原文は、有料ウェブサイト

“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
”
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

（いび みえこ・海外立法情報課）

合衆国法典第 18 編犯罪及び刑事訴訟手続
第 1 部犯罪
第 109B 章性犯罪者及び子どもに対する犯罪登録 [ 抄 ]（注1）
U.S.C.TITLE 18. CRIME AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I. CRIMES
CHAPTER 109B. SEX OFFENDER AND CRIMES AGAINST CHILDREN REGISTRY
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401で改正対象ではないが、参考のため訳出した。

*第2250 条

登録の不履行

(2)

性犯罪者登録及び通知法に基づき全米性犯罪者登

（注2）

(略 )

録簿への登録、移転による更新を行わなかった者に
対する処罰規定。第18 編に基づく罰金、10 年以下

注

の拘禁刑又はそれらの併科。

(1)

2008年10月 22日現在。原文は、有料ウェブサイト

“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
”

（いび みえこ・海外立法情報課）

によった。<http://www.lexisnexis.com/>
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合衆国法典第 18 編犯罪及び刑事訴訟手続
第 1 部犯罪
第 110 章子どもの性的搾取及びその他の虐待 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 18. CRIME AND CRIMINAL PROCEDURE
PART I. CRIMES
CHAPTER 110. SEXUAL EXPLOTATION AND OTHER ABUSE OF CHILDREN
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401で改正対象ではないが、参考のため訳出した。

第2251条

子どもの性的搾取

(b) 親、法定後見人又は未成年者の監護若しく

(a) 未成年者を雇用し、使用し、説得し、誘導し、

は監督をする者で、性的に露骨な行為の視覚

誘惑し若しくは強制して性的に露骨な行為に

的描写を製作する目的又はライブ映像を送信

関与させる者、他の者が関与することを未成

する目的で当該未成年者がそのような行為に

年者に補助させる者又は性的に露骨な行為の

関与し、若しくは他の者が関与することを補

視覚的描写を製作する目的若しくは性的に露

助することを知りつつ許可する者は、当該の

骨な行為のライブ映像を送信する目的で、未

親、法定後見人又は未成年者の監護若しくは

成年者がそのような性的に露骨な行為を行う

監督をする者が、当該視覚的描写が、州際若

ことを意図し、未成年者を州際若しくは国際

しくは国際通商のあらゆる方法若しくは設備

通商において若しくはこれに関連して、若し

を用いて、若しくは州際若しくは国際通商に

くは合衆国の準州若しくは属領において輸

おいて若しくはこれに関連して輸送され、若

送する者は、当該視覚的描写が州際若しくは

しくは送信され、又は郵送される予定である

国際通商のあらゆる方法若しくは設備を用い

ことを知り又は知るべき理由がある場合、当

て、若しくは州際若しくは国際通商の場へ若

該視覚的描写が、コンピューターを含むあら

しくはこれに関連して、輸送され、若しくは

ゆる手段により州際若しくは国際通商におい

送信されるか、若しくは郵送されることをそ

て若しくはこれに関連して郵送され、運送さ

の者が知り又は知るべき理由がある場合、当

れ、若しくは輸送された材料を使って製作さ

該視覚的描写が、コンピューターを含むあら

れ、若しくは送信された場合、又は当該視覚

ゆる手段によって州際若しくは国際通商にお

的描写が実際に州際若しくは国際通商のあら

いて若しくはこれに関連して郵送され、運送

ゆる方法若しくは設備を用いて、若しくは州

され若しくは輸送された材料を使って製作さ

際若しくは国際通商において若しくはこれに

れ、若しくは送信された場合、又は当該視覚

関連して輸送され、若しくは送信され、若し

的描写が、実際に州際若しくは国際通商のあ

くは郵送された場合は、第(e)項に規定する

らゆる方法若しくは設備を用いて若しくは州

ところにより処罰される。

際若しくは国際通商において若しくはこれに

(c)

関連して輸送され、若しくは送信された場合

(1) 次号に定める状況がある場合に、合衆国、

か、郵送された場合は、第 (e)項に規定する

その準州又は属領の外において、性的に露

ところにより処罰される。

骨な行為の視覚的描写を製作する目的で未

26 外国の立法 241（2009.9）
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成年者を雇用し、使用し、説得し、誘導し、

が、州際若しくは国際通商のあらゆる方

誘惑し若しくは強制して、そのような行為

法若しくは設備を用いて、若しくはコン

に未成年者を関与させ、又は他の者が関与

ピューターを含むあらゆる手段によっ

することを未成年者に補助させる者は、第

て、州際若しくは国際通商において若し

(e)項に規定するところにより処罰される。

くはこれに関連して輸送され、又は郵送

(2) 前号において参照される状況とは、次の

される予定であることを知り又は知るべ

各目のいずれかをいう。

き理由がある場合

(A) 当該の者が、州際若しくは国際通商の

(B) そのような告知又は広告が、州際若し

あらゆる方法若しくは設備によるものを

くは国際通商のあらゆる方法若しくは設

含むあらゆる手段又は郵便により、合衆

備を用いて、若しくはコンピューターを

国、その準州又は属領へ、そのような視

含むあらゆる手段によって、州際若しく

覚的描写が輸送されるよう意図する場合

は国際通商において若しくはこれに関連

(B) 当該の者が、州際若しくは国際通商の

して、輸送され、又は郵送される場合

あらゆる方法若しくは設備によるものを

(e) この条に違反し、又は違反を試み若しくは

含むあらゆる手段又は郵便により、合衆

違反を共謀する個人は、この編に基づき罰

国、その準州又は属領へ、そのような視

金及び15 年以上30 年以下の拘禁刑に処する。

覚的描写を輸送する場合

ただし、そのような者が、この章の第1591

(d)

条[18 USC 1591]、第71章、第 109A章若しく

(1) 次号に定める状況がある場合において、

は第117章以下 [18 USC 2251 et seq., 18 USC

次の各目に該当する事項を募り又は提供す

1460 et seq., 2241 et seq., 2421 et seq.] 又は

る告知又は広告を、知りつつ作成し、印刷

第 10編第 920条（統一軍事裁判法典第 120 条）

し、若しくは出版し、又は作成させ、印刷

に基づき、又は加重性的虐待、性的虐待、未

させ、若しくは出版させる者は、次項に定

成年者若しくは被保護者を巻き込む虐待的な

めるところにより処罰される。

性的接触若しくは子どもの性的人身売買に関

(A) そのような視覚的描写の製作が、性的

する若しくは児童ポルノの製作、所持、受領、

に露骨な行為に関与する未成年者の利用

郵送、販売、頒布、運送若しくは輸送に関す

を伴い、そしてそのような視覚的描写が

る州法に基づき、以前に1 度有罪判決を受け

そのような行為を描いたものである場

ている場合には、その者は、この編に基づき

合、視覚的描写を受領し、交換し、購入

罰金及び25 年以上50 年以下の拘禁刑に処す

し、製作し、陳列し、頒布し、又は複製

る。ただし、その者が、この章の第1591 条[18

すること。

USC 1591]、 第71章、 第 109A章 若 し く は 第

(B) そのような行為の視覚的描写を製作す

117章以下 [18 USC 2251 et seq., 18 USC 1460

る目的で、未成年者による又は未成年者

et seq., 2241 et seq., 2421 et seq.]又は第 10 編

との性的に露骨な行為のうち何らかの行

第 920条（統一軍事裁判法典第120条）に基づ

為に参加すること。

き、又は加重性的虐待、性的虐待、未成年者

(2) 前号において参照される状況とは、次の

若しくは被保護者を巻き込む虐待的な性的接

各目のいずれかをいう。

触若しくは子どもの性的人身売買に関する若

(A) 当該の者が、そのような告知又は広告

しくは児童ポルノの製作、所持、受領、郵送、
外国の立法 241（2009.9） 27

販売、頒布、運送若しくは輸送に関する州法

者の監護若しくは監督する地位を購入し、若

に基づき、以前に 2度以上有罪判決を受けて

しくはその他取得することを提案した場合に

いる場合には、その者は、この編に基づき罰

は、次項に定める状況のいずれかが存在する

金及び 35年以上、終身刑以下の拘禁刑に処

ときは、30 年以上又は終身の拘禁刑及びこの

する。この条に違反し、又は違反を試み若し

編による罰金刑に処する。

くは違反を共謀する団体は、この編に基づき

(1) 販売又は譲渡の結果として、未成年者が

罰金刑に処する。何人も、この条による犯罪

性的に露骨な行為に従事し、若しくは他の

の過程で、人を死に至らしめる行為に関与し

者を従事させるよう補助するような視覚的

たときは、死刑又は 30年以上若しくは終身

描写に表現されることになるとの認識があ

の拘禁刑に処する。

る場合
(2) 次の各目のいずれかに該当する事項を助

第 2251A 条

児童売買

長する意図がある場合

(a) 親、法定後見人、未成年者を監護又は監督

(A) 性的に露骨な行為のあらゆる視覚的描

するその他の者で、次の各号のいずれかに該

写を製作する目的での、当該未成年者に

当する場合に、当該未成年者を監護若しくは

よる当該行為への従事

監督する地位を販売し、若しくはその他譲渡

(B) 性的に露骨な行為の視覚的描写を製作

し、又は当該未成年者を監護する地位を販売

する目的で他の者が当該行為に従事する

し若しくはその他譲渡することを提案した者

ことを未成年者に補助させること。

は、第(c)項に定める状況のいずれかが存在

(c) 前 2項にいう状況とは、次の各号のいずれ

する場合には、30年以上又は終身の拘禁刑及

かに該当する場合をいう。

びこの編の規定による罰金刑に処する。

(1) 両項が規定する行為の過程で、未成年者

(1) 販売又は譲渡の結果、未成年者が、性的

又は行為者が、州際若しくは国際通商にお

に露骨な行為に従事するところ又は他の者

いて又はこれに関連して、旅行し、又は輸

がそのような行為に従事するよう補助する

送された場合

ところが視覚的描写に表現されることにな
るとの認識があるとき。
(2) 次の各目のいずれかに該当する事項を助

(2) 両項が規定する申出が、州際若しくは国
際通商のあらゆる方法若しくは設備を用い
て、コンピューターによるものを含むあら

長する意図があるとき。

ゆる手段によって、州際若しくは国際通商

(A) 性的に露骨な行為の視覚的描写を製作

において若しくはこれに関連して、又は郵

する目的で、当該未成年者をそのような

便によって、交信され、又は輸送された場

行為に従事させること。

合

(B) 性的に露骨な行為の視覚的描写を製作
する目的で他の者がそのような行為に従

(3) 両項が規定する行為が、合衆国の準州又
は属領で行われた場合

事することを当該未成年者に補助させる
こと。
*(b) 何人も、次の各号のいずれかに該当する場
合に、未成年者を監護若しくは監督する地位
を購入し若しくはその他取得し、又は未成年
28 外国の立法 241（2009.9）

第 2252条

未成年者の性的搾取にかかわる素
材に関する一定の行為

(a) 次の各号のいずれかに該当する場合は、次
項に規定する刑に処する。
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(1) 視覚的描写が、次の各号のいずれにも該

管理下にある土地若しくは建造物にお

当すると知りつつ、州際若しくは国際通商

い て、 又 は こ の 編 の 第1151 条[18 USC

のあらゆる方法若しくは設備を用いて、コ

1151]において定義される先住民族居住

ンピューターによるものを含むあらゆる

地において、知りつつ視覚的描写を販売

手段によって州際若しくは国際通商におい

し、又は販売の意図をもって所持する場

て、若しくはこれに関連して、又は郵便に

合

よって、輸送し、又は運送する場合
(A) 性的に露骨な行為の製作において、そ

(B) 州際若しくは国際通商のあらゆる方法
若しくは設備を用いて、郵送され、運送

のような行為に関与する未成年者の利用

され、若しくは輸送された視覚的描写、

を含んでいる場合

若しくは州際若しくは国際通商において

(B) そのような視覚的描写がそのような行
為を内容とする場合

若しくはこれに関連して運送され、若し
くは輸送された視覚的描写、又は郵送さ

(2) 視覚的描写が、次の各号のいずれにも該

れ、若しくはコンピューターによるもの

当すると知りつつ、州際若しくは国際通商

を含む州際若しくは国際通商のあらゆる

のあらゆる方法若しくは設備を用いて、若

方法若しくは設備を用いて運送され、若

しくは郵送されて、若しくは州際若しくは

しくは輸送された素材を用いて製作され

国際通商において若しくはこれに関連して

た視覚的描写を、知りつつ販売し、又は

運送され、若しくは輸送された視覚的描写

販売の意図をもって所持する場合で、次

若しくは、郵送され、若しくはコンピュー

のいずれにも該当する場合

ターによるものを含むあらゆる方法によ

( i ) そのような視覚的描写の製作が、未

り、運送され、若しくは輸送された素材を

成年者を性的に露骨な行為への関与に

含む視覚的描写を受領し、若しくは頒布す

使用することを伴っている場合

る場合か、又は、当該事実を知りつつ、視
覚的描写を州際若しくは国際通商のあらゆ
る方法若しくは設備を用い、若しくはコン

(ii) そのような視覚的描写がそのような
行為のものである場合
(4) 次の各目いずれかに該当する場合

ピューター若しくは郵便によるものを含む

(A) 合衆国の特別海域及び領域において、

あらゆる手段により、州際若しくは国際通

合衆国政府により所有され、借用され、

商において、若しくはこれに関連して、頒

その他使用され若しくは合衆国政府の

布を目的として複製する場合

管理下にある土地若しくは建造物にお

(A) 性的に露骨な行為の製作において、そ

い て、 又 は こ の 編 の 第 1151条[18 USC

のような行為に関与する未成年者の利用

1151] において定義される先住民族居住

を含んでいる場合

地において、あらゆる視覚的描写を含む

(B) そのような視覚的描写がそのような行
為を内容とする場合
(3) 次の各目のいずれかに該当する場合
(A) 合衆国の特別海域及び領域において、
合衆国政府により所有され、借用され、
その他使用され若しくは合衆国政府の

1 以上の書籍、雑誌、定期刊行物、フィ
ルム、ビデオテープ又はその他の物を知
りつつ所持し、又は閲覧する意図をもっ
て知りつつこれにアクセスする場合
(B) 郵送され、又は州際若しくは国際通商
のあらゆる方法若しくは設備を用い、若
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しくは州際若しくは国際通商において若

はそれらの併科に処する。ただし、その

しくはこれに関連して運送され、若しく

者 が、 こ の 章 の 第 1591条[18 USC 1591]、

は輸送された視覚的描写、又は郵送され、

第 71章、 第109A章若 しくは 第 117 章 以 下

若しくはコンピューターによるものを含

[18 USC 2251 et seq., 18 USC 1460 et seq.,

むあらゆる手段により運送され、若しく

2241 et seq., 2421 et seq.]、第 10編第 920 条

は輸送された素材を用いて製作された視

（統一軍事裁判法典第 120条）又は加重性的

覚的描写を含む 1以上の書籍、雑誌、定

虐待、性的虐待、未成年者若しくは被保護

期刊行物、フィルム、ビデオテープ又は

者を巻き込む虐待的な性的接触若しくは子

その他の物を、知りつつ所持し、又は閲

どもの性的人身売買に関する若しくは児童

覧する意図をもって知りつつこれにアク

ポルノの製作、所有、受領、郵送、販売、

セスする場合で、次のいずれにも該当す

頒布、運送、若しくは輸送に関する州法に

る場合

基づき、以前に1 度有罪判決を受けている

( i ) そのような視覚的描写の製作が、未

ときは、その者は、この編に基づき罰金及

成年者を性的に露骨な行為への関与に
使用することを伴っている場合
(ii) そのような視覚的描写がそのような
行為のものである場合
*(b)

び10年以上20年以下の拘禁刑に処する。
(c) 積極的抗弁
被告人は次の場合において、第 (a)項第(4)
号違反の罪に対する積極的抗弁とすることが
できる。

(1) 前項第(1)号から第 (3)号に違反し、又は
違反を試み若しくは違反を共謀するいかな

(1) 第(4)号で規定する視覚的描写を2 点以下
しか所持していなかった場合

る者も、この編に基づき罰金及び5 年以上

(2) 迅速かつ誠実に、所持を継続せず、又は

20 年以下の拘禁刑に処する。ただし、そ

法執行機関以外のいかなる者に対してもそ

の者が、この章の第 1591条 [18 USC 1591]、

のような視覚的描写にアクセスすることを

第 71章、 第109A章 若 し く は 第 117章以下

認めず、次のいずれかの行為を行った場合

[18 USC 2251 et seq., 18 USC 1460 et seq.,

(A) そのような視覚的描写の各々を破壊す

2241 et seq., 2421 et seq.]、第 10編第 920条

るための適切な手段を講じること。

（統一軍事裁判法典第 120条）又は加重性的

(B) 法執行機関に対しその事について通報

虐待、性的虐待、未成年者若しくは被保護

し、そのような視覚的描写の各々に、法

者を巻き込む虐待的な性的接触若しくは子

執行機関がアクセスできるようにすること。

どもの性的人身売買に関する若しくは児童
ポルノの製作、所持、受領、郵送、販売、
頒布、運送、若しくは輸送に関する州法に
基づき、以前に 1度有罪判決を受けている

第 2252A条

児童ポルノを構成し又は含む素材
に関連する特定の活動

(a) 次の各号のいずれかに該当する場合、いか

場合には、その者は、この編に基づき罰金

なる者も、次項に規定する刑に処する。

及び15 年以上 40年以下の拘禁刑に処する。

(1) 知りつつ、児童ポルノを郵送し、又は州

(2) 前項第 (4)号に違反し、又は違反を試み

際若しくは国際通商のあらゆる方法若しく

若しくは違反を共謀するいかなる者も、こ

は設備、若しくはコンピューターによるも

の編に基づき罰金、10年以下の拘禁刑又

のを含むあらゆる手段により州際若しくは
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児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

国際通商において、輸送し、又は運送する
場合

(4) 次のいずれかに該当する場合
(A) 合衆国の特別海域及び領域において

(2) 次の各目のいずれかを知りつつ受領又は

合衆国政府により所有され、借用され、

頒布する場合

その他使用され、若しくは合衆国政府

(A) 郵送されており、又は州際若しくは国

の管理下にある土地若しくは建造物に

際通商のあらゆる方法若しくは設備を用

おいて、又はこの編の第 1151条 [18 USC

いて、コンピューターによるものを含む

1151] において定義される先住民族居住

あらゆる手段により州際若しくは国際通

地において、知りつつ児童ポルノを販売

商において運送され、若しくは輸送され

し、又は販売の意図をもって所持する場

た児童ポルノ

合

(B) 郵送され、又は州際若しくは国際通商

(B) 郵送され、若しくは州際若しくは国際

のあらゆる方法若しくは設備を用いて若

通商のあらゆる方法若しくは設備を用い

しくはコンピューターによるものを含むあ

て、若しくはコンピューターによるもの

らゆる手段により州際若しくは国際通商

を含むあらゆる手段により州際若しくは

において運送され、若しくは輸送された

国際通商において運送され、若しくは輸

児童ポルノを含むあらゆる素材

送された児童ポルノ又はコンピューター

(3) 次の各目のいずれかを知りつつ行う場合
(A) 郵便により、又は州際若しくは国際通

によるものを含むあらゆる手段により州
際若しくは国際通商において郵送され、

商のあらゆる方法若しくは設備を用い

運送され、若しくは輸送された素材を用

て、若しくはコンピューターによるもの

いて製作された児童ポルノを知りつつ販

を含むあらゆる手段により、州際若しく

売し、又は販売の意図をもって所持する

は国際通商において頒布のために児童ポ

場合

ルノを複製すること

(5) 次のいずれかに該当する場合

(B) 郵便により、又は州際若しくは国際通

(A) 合衆国の特別海域及び領域において合

商のあらゆる方法若しくは設備を用い

衆国政府により所有され、借用され、若

て、若しくはコンピューターによるもの

しくはその他使用され若しくは合衆国政

を含むあらゆる手段により、州際若しく

府の管理下にある土地若しくは建造物に

は国際通商において当該素材又は素材と

おいて、又はこの編の第1151条 [18 USC

称されるものが、次のいずれかであるか、

1151)において定義される先住民族居住

次のいずれかを含むという信念を反映す

地において、児童ポルノの画像を含んで

る又は他者に信じさせるよう意図された

いる書籍、雑誌、定期刊行物、フィルム、

方法で、当該素材又は素材と称されるも

ビデオテープ、コンピューターディスク又

のを、広告、奨励、公開、頒布又は勧誘

はその他の素材を知りつつ所持し、又は

すること

閲覧する意図をもって知りつつこれにア

( i ) 性的に露骨な行為に未成年者が関与

クセスする場合

している猥褻な視覚的描写
(ii) 性的に露骨な行為に実在の未成年者
（注2）

が関与している視覚的描写

(B) 郵送され、若しくは州際若しくは国際
通商のあらゆる方法若しくは設備を用い
て、若しくはコンピューターによるもの
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を含むあらゆる方法により州際若しくは

る手段により、州際若しくは国際通商にお

国際通商において、運送され若しくは輸

いて又はこれに関連して、翻案され、又は

送されたか、又は郵送され、若しくはコ

修正された身元が特定できる未成年者の描

ンピューターによるものを含むあらゆる

写である児童ポルノを、知りつつ頒布の意

手段により、州際又は国際通商において

図をもって製作し、又は頒布する場合

運送され、若しくは輸送された素材を用

(b)

いて製作された、児童ポルノの映像を含

*(1) 何人も、前項第(1)号から第 (4)号又は第

んでいる書籍、雑誌、定期刊行物、フィ

(6)項に違反し、又は違反を試み若しくは

ルム、ビデオテープ、コンピューターディ

共謀したときは、この編の規定による罰

スク又はその他の素材を知りつつ所持

金及び 5 年以上20 年以下の拘禁刑に処す

し、又は閲覧する意図をもって知りつつ

る。ただしその者が、この章の第 1591 条

これにアクセスする場合

［18 USC 1591］
、 第71章、 第109A章 若 し

(6) 電子的、機械的又はその他の方法により

くは第117章 [18 USC 2251 et seq., 1460 et

作成され、又は製作されたかどうかにかか

seq., 2241 et seq., or 2421 et seq.]、第10 編

わらず、写真、フィルム、ビデオ、絵画又

第920条 [ 統一軍事法典第120条 ] 又は加重

はコンピューターにより製作された画像若

性的虐待、性的虐待若しくは未成年者若し

しくは絵画を含むあらゆる視覚的描写を、

くは被保護者を巻き込んだ虐待的な性的交

知りつつ未成年者に頒布し、提供し、送付

渉若しくは児童ポルノの製作、所持、受領、

し、又は供給する場合で、そのような視覚

郵送、販売、頒布、輸送若しくは運送、若

的描写が未成年者が性的に露骨な行為に関

しくは子どもの性的な人身売買に関する州

与しているものであるか又はそのように見

法に基づき、以前に有罪の判決を受けてい

えるものであり、かつ、次の各目のいずれ

るときはこの編の規定による罰金及び 15

かに該当する場合

年以上40年以下の拘禁刑に処する。

(A) 州際若しくは国際通商のあらゆる方

*(2) 何人も前項第 (5)号に違反し、又は違反

法若しくは設備を用いて若しくはコン

を試み若しくは共謀したものは、この編

ピューターによるものを含むあらゆる方

の規定による罰金若しくは10 年以下の拘

法により、州際若しくは国際通商におい

禁刑又はそれらの併科に処する。ただし、

て郵送され、運送され、若しくは輸送さ

その者がこの章、第71 章、第109A 章若し

れた場合

くは第117章 [18 USC 2251 et seq., 1460 et

(B) コンピューターによるものを含むあら

seq., 2241 et seq., or 2421 et seq.]、第10 編

ゆる方法により、州際又は国際通商にお

第920条 [ 統一軍事法典第120条]、又は加

いて、郵送され、運送され、又は輸送さ

重性的虐待、性的虐待若しくは未成年者若

れた素材を用いて製作された場合

しくは被保護者を巻き込んだ虐待的な性的

(C) 郵便又は州際若しくは国際通商のあら

交渉、若しくは児童ポルノの製作、所持、

ゆる方法若しくは設備を用いて、当該頒

受領、郵送、販売、頒布、輸送若しくは運

布、提供、送付又は供与が達成される場

送、若しくは子どもの性的な人身売買に関

合

する州法に基づき、以前に有罪の判決を受

(7) コンピューターによるものを含むあらゆ
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けているときは、この編の規定よる罰金及

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

び10年以上 20年以下の拘禁刑に処する。
(3) 何人も前項第 (7)号に違反し、又は違反
を試み若しくは共謀して違反したとき、こ
の編の規定による罰金若しくは15年以下
の拘禁刑又はそれらの併科に処する。
(c) ～ (g) （略）

( II ) 自慰行為
(III) サディスティック又はマゾヒス
ティックな虐待
(iii) 写実的な又は模擬的な生殖器又は陰
部のみだらな露出
*(3) 「製作」とは、製作、監督、製造、発行、
出版又は宣伝をいう。

第 2252B 条～第 2255条

*(4) 「団体」とは、個人以外の者をいう。
(5) 「視覚的描写」とは、未現像のフィルム及

（略）
この章における用語の定義

びビデオテープ、コンピューターのディスク

この章 [18 USC 2251et seq.]での用語は、次

又は視覚的な画像に変換可能な電子的な方法

第2256 条

のとおり定義される。

により格納されているデータ、並びに永続的

*(1) 「未成年者」とは 18歳未満の者をいう。

なフォーマットに格納されているかどうかに

*(2)

かかわらず、あらゆる手段により送信された

(A) 次号において規定されるものを除き、

視覚的描写へと変換可能なデータを含む。

「性的に露骨な行為」とは、実際の又は

*(6) 「 コ ン ピ ュ ー タ ー」と は、 こ の 編 の 第

それを模した次の各目のいずれかの行為

1030条[18 USC 1030]の用語に付与された

をいう。

意味を有する。

( i ) 生殖器と生殖器、口と生殖器、肛門

*(7) 「監護又は監督をする地位」には、合法

と生殖器又は口と肛門を含む、同性間

的に得られたものであれ、非合法であれ未

又は異性間の性交渉

成年者に対する一時的な管理権又は責任を

(ii) 獣姦
(iii) 自慰行為
(iv) サディスティック又はマゾヒスティッ
クな虐待
(v) いかなる者であれ生殖器の又は陰部
のみだらな露出
(B) この条の第(8)項第 (B)号の「性的に露

含む。
*(8) 「児童ポルノ」とは、写真、フィルム、ビ
デオ、絵画又は電子的、機械的若しくはそ
の他の方法により作成され、若しくは製作
されたかどうかにかかわらず、コンピュー
ターの若しくはコンピューター処理された
画像若しくは絵画を含む、次の各目のいず
（注3）

骨な行為」とは、次の各目のいずれかの

れかに該当する視覚的描写をいう。

行為をいう。

(A) そのような視覚的描写の製作が、性的

( i ) 生殖器と生殖器、口と生殖器、肛門
と生殖器若しくは口と肛門を含む、同

に露骨な行為に従事している未成年者の
利用を伴うもの

性間若しくは異性間の写実的な性交渉

(B) そのような視覚的描写が、デジタル画

又は生殖器、胸部若しくは陰部が露出

像、コンピューター画像又はコンピュー

されているみだらな模擬的性交渉

ター処理された画像であって、性的に露

(ii) 写実的な又はみだらな刺激的である

骨な行為に従事している未成年者のもの

次のいずれかの行為

であるか、それと見分けがつかない形態

( I ) 獣姦

であるもの

（注4）
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(C) そのような視覚的描写が、身元を特定

( 略)

しうる未成年者が性的に露骨な行為に従
事しているように見えるように、創作さ
れ、翻案され又は修正されているもの
(9) 「身元を特定しうる未成年者」とは、次

* 第2258条

児童虐待の報告の不履行

連邦の土地又は連邦により管理される（若
しくは契約されている）施設において1990 年

の各号を満たす者をいう。

児 童 虐 待 の 被 害 者 法 第226条 第 (b)項 [42 USC

(A) 次の各目のいずれも満たす者

13031(b)]に記載される職業的な地位又は活動

( i ) 次のいずれかの者

に従事する間に、子どもが同条第(c)項 [42 USC

( I ) 視覚的描写が作られ、翻案され又

13031(c)]に規定される児童虐待事件に苦しめ

は修正された時点で未成年者であっ

られていると疑うに足りる根拠となる事実を知

た者

り、同条第 (a)項 [42 USC 13031(a)]により要求

(II) 未成年者としてその者の画像が視

される時宜にかなった報告を行わない者は何人

覚的描写を作成、翻案若しくは修正

も、この編の規定に基づく罰金若しくは 1 年以

するにあたり用いられている者

下の拘禁刑又はそれらの併科に処する。

(ii) その者の顔、見かけ又は固有の母斑
のようなその他の特徴的な性質又はそ

第 2258A条

電子通信サービスプロバイダー及び

の他の際立っている特徴によって実在

リモートコンピューティングサービ

の人物と認識することができる者

スプロバイダーの報告要件

(B) 身元を特定しうる未成年者の実際の身
元の証明が必要であると解釈されない者
(10) 性的に露骨な行為の描写に関して用い

(a) 報告の義務
(1) 総則
州際又は国際通商の設備又は方法を通

られる場合の「写実的な」とは、閲覧者が、

じて公衆に対する電子通信サービス又はリ

性的に露骨な行為が描写されているいずれ

モートコンピューティングサービスの提供

かの時間帯において、いずれかの表現され

に従事している間に、次号に記載される事

ている人物又は動物の生殖器又は陰部のい

実又は状況の実際の認識を得る者は、合理

ずれかの部分を観察することができること

的に可能な限り早急に、次の各目のすべて

をいう。

を行うものとする。

(11) 描写に関して「見分けがつかない」とい

(A) 全米行方不明及び被搾取児童センター

う語句が用いられる場合、当該描写は、そ

のサイバーティップライン又は当該セン

の描写を閲覧する通常人が、性的に露骨

ターにより運営されるサイバーティップ

な行為に従事している実在の未成年者の描

ラインの継承者に対し、当該電子通信

写であると結論付けるようなものであるた

サービスプロバイダー又はリモートコン

め、実質的には見分けがつかないことを指

ピューティングサービスプロバイダーの

す。この定義は、未成年者又は成人を描写

郵送先住所、電話番号、ファックス番号、

したスケッチ、漫画、彫刻又は絵画の描写

電子メールアドレス及び個別の連絡先を

（注6）

（注5）

に対しては適用されない。

提供すること。
(B) サイバーティップライン又は当該セン

*第2257 条

記録保持の要件
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ラインの継承者に対し、当該事実及び状

サービスプロバイダーに対して報告され、

況についての報告を行うこと。

若しくはこれらの者によって発見されたの

(2) 事実又は状況
この号に記載される事実又は状況とは、次
の各目のいずれかの条文に対する明白な侵

かに関する情報
(3) 地理的所在情報
(A) 総則
関係する個人又はウェブサイトの地理

害が存在することから発する事実又は状況
とする。

的位置に関する情報で、IPアドレス若し

(A) 児童ポルノを内容とする第2251条、第22

くは確認された請求書送付先を含み、又

51A条、第 2252条、第 2252A条、第 2252B

は合理的に入手可能でない場合には、少

条 又 は 第2260条[18 USC 2251, 2251A,

なくともエリアコード又は郵便番号を含

2252, 2252A, 2252B, or 2260]

む 1 種類の地理的身元を特定するような

(B) 第1466A条 [18 USC 1466A]
(b) 報告書の内容

情報
(B) 包含される情報

情報が電子通信サービスプロバイダー又は

この号の(A)において記載される情報

リモートコンピューティングサービスプロバ

は、電子通信サービス又はリモートコン

イダーの監督又は管理下にある範囲内で、前

ピューターサービスへ、それらの顧客又

項第(1)号に基づく各報告に含まれる事実及

は購読者により提供される地理的情報を

び状況には、次の各号に掲げる事項を含むこ

も含むことができる。

とができる。

(4) 明らかに児童ポルノと思われる画像

(1) 関係する個人についての情報
前項第 (2)号に記載される連邦法に違反
したと思われる個人の身元に関する情報

報告書が問題とする出来事に関する、児
童ポルノと思われるもののあらゆる画像
(5) 通信の全容

で、合理的に実用的である範囲において、

次の各目いずれをも含む明らかに児童ポ

電子メールアドレス、IP アドレス、URL 又

ルノと思われる画像を含んでいる通信の全

は自己報告された身元を特定するような情

容

報その他の身元を特定するような情報を含

(A) 当該通信の送信に関するあらゆるデー

む情報
(2) 履歴記載
電子通信サービス若しくはリモートコン
ピューティングサービスの顧客又は購読者
が、明らかに児童ポルノと思われるものを
いつ及びどのようにアップロード、送信、
若しくは受領したのかに関する情報又は、

タ又は情報
(B) 当該通信に含まれ、又は添付されるあ
らゆる画像、データ又はその他デジタル
ファイル
(c) 法執行機関への報告の回付
(1) 総則
全米行方不明及び被搾取児童センター

児童ポルノと思われるものが、日付及び

は、次項第(2)号に基づき司法長官によっ

ファイルの属性としての作成・更新・アク

て指定された適切な法執行機関に対し、第

セス日時並びにタイムゾーンを含めて、い

(a)項第 (1)号に基づき行われた各報告を回

つ及びどのように電子通信サービスプロバ

付するものとする。

ダー若しくはリモートコンピューティング

(2) 州及び地方の法執行機関
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全米行方不明及び被搾取児童センター

国の法執行機関を指定すること。

は、州刑法の執行の目的のため、州若しく

(B) この場合の報告を当該機関に回付する

は州の政治的下位組織の適切な法執行職員

ことができる場合の条件を策定すること。

に対し、第 (a)項第(1)号に基づき行われた

(C) 前項第 (3)号に基づき回付される報告

報告を回付することができる。
(3) 外国の法執行
(A) 総則
全米行方不明及び被搾取児童センター
は、 第(a) 項第(1)号に基づきなされた

書に関する証拠の入手において、外国の
法執行機関が連邦の法執行機関からの支
援を要求するための手続きを進展させる
こと。
(4) 指定された外国の機関の報告

報告を、次項第 (3)号に基づき司法長官

司法長官は、前号に基づき指定された外

により設定された条件に従い、同項に基

国の法執行機関のリストを維持し、国務省、

づき司法長官によって指定された適切な

全米行方不明及び被搾取児童センター、電

外国の法執行機関に対し回付することが

子通信サービスプロバイダー、リモートコ

できる。

ンピューティングサービスプロバイダー、

(B) 指定された連邦機関への伝達
全米行方不明及び被搾取児童センター
は、この号の (A)に基づき外国の法執行
機関に対し報告を回付する場合、同時に、
次のいずれかの者に対して、当該報告書

上院司法委員会及び下院司法委員会が利用
できるようにしなければならない。
(5) 外国の機関の指定に関する連邦議会の意
見の表明
連邦議会の意見の表明は、次の各目のと

1 通及び外国の法執行機関の身元に関す

おりである。

る情報を提供しなければならない。

(A) オンラインでの児童ポルノの国際的な

( i ) 司法長官

製造、所有及び貿易の撲滅は、資格を有

(ii) 次項第 (2)号に基づき司法長官によ

し、能力を有し、かつ、適切に訓練され

り指定された連邦の 1又は複数の法執

た外国の法執行機関との協力を必要とす

行機関

る。

(d) 司法長官の責任
(1) 総則
司法長官は、この項の定めるところを執
行するものとする。
(2) 連邦機関の指定

(B) 国務長官と協議の上、司法長官は第(3)
号に基づき指定された外国の機関のリス
トを拡大するために十分な努力を払わな
ければならない。
(6) プロバイダーへの通知

司法長官はすみやかに、前項第 (1)号に

電子通信サービスプロバイダー又はリ

基づき報告書が回付されるべき連邦の1又

モートコンピューティングサービスプロバ

は複数の法執行機関を指定する。

イダーが、外国の法執行機関からの要求の

(3) 外国の機関の指定
司法長官はすみやかに、次の各目のいず

結果、当該プロバイダーがこの条に基づく
報告を行うことを全米行方不明及び被搾取

れをも行わなければならない。

児童センターに対し通知する場合、同セン

(A) 国務長官と協議の上、前項第(3)号に

ターは、次の各目のいずれかを行わなけれ

基づき、報告を回付することができる外
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(A) 同センターが、第 (3)号に基づき司法
長官により任命されたものと同一の外国
の法執行機関又はその他の機関の要求に
より報告を回付する場合、次に掲げるい

(3) 第 (a)項及び第 (b)項において記載される
事実又は状況の積極的な探索
(g) 報告に含まれる情報開示の条件
(1) 総則

ずれについても、電子通信サービスプロ

次号に規定するところを除き、第 (c)項

バイダー又はリモートコンピューティン

に基づく報告を受領した法執行機関は、当

グサービスプロバイダーに通知すること。

該報告に含まれる情報の開示を行ってはな

( i ) その報告書が回付された外国の法執

らない。

行機関の身元に関する情報
(ii) その報告書が回付された日付
(B) 同センターが、司法長官と協議の上、

(2) 法執行により許容される開示
(A) 総則
法執行機関は、第 (c)項に基づき受領

当該国のいずれの法執行機関も第 (3)号に

された報告にある情報を、次のいずれを

基づく司法長官よる指定がされていない

も満たす場合に開示することができる。

と判断したことを理由として、報告の回

( i ) 政府のための法定代理人の公的な職

付を断わる場合、電子通信サービスプロ

務の遂行にあたり利用するため法定代

バイダー又はリモートコンピューティン

理人に対して行う場合

グサービスプロバイダーに通知すること
(e) 報告の不履行
[ 事実又は状況を ]知りつつ故意に第(a) 項
第(1)号 に 基 づ き 要 求 さ れ る 報 告 を 行 わ な

(ii) 当該法執行機関の役職者及び被用者
が、捜査及び記録保持の職務を遂行す
る際、必要に応じてこれらの者に対し
て行う場合

かった電子通信サービスプロバイダー又はリ

(iii) 連邦政府の法定代理人が連邦刑法の

モートコンピューティングサービスプロバイ

執行においてその公的な職務を遂行す

ダーは、次の各号のとおり罰金を科せられる。

るにあたり、これを補佐するため、法

(1) 知りつつ故意に報告を行わなかった場

定代理人により必要であると決定され

合、初回は 15万ドル以下の罰金

る（州又は州の下位機関の職員を含む）

(2) 2 回目又はそれ以降さらに知りつつ故意

その他の政府の職員に対して行う場合

に報告を行わなかった場合、30万ドル以下

(iv) 報告が州刑法の違反をも開示してい

の罰金
( f ) プライバシーの保護
この条のいかなる規定も電子通信サービス

る場合、当該州法執行の目的で州又は
州の下位機関の適切な職員に対して行
う場合

プロバイダー又はリモートコンピューティン

(v) こ の 編 の 第 3509条 第 (m)項 [18 USC

グサービスプロバイダーに対し、次の各号の

3509(m)] 又 は 類 似 の 州 法 に 基 づ く 条

いずれかの行為を義務付けると解釈されては

件 及 び 制 限 に 従 い、 刑 事 事 件 に お

ならない。

ける被告人又は当該被告人のため

(1) 当該プロバイダーのユーザー、購読者及

の 弁 護 人 に 対 し て、 被 告 人 に 対 す

び顧客の監視
(2) 前号に記載されるあらゆる者のあらゆる
通信の内容の監視

る刑事責任を係争中であることに情
報が関係する範囲において行う場合
(vi) その報告に関して刑事的捜査、訴追、
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有罪後の救済に関連して発給された合
法的令状への対応を容易にするために

合
(C) 第 (d)項 第(3)号 に 基 づ き 司 法 長 官 に

必要であるとき、この号の(B)に従い、

よって指定された外国の法執行機関に対

電子通信サービスプロバイダー又は

して開示する場合

リモートコンピューティングプロバイ
ダーに対し行う場合
(vii) 正当な理由によって裁判所に命じら
れ、かつ、各種の保護命令又は裁判所
が付すことができるその他の条件に従
う場合
(B) 制限
( i ) 追加的開示の制限

(D) 第 2258C条 [18 USC 2258C]において記
載される電子通信サービスプロバイダー
又はリモートコンピューティングプロバ
イダーに対して開示する場合
(h) 保存
(1) 総則
この条の目的のために、第 (a)項第 (1)項
に基づく、サイバーティップラインによる

電子通信サービスプロバイダー又はリ

電子通信サービスプロバイダー又はリモー

モートコンピューティングサービスプロ

トコンピューティングサービスプロバイ

バイダーは、合法的令状への対応のた

ダーに対する報告受領の通知は、第2703 条

め必要な場合を除き、いかなる者に

第( f )項[18 USC 2703( f )]に従ってなされる要

対しても、この号の (A)(vi)に基づき提

求と同じように、保存のための要求として

供された報告の内容の開示を禁じられ

扱われるものとする。

る。
(ii) 効果

(2) 報告の保存
前号に従い、電気通信サービスプロバイ

この号の（A）(vi)におけるいかなる

ダー又はリモートコンピューティングサービ

規定も、法執行機関に対して児童ポル

スプロバイダーは、第 (b)項に従い提供され

ノの画像を電子通信サービスプロバイ

た報告の内容をサイバーティップラインに

ダー又はリモートコンピューティング

よる通知後90 日間保存するものとする。

サービスプロバイダーに提供する権限
を与えるものではない。
(3) 全米行方不明及び被搾取児童センターに
よる許容される開示

(3) 混蔵された画像の保存
第(1)号に従い、電子通信サービスプロ
バイダー又はリモートコンピューティング
サービスは、画像、データ又は特定の通信

全米行方不明及び被搾取児童センターは

若しくはユーザーが作成したフォルダー若

第(a)項に基づく報告において受領した情

しくはディレクトリの中に児童ポルノと思

報は、次の各目に該当する場合においての

われる画像が混蔵され、若しくはちりばめ

み開示することができる。

られているその他のデジタルファイルを保

(A) 第(d)項 第 (2)号 に 基 づ き 司 法 長 官 に

存するものとする。

よって指定された連邦の法執行機関に対
して開示する場合

(4) 保存された素材の保護
この条に基づき素材を保存する電気通信

(B) 児童ポルノ、児童搾取又は略取誘拐罪

サービス及びリモートコンピューティング

の教唆の捜査にかかわる州、地方又は先

サービスは、当該素材を安全な場所に保持

住民族の法執行機関に対して開示する場

し、そのアクセスがこの項で要求される条
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件に従うことを必要とする当該素材へのこ

締役、役員、被用者若しくは代理人に適用さ

れらのサービスの代理人又は従業員による

れてはならない。

アクセスを制限するための適切な措置を講

(1) 意図的な違法行為に関与した場合

じるものとする。

(2) 次の各目のいずれかの状態で行った、又

(5) 影響を受けない権限及び職責
この条のいかなる規定も、第2703条 [18
USC 2703]に基づく権限及び職責に対し、

は行おうとしたができなかった場合
(A) 現実の害意を有していた状態
(B) 法的な正当化事由なしで、物理的侵害

代替し、これを変更し、又はその他干渉す

を引き起こすことの実質的危険性を無謀

るものと解釈されない。

にも無視した状態
(C) この条、第2258A条、第 2258C条、第 270

第 2258B 条

電子通信サービスプロバイダー、リ

2 条又は第2703 条[18 USC 2258A, 2258C,

モートコンピューティングサービス

2702, or 2703]に基づく責任又は職務の

プロバイダー又はドメインネーム登

遂行に関連しない目的のために行った場合

録機関の責任の制限
(a) 総則

(c) アクセスの最小化
電子通信サービスプロバイダー、リモート

次項において規定されるものを除き、この

コンピューティングサービスプロバイダー及

条、第 2258A条 [18 USC 2258A]又は第 2258C

びドメインネーム登録機関は、次の各号のい

条 [18 USC 2258C]に基づく、電子通信サー

ずれも行うものとする。

ビスプロバイダー、リモートコンピューティ

(1) 第2258A条又は第2258C条 [18 USC 2258

ングサービスプロバイダー若しくはドメイン

A, or 2258C]に基づき提供された画像への

ネーム登録機関による報告若しくは保存責任

アクセス権を与えられる被用者の数を最小

の遂行から発生する電子通信サービスプロバ

化すること。

イダー、リモートコンピューティングサービ

(2) 法執行機関から画像の消去が要請された

スプロバイダー若しくはドメインネーム登録

場合、確実にそれらの画像を永久的に消去

機関の取締役、役員、被用者若しくは代理人

すること。

に対するものを含む電子通信サービスプロバ
イダー、リモートコンピューティングサービ

第 2258C条

児童ポルノを撲滅するためのサイ

スプロバイダー若しくはドメインネーム登録

バーティップラインへ通報された画

機関に対する民事訴訟又は刑事告発は、連邦

像に関する技術的要素の利用

又は州の裁判所に提起することができない。
(b) 意図的な、無謀な又はその他の違法行為

(a) 要素
(1) 総則

前項の規定は、電子通信サービスプロバ

全米行方不明及び被搾取児童センター

イダー、リモートコンピューティングサービ

は、電子通信サービスプロバイダー又はリ

スプロバイダー又はドメインネーム登録機関

モートコンピューティングサービスプロバ

が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

イダーが、画像がさらに送信されることを

電子通信サービスプロバイダー、リモートコ

阻止するために許可するという唯一かつ排

ンピューティングサービスプロバイダー若し

他的な目的のため、電子通信サービスプロ

くはドメインネーム登録機関又はこれらの取

バイダー又はリモートコンピューティング
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サービスプロバイダーに対し、身元を特定

児童ポルノ犯罪の捜査に関与する連邦、州及

できる子どもの児童ポルノと思われる画像

び地方の法執行機関に対して、同センターに

に関する要素を提供することができる。

対し報告された身元を特定できる子どもの児

(2) 包含される要素
前号に基づき提供を認められる要素は、
特定の画像、画像のインターネットロケー

童ポルノと思われる画像に関するハッシュ値
を含む要素を入手させるものとする。
(e) 法執行機関による利用

ション、並びにその他児童ポルノの送信を特

前項に基づき全米行方不明及び被搾取児童

定し、及び阻止するために利用することがで

センターから身元を特定できる子どもの児童

きる技術的な要素に関連付けられたハッシュ

ポルノと思われる画像に関する要素を受領す

値又はその他の一意識別子を含有する。

る連邦、州又は地方の法執行機関は、そのよ

(3) 除外される要素
前号に基づき提供を認められる要素は、
実画像は含まない。

うな要素を児童ポルノ犯罪の捜査という当該
機関の公務の遂行においてのみ利用すること
ができる。

(b) 電子通信サービスプロバイダー及びリモー
トコンピューティングサービスプロバイダー

第2258D 条

ターの責任の制限

による利用
この条に基づき、全米行方不明及び被搾取

全米行方不明及び被搾取児童セン

(a) 総則

児童センターから身元を特定できる子どもの

次項及び第 (c)項において定められる場合

児童ポルノと思われる画像に関する要素を受

を除き、児童被害者の身元を特定するため

領する電子通信サービスプロバイダー又はリ

の全米行方不明及び被搾取児童センターの

モートコンピューティングサービスプロバイ

取組みから生じるか、この条、この編の第

ダーは、この条で記載される目的のためにの

2258A条若しくは第2258C条 [18 USC 2258A,

み当該利用をすることができ、その場合、当

2258C]又 は 行 方 不 明 児 童 支 援 法[Missing

該電子通信サービスプロバイダー又はリモー

Children's Assistance Act] 第 404 条 [42 USC

トコンピューティングサービスプロバイダー

5773]に記載されるような、同センターのサ

は、第 2258A 条[18 USC 2258A]に基づく報告

イバーティップラインの責務若しくは機能遂

義務を免除されるものではない。

行から生じる、同センターの取締役、役員、

(c) 制限

被用者又は代理人に対するものを含む同セン

前 2項のいかなる規定も、全米行方不明及

ターに対する民事訴訟又は刑事告発は、連邦

び被搾取児童センターからいかなる身元を特

又は州の裁判所に提起することができない。

定しうる子どもの児童ポルノと思われる画像

(b) 意図的な若しくは無謀な無視又はその他の

に関する要素を受領する電子通信サービスプ

違法行為

ロバイダー又はリモートコンピューティング

前項は、全米行方不明及び被搾取児童セン

サービスプロバイダーに対して、さらに画像

ター又は同センターの取締役、役員、被用者

が送信されることを阻止するため当該要素を

若しくは代理人が、次の各号のいずれかのこ

利用することを要求するものではない。

とを行った場合には適用されない。

(d) 法執行機関に対する要素の規定
全米行方不明及び被搾取児童センターは、
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(1) 意図的な違法行為に従事した場合
(2) 次の各目の状態で行った、又は行おうと

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

したができなかった場合
(A) 現実の害意を有していた場合
(B) 法的な正当化事由なしで、物理的権利
侵害を引き起こすことの著しい危険性を
無謀にも無視した場合
(C) この条、この編の第 2258A条若しくは

における用語に付与された意味を有する。
(4) 「インターネット」という用語はインター
ネット税自由法第 1101条 [47 USC 2711] に
おける用語に付与された意味を有する。
(5) 「リモートコンピューティングサービス」
という用語は、第2711 条[18 USC 2711] に

第 2258C条 [18 USC 2258A, 2258C]又 は

おける用語に付与された意味を有する。

行 方 不 明 児 童 支 援 法[Missing Children's

(6) 「ウェブサイト」という用語は、http又は

Assistance Act] 第 404 条 [42 USC 5773] に

その後継のプロトコルを用いインターネッ

基づく責務又は機能の遂行に関係しない

トを通じて、一般公衆がアクセス可能であ

目的であった場合

るような、コンピューターのサーバを基盤

(c) 通常の業務活動
前第 (a)項は、一般的管理若しくは運用、

とするファイルのアーカイブにおかれてい
る要素の集合を意味する。

車両の利用又は人事管理を含む、通常の業務
行為に関する作為又は不作為に対しては適用
されない。
(d) アクセスの最小化
全米行方不明及び被搾取児童センターは、

第 2260条

合衆国内への輸入のための未成年
者の性的に露骨な描写の製作

(a) 未成年者の利用
合衆国外で、性的に露骨な行為の視覚的描

次の各号のいずれをも行わなければならな

写を製作する目的若しくは当該行為のライブ

い。

の視覚的描写を送信する目的で、当該行為に

(1) 第2258A条 [18 USC 2258A]に基づき提供

従事させるため未成年者を雇用し、説得し、

された画像へのアクセス権を与えられる被

誘導し、誘惑し、若しくは強要する者、未成

用者の数を最小化すること。

年者に他者が同行為に従事することを補助さ

(2) 法執行機関からの通知により、それらの
画像を永久的に確実に消去すること。

せる者又は未成年者が性的に露骨な行為に従
事することを意図して、これを輸送する者で
あって、将来、当該視覚的描写が、合衆国内

第 2258E 条

定義

第2258A 条から第2258D条[18 USC2258A-225
8D] において、次のとおり定義する。
(1) 「政府のための法定代理人」及び「州」と
いう用語は、連邦刑事訴訟手続規則の第 1
（注7）

又は合衆国沿岸から12マイル以内の領海内
へ輸入又は輸送されることを意図する者は、
第(c)項の規定により処罰される。
(b) 視覚的描写の利用
合衆国外において、
（視覚的描写の製作に

条におけるこれらの用語に付与された意味

性的に露骨な行為に従事している未成年者の

を有する。

使用が含まれていた場合には）未成年者が性

(2) 「電子通信サービス」という用語は、第

的に露骨な行為に従事している視覚的描写を

2510 条 [18 USC 2510]における用語に付与

輸送、運送、販売又は頒布する目的で、知り

された意味を有する。

つつ受領し、輸送し、運送し、頒布し、販売

(3) 「電子メールアドレス」という用語は、

し、又は所持する者であって、将来、当該視

2003 年 ス パ ム 対 策 法 第3 条[15 USC 7702]

覚的描写が、合衆国内又は合衆国沿岸から12
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マイル以内の領海内へ輸入され、又は輸送さ
れることを意図する者は、第 (c)項の規定に
より処罰される。

“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
”
によった。<http://www.lexisnexis.com/>
(2)

(c) 罰則
(1) 第 (a)項 に 違 反 し、 又 は 違 反 を 試 み 若

児童ポルノの素材の規制においては、実在の児童
であることが要件となっている

(3)

児童ポルノとして規制の対象となるもの。実在す

し く は 共 謀 す る 者 は、 第2251条 [18 USC

る児童であるかそれと区別がつかないことが、要件

2251]第 (e)項に規定する処罰を受ける。

となっている。

(2) 前項に違反し、又は違反を試み若しくは

(4)

実際の児童が使われているかどうか「区別がつか

共謀する者は、第 2252条 [18 USC 2251] 第

ない」
、であってあきらかに実在しないようなもの

(a)項 第(1)号、 第(2)号 若 し く は 第 (3)号 の

はこれにあたらない。

違反として、同条第 (b)項第 (1)号[18 USC

(5)

2252]の規定による1又は複数の前科のあ

(6) 「サイバー通報通信網」とも呼ばれる。インター

る者によるそのような違反について規定さ

ネット上の有害情報等の通報を受け付けるシステ

れた処罰を含む処罰を受ける。

ム。
(7)

同上

連邦司法長官及び連邦検察官等をいう。

注
(1)

2008年10月 22日現在。原文は、有料ウェブサイト

42 外国の立法 241（2009.9）

（いび みえこ・海外立法情報課）

合衆国法典第 18 編犯罪及び刑事訴訟手続
第 121 章格納された有線及び電気通信並びに処理記録アクセス [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 18. CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
CHAPTER 121. STORED WIRE AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND
TRANSACTIONAL RECORDS ACCESS
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

第2702条

開示することができる（第 (a)項第 (1)号又は同

顧客の通信又は記録の任意開示

項第(2)号の対象となる通信の内容は含まな

(a) 禁止

い）
。

（略）

(1) ～ (4) （略）

(b) 通信の開示の例外
前項に記載されるプロバイダーは、通信の

(5) 第 2258A条[18 USC 2258A]に基づき提出

内容を次の各号の者に対して公表することが

される当該機関への報告に関連して、全米

できる。

行方不明及び被搾取児童センター
(6) （略）

(1) ～ (5) （略）
(6) 第2258A 条[18 USC 2258A]に基づき提出

(d) ( 略 )

される当該機関への報告に関連して、全米
行方不明及び被搾取児童センター
(7) （略）
(c) 顧客記録の開示の例外
次の各号の者に対して、第 (a)項に記載さ

注
(1)

2008 年 10 月 22 日現在。原文は、有料ウェブサイト

“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
”
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

れるプロバイダーは、そのサービスの購読
者又は顧客に関する記録又はその他の情報を

国立国会図書館調査及び立法考査局

（いび みえこ・海外立法情報課）
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合衆国法典第 42 編公衆衛生及び福祉
第 132 章児童虐待の被害者報告義務 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
CHAPTER 132. VICTIMS OF CHILD ABUSE
REPORTING REQUIREMENTS
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正ないが、参考のため訳出した。

第13032 条

電子通信プロバイダーによる児童
ポルノの報告

”
“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

（注2）

[廃止 ]
注
(1)

(2)

18 USC 2258A を新設。

（いび みえこ・海外立法情報課）
2008年10月 22日現在。原文は、有料ウェブサイト
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国立国会図書館調査及び立法考査局

合衆国法典第 42 編公衆衛生及び福祉
第 151 章児童保護及び安全
性犯罪者登録及び告知 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
CHAPTER 151. CHILD PROTECTION AND SAFETY
SEX OFFENDER REGISTRATION AND NOTIFICATION
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

*第16913 条

性犯罪者の登録要件

(a) 総則

月 27日制定 ] に有罪判決を受けた性犯罪者に
対するこの編の要求の適用の可能性又は特定

性犯罪者は、犯罪者が居住し、雇用され及

の管轄区においてその実行があったことを確

び通学しているそれぞれの管轄区において登

定するための権限及びそのような性犯罪者の

録を行い、かつ、登録内容を最新に保つもの

登録及び第 (b)項に従うことができない性犯

とする。初回の登録のためにのみ、性犯罪者

罪者のその他のカテゴリーのための規則を定

が居住地の管轄区とは異なる管轄区で有罪と

める権限を有する。

なった場合には、有罪となった管轄区におい
ても登録を行うものとする。
(b) 初回の登録
性犯罪者は、次の各号の期間内に初回の登

(e) 順守不履行の場合の州の処罰
連邦が先住民族管轄と認めたもの以外の各
管轄区は、性犯罪者がこの編の要求を順守し
なかったことを理由として、最高刑期として

録を行うものとする。

1 年を超える拘禁刑を含む刑事罰を科すもの

(1)

とする。

登録の必要性を惹起させた犯罪に関す

る拘禁刑が終了する前まで
(2)

性犯罪者に拘禁刑の刑期の言渡しがな

かった場合、当該犯罪の判決言渡し後、3
営業日以内
(c) 登録内容の更新

第 16915a 条

司法長官への指示

(a) 性犯罪者に対する性犯罪者登録簿へ特定の
インターネット関連の情報提供の義務付け
司法長官は、性犯罪者登録及び告知法第

性犯罪者は、氏名、居住地、職業又は学生

114条第(a)項第(7)号[42 USC 16914(a)(7)]に定

としての地位に変更があった後、3 営業日以

める権限を用い、各性犯罪者が用い又は用い

内に、第 (a) 項の規定により関連を有する少

る予定であり、司法長官がこの法律に基づ

なくとも1 つの管轄区に直接出頭し、性犯罪

き適切であると決定するあらゆる種類のイン

者登録簿上へ当該犯罪者に要求される情報に

ターネット上の識別子を、当該性犯罪者が性

おけるすべての変更を当該管轄区に通知する

犯罪者登録簿に登録することを義務付けるも

ものとする。当該管轄区は直ちに当該犯罪者

のとする。これらのインターネット上の識別

が登録を要求されている他のすべての管轄区

子の記録は、全米性犯罪者登録簿の他の記録

に当該情報を提供するものとする。

と同じ限度でプライバシー法[5 USC 552a] に

(d) 第 (b)項に従わない性犯罪者の初回の登録
司法長官は、この法律の制定前[2006年 7
国立国会図書館調査及び立法考査局

従うものとする。
(b) 情報の報告の適時性
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司法長官は、性犯罪者登録及び告知法第

アドレス及びインターネット通信又は投稿

112 条 第(b)項 [42 USC 16912 (b)]に 定 め る 権

において自己の同定又はメールの選別のた

限を用い、この条に基づき必要であると規定

めに用いられるその他の表示を意味する。

された情報を最新に保ち続けるために、その
時期及び方法を定めるものとする。
(c) 公衆に対する非公開
司法長官は、性犯罪者登録及び告知法第

(3) その他の用語
性犯罪者登録及び告知法において定義さ
れた用語は、この法律においても同様の意
味を有する。

118条第(b)項第(4)号[42 USC 16918(b)(4)]に定
める権限を用い、第(a) 項に基づき性犯罪者

第 16915b条

イトのための調査のシステム

により提供されたすべての情報の開示を免除
するものとする。
(d) 定義

ソーシャルネットワーク・ウェブサ

(a) 総則
(1) 比較のための安全なシステム

(1) ソーシャルネットワーク・ウェブサイト

司法長官は、ソーシャルネットワーク・

この法律において用いられる場合、
「ソー

ウェブサイトに対し性犯罪者登録簿に含ま

シャルネットワーク・ウェブサイト」
とは、次に

れている情報と当該ソーシャルネットワー

掲げる要件のいずれにも該当するものを指す。

ク・ウェブサイトのユーザーのインター

(A) 次に掲げる要件のいずれにも該当する

ネット識別子とを比較し、一致したイン

インターネットウェブサイトを意味する

ターネット識別子だけを閲覧することを認

こと。

めるような安全なシステム構築し、維持す

( i ) ウェブページ若しくはプロフィール

る。このシステムは、次の各号のいずれの

を作成することを通じて、又はその

条件をも満たさなければならない。

他の方法によって、一般公衆又は他の

(A) このシステムは、いかなるソーシャル

ユーザーに対し、自身の情報を得られ

ネットワーク・ウェブサイトに対しても

るよう提供することをユーザーに認め

そのユーザーのインターネット識別子を

るウェブサイト

ソーシャルネットワークシステムのオペ

(ii) ユーザーに相当な数の未成年者を含
みうる、他のユーザーとのコミュニ
ケーションのための仕組みを提供する
ウェブサイト
(iii) オンラインでの相互交流を主たる目
的とするウェブサイト
(B) この法律の目的を実施するにあたり、
当該ウェブサイトのために役割を務める
ようにウェブサイトにより利用される請
負業者又は代理業者を含むこと。
(2) インターネット上の識別子

レーターに送信することを要求し、又は
許可するものであってはならない。
(B) このシステムは、インターネット識別子
及びその他のデータ要素を判読不能にす
るレンダリング保護措置を含む司法長官に
よって利用可能とされる情報の秘密を保護
する安全な手続きを用いるものとする。
(2) 身元識別に関する情報の規定
一致したインターネット識別子を受け
取った場合、ソーシャルネットワーク・ウェ
ブサイトは司法長官に対し、一致したイ

この法律において用いられる場合、
「イン

ンターネット識別子を登録した個人の身元

ターネット上の識別子」とは、電子メール

に関する情報を提供するよう要求すること
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ができ、要求があった場合には、司法長官

保持すること。

はすみやかに当該情報を提供するものとす

(B) 前項において規定される自動的な比較

る。当該情報は、氏名、性別、居住地、写

をするという限定された目的のためであ

真及び身体的な特徴に限られる。

ること。

(b) システム利用のための資格
このシステムを利用しようとするソーシャ

(c) このシステムに対する検索
(1) このシステムの利用頻度

ルネットワーク・ウェブサイトは、司法長官

このシステムの利用を司法長官により承

に対し、次の各号に掲げるすべての事項を記

認されたソーシャルネットワーク・ウェブ

載する申請書を提出するものとする。

サイトは、司法長官が認める頻度でシステ

(1) ウェブサイトの名称及び法的地位

ムを検索することができる。

(2) ウェブサイトの連絡先
(3) ウェブサイトの種類及び業務の表示
(4) ウェブサイトが当該システムを利用する
理由を説明した陳述
(5) 次の各目のすべての事項を確実にするた
めの方針及び手続きについての記述
(A) このシステムを通じて入手された情報
に基づき当該ウェブサイトにアクセスす

(2) 司法長官による利用差止めの権限
次の各目のいずれかの場合に、司法長官
はソーシャルネットワーク・ウェブサイト
によるこのシステムの利用を拒絶し、保留
し、又は打ち切ることができる。
(A) ソーシャルネットワーク・ウェブサイ
トがこのシステムの利用申請にあたり、
虚偽の情報を提供する場合

ることを拒否された個人は、即座にその

(B) ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

拒否に基づき告知され、そしてアクセス

トが、このシステムを不法又は不適切な

の拒否に異議を申し立てる能力を有する

目的で用いるか、又は用いようとしてい

こと。

る可能性がある場合

(B) ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

(C) ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

トが、情報が不正確、不完全又は真実で

トが、前項第 (5)号に基づき要求される

あると検証不能であることに気がついた

手続きに従うことができない場合

場合、適切な州の登録所及び連邦司法省

(D) ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

が各州及び国のデータベースの情報を削

トが、この法律の目的と矛盾する方法で

除又は修正することができるよう、当該

このシステムから得た情報を利用する場

ウェブサイトが直ちにこれらの機関に対

合

して通知すること。
(6) このシステムを利用するソーシャルネッ

(3) インターネット識別子公開の制限
(A) 一般公衆への非公開

トワーク・ウェブサイトによって利用され

司法長官及びこのシステムの利用を承

る予定の請負業者の身元、住所及び連絡先

認されたソーシャルネットワーク・ウェ

(7) ウェブサイトが当該システムが、次の各

ブサイトのいずれも、このシステムに含

目のいずれをも目的として利用することを

まれる性犯罪者のインターネット識別子

保障するために司法長官が要求することの

のリストを一般公衆に対して公開するこ

できる、その他の情報又は証明

とができない。

(A) 当該ウェブサイトのユーザーの安全を

(B) 追加的制限
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しくは代理業者が、次のいずれかに該当

司法長官は、第(a) 項に基づき構築さ
れたこのシステムの利用を通じて得られ

する場合には適用されない。

た情報の、このシステムの利用を承認さ

( i ) 意図的な不法行為に関与した場合

れたソーシャルネットワーク・ウェブサ

(ii) 次のいずれかを有して行った、又は
行おうとしたができなかった場合

イトによる公開を制限するものとする。

( I ) 現実の悪意

(C) 制限の厳格な順守
第(a)項に基づき構築された、このシ

(II) 法律による正当化事由なく、損害

ステムのソーシャルネットワーク・ウェ

を引き起こす実質的な危険性の存在

ブサイトによる利用は、この号に基づき

に対する無謀な無視
(III) 第 (3)号において規定される責任

要求される制限の順守を目的とするウェ

又は機能の遂行に無関係の目的

ブサイトの取決めに基づいて、その条件

(C) アクセスの最小化

を定めるものとする。

ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

(D) 解釈の規則
この項は、法律による他のいかなる規

トは、システムを通じて一致が発見され

定に基づくものであれ、性犯罪者登録情

たインターネット識別子へのアクセス権

報に対する検索若しくは調査を実施し、

限を与えられる被用者の人数を、最小化

又は認める司法長官の権限を制限するも

するものとする。
(6) 解釈の規則

のと解釈されてはならない。

この条のいかなる規定も、ソーシャル

(4) 料金の支払
このシステムの利用を認められたソー

ネットワーク・ウェブサイトを含むいかな

シャルネットワーク・ウェブサイトは、こ

るインターネットウェブサイトに対しても

のシステムの利用にあたり司法長官によっ

このシステムの利用を求めるものと解釈さ

て設定された料金を支払うものとする。

れてはならず、ウェブサイトがシステムを

(5) 法的責任の制限

利用しないと決定したことに基づき、連邦

(A) 総則

又は州の法的責任又は他のいかなる訴訟上

ソーシャルネットワーク・ウェブサイ

の不利な結果も、当該ウェブサイトに課せ

トの責任者、職員、被用者、親会社、請

られてはならない。

負業者又は代理業者を含む、ソーシャル
ネットワーク・ウェブサイトに対する、
当該ウェブサイトによる全米性犯罪者登

*第 16916条～第16929条
（略）

録簿の利用に起因する民事の請求は、連
邦又は州の裁判所に提起することができ

注

ない。

(1)

(B) 意図的な、無謀な無視の又はその他の
不法行為

2008 年 10 月 22 日現在。原文は、有料ウェブサイト

”
“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

(A)は、ソーシャルネットワーク・ウェ
ブサイト、又はそのウェブサイトの責任
者、職員、被用者、親会社、請負業者若
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（いび みえこ・海外立法情報課）

合衆国法典第 42 編公衆衛生及び福祉
第 151 章児童保護及び安全
補助金及び他の規定 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
CHAPTER 151. CHILD PROTECTION AND SAFETY
GRANTS AND OTHER PROVISIONS
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

第16981 条

るもの

性犯罪者モニターのための試験的

(ii) 犯罪者を 24 時間継続して監視する

計画

ことを認めるもの

(a) 性犯罪者モニター計画
(1) 認められた資金
(A) 総則
（略）

第 16982条～第16991条
（略）

(B) 存続期間
（略）

注

(C) 最低基準

(1)

試験的プログラムにおいて用いられる
電子モニターユニットは最低でも、次の

2008 年 10 月 22 日現在。原文は、有料ウェブサイト

”
“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

基準を満たすものとする。
( i ) 各性犯罪者について、GPS を用いた

（いび みえこ・海外立法情報課）

中央処理装置を含む追跡装備を提供す

国立国会図書館調査及び立法考査局
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合衆国法典第 42 編公衆衛生及び福祉
第 154 章児童搾取防止 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
CHAPTER 154. COMBATING CHILD EXPLOITATION
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

*第17601 条

1466A条により禁止される視覚的描写をいう。

定義

この法律においては、次の定義が適用される。

(3) 未成年者
「未成年者」とは、18歳未満の者をいう。

(1) 児童搾取
「児童搾取」とは、未成年者を関与させる

(4) 性的に露骨な行為
「性的に露骨な行為」とは、合衆国法典第18

行為であって、合衆国法典第18編第 1591条、

編第 2256条において定義されたものをいう。

第109A 章、 第 110章 及 び 第117章 [18 USC
1591, 2241, et seq., 2251 et seq.. and 2421 et
seq.]に違反した行為、試みられた行為若し

注

くは行為に関与することの共謀、又はそれに

(1)

より刑法上の罪に問われうる未成年者を関与さ
せるあらゆる性的行為をいう。

2008 年 10 月 22 日現在。原文は、有料ウェブサイト

”
“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
によった。<http://www.lexisnexis.com/>

(2) 児童猥褻物
「児童猥褻物」とは、合衆国法典第 18 編第
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（いび みえこ・海外立法情報課）
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合衆国法典第 42 編公衆衛生及び福祉
第 154 章児童搾取の撲滅
児童搾取防止及び禁止のための国家戦略 [ 抄 ]（注1）
U.S.C. TITLE 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
CHAPTER 154. COMBATING CHILD EXPLOITATION
NATIONAL STRATEGY FOR CHILD EXPLOITATION PREVENTION AND INTERDICTION
井樋

三枝子

訳

冒頭に＊を付与した条文は、P.L.110-358, P.L.110-400, P.L.110-401において改正がないが、参考のため訳出した。

第17611 条

児童搾取防止及び禁止のための国

予算の重要事項及び児童搾取撲滅を目指す

家戦略の策定

連邦の取組み
(4) 計画並びに予算上の目標及び重要事項に

(a) 総則
合衆国司法長官は、児童搾取防止及び禁止
のための国家戦略を新規に作成し、実施する

ついての5 か年計画
(5) 司法プログラム局、司法省刑事局、連邦
検事事務局、連邦捜査局、司法長官事務局、

ものとする。

司法次官事務局、法政策局及びその他すべ

(b) 時期
この法律の成立の日 [2008年10 月13 日 ] か

ての児童搾取犯罪に関する活動を行う司法

ら 1年以内に、そしてその後、隔年の 2 月1 日

省の機関又は部局を含む、児童搾取犯罪の

に、司法長官は連邦議会に対して前項に基づ

防止及び捜査に関する司法省の政策及び業

き策定した国家戦略を提出するものとする。

務の審査
(6) 国際的、州、地方及び先住民族の法執行

(c) 国家戦略に必要な内容
第 (a)項に基づき策定される国家戦略は、

機関並びに児童搾取防止及び禁止に取り組

次に掲げるものを含むものとする。

む民間の団体と協力するための司法省の取

(1) 児童搾取を減少させるための包括的で長

組みの解説
(7) 次の各目に掲げるものとの協力及び協調

期的な目標
(2) 国家戦略が提出される日から開始する各

を含む児童を搾取する者の阻止、捜査及び

年の間に達成できると司法長官が決定する

検挙に関する機関間協力のための計画

長期的で定量化可能な目標達成のため、年

(A) 移民税関捜査局(ICE)

次の測定可能な目標及び特定の目的

(B) 合衆国郵便捜査局(U.S Postal Inspection

(3) 子どもに対するインターネット犯罪タス

Service)

クフォース（ICAC タスクフォース）
、安全

(C) 国務省

（注2）

な子ども時代保護計画、FBIイノセントイ

(D) 商務省

（注3）

メージイニシアティブ、全米行方不明・被

(E) 教育省

（注4）

搾取児童センター、地域の電子情報科学捜

(F) 保健・福祉省

（注5）

査研究所、インターネットセイフティ計画

(G) その他適切な連邦機関

及び児童搾取撲滅のための目的又は使命を

(8) 次に掲げるすべての事項を含む子どもに

有する連邦の支援を受けるその他すべての

対するインターネット犯罪タスクフォース

団体のために設けられる財源を含む、年次

(ICAC タスクフォース) 計画のレビュー

国立国会図書館調査及び立法考査局
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(A) ICAC タスクフォースの数及び各ICAC
タスクフォースの所在地
(B) 各ICAC タスクフォースにおける訓練
された人員の数
(C) 各ICAC タスクフォースに付与される
連邦補助金の額
(D) 次に掲げるすべての事項を含む各タス
クフォースにおける連邦、州及び地方の

(12) 子どもの安全及びインターネットの安全
の促進に対し効果的であると証明された、
民間セクター及び NPO団体による取組み
又はその他のイニシアティブを含み、イン
ターネットの安全性に関する事項を含む児
童搾取防止及び教育に関する連邦の計画の
審査
(13) 連邦、州、地方及び先住民族による児童

協力の評価

搾取撲滅のための取組みに影響を及ぼすこ

( i ) 各タスクフォースによる逮捕数

ととなるような新しい技術を含んだ、将来

(ii) 訴追のため連邦検事に対してなされ

の動向、課題及び機会の評価

た刑事通報数
(iii) 前(ii) に基づきなされた通報に起因
する訴追数及び有罪判決数

(14) 児童搾取に関する事項について、連邦及
び州政府の司法部門との連絡のための計画
(15) 次の各目に掲げるすべての事項を含んだ

(iv) 可能であれば、ICAC タスクフォー

数々の要因を含む、報告された児童搾取犯

スの捜査に基づく、地方における訴追

罪の事件に関係する連邦の捜査及び訴追行

数及び有罪判決数

為の評価

(v) 連邦、州及び地方の調整及び協力の

(A) 捜査及び訴追された（容疑をかけられ

水準を明示するその他の情報で、司法

ている犯罪行為の規模のため又はコミュ

長官により決定されるべきもの。

ニティに対する若しくは将来生じうる被

(E) ICAC タスクフォースから支援を受け

害者に対する危険のために特定される）

る者を補助するために提供される訓練機
会及び技術的支援の評価
(F) 州及び地方の資金及びマッチングファ
ンドを活用した ICAC タスクフォース計
画の成果の評価

最優先の容疑者数
(B) 児童搾取の犯罪についての捜査、逮捕、
訴追及び有罪判決の数
(C) 児童搾取の各犯罪に対し、科された刑
罰の平均及び制定法上の最高刑

(9) 児童搾取犯罪の防止、捜査及び訴追にお

(16) 次の各目に掲げるすべての事項を含んだ

いて連邦、州、地方及び先住民族の法執行

合衆国内及び国際的な児童ポルノ密売の全

機関が利用できる技術的補助及び支援の評

般的な規模を表す入手可能な統計データの

価

審査

(10) 各FBI地域犯罪科学捜査研究所における

(A) 児童ポルノのピア・ツー・ピアファイ

児童搾取事件のための犯罪科学捜査分析の

ル共有の関与が認められ、若しくは法

未処理業務についての審査並びに州及び地

執行機関及びその他の情報源により当

方の研究所での未処理業務の概算

該容疑をかけられた外国及び国内のコ

(11) 前号において記載される、連邦、州及び
地方の犯罪科学捜査研究所に犯罪科学捜査
分析の未処理業務がある場合の、その減少
のための計画
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ンピューター数又はコンピューターユー
ザー数。
(B) 児童ポルノの売買又はその他の商業行
為への関与が認められ、又は法執行機関

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

及びその他の情報源により当該容疑をか

基づき策定される国家戦略の進展を調整す

けられた外国及び国内のコンピューター

ることに責任を負う高官を任命する。

数又はコンピューターユーザー数。
(C) 児童ポルノに関する行動のその他すべ

(2) 任務
前号に基づき任命された高官の任務は次

ての形態への関与が認められ若しくは法

に掲げるとおりとする。

執行機関及びその他の情報源により当該

(A) 国家戦略の進展に関し、すべての連邦

容疑をかけられた外国及び国内のコン
ピューター数又はコンピューターユー

機関との連絡役を果たすこと
(B) 国家戦略の進展において機関の間で適
切な調整が行われることを確実にするた

ザー数。
(D) 全米行方不明及び被搾取児童センター
（注6）

めに活動すること。

のサイバーティップラインからの通報件

(C) 予算の優先順位について精通し、児童

数又はその他の統計データ及び児童ポル

搾取の防止及び禁止に関する司法省及び

ノの密売の規模を示すその他のデータ

FBIのすべての取組みについて熟知して

(E) 合衆国内及び国外における児童搾取犯
罪の種類、性質及び範囲を示すその他の
統計データ

いること。
(D) 議会に対し国家戦略を伝達し、国家戦
略の内容及び国家戦略の実施にあたって

(17) 次に掲げるすべての事項を含む、近年の

の司法省の進捗について、適切な管轄の

関連の児童搾取に関する調査及び研究の文

委員会によって要求された場合には、議

書、論文等

会公聴会において当該戦略に関する質問

(A) 児童ポルノの所持又は密売と実際の児

に回答可能であること

童虐待との間の関連性に関する研究
(B) 閲覧され、又は共有されたファイルの
種類と違法行為の種類との間の関連性の
証明に関する研究
(C) 児童搾取に関するその他の調査、研究
及び有益な情報

第17612条

ICACタスクフォース国家計画の策定

(a) 策定
(1) 総則
司法長官の包括的権限のもと、性的捕食
（注7）

者、児童搾取並びに児童猥褻及びポルノ事

(18) 連邦の計画が関与する限りにおいて、州、

件によるオンラインでの子どもの誘惑に対

地方及び先住民族の行政機関の関与を含

して効果的な対応を進展することに専念す

む、民間セクター、その他団体、組織と連

る州及び地方の法執行機関のタスクフォー

邦機関との間の協力、調整及び相互支援の

スの国家計画からなる、子どもに対する

範囲についての審査

インターネット犯罪タスクフォース国家計

(19) 安全な子ども時代保護計画コンファレン

画（以下、この編においては「ICAC タスク

ス又は児童搾取撲滅に関連して司法省によ

フォース計画」という。
）を司法省内におい

り開催されたその他の会議若しくは集会の

て策定する。

結果
(d) 政府高官の指名
(1) 総則
司法長官は、司法省において第(a)項に

(2) 連邦議会の意思
前 号 に 基 づ き 策 定 さ れ たICAC タ ス ク
フォース計画が1998年商務省、司法省及
び国務省、司法部門並びに関連機関歳出予
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算法第1 編によって歳出権限を与えられ、

テムの効果的な利用を含む国家訓練計画

並びに 1974年青少年司法及び青少年非行

を策定することができる。

防止法 [42 USC 5771 et seq.]第 4編に基づ

(B) 制限

き助成されたICAC タスクフォース計画の

この項に基づく訓練コースの策定にあ

継続を目的とすることが、連邦議会の目的

たり、司法長官は、ICACタスクフォー

及び意思である。

スの構成員及び他の法執行機関の職員の

(b) 国家計画
(1) 州の代表

ための訓練コースの策定及び実施のた
めに、法執行機関以外のいずれの機関に

前 項 に 基 づ き 策 定 さ れ るICAC タ ス ク

対しても、1機関につき、年に200 万ド

フォース計画は、各州少なくとも1 つの

ルを超える金額を支給することができな

ICAC タスクフォースを含むものとする。

い。

(2) 捜査の能力及び継続性
児童搾取事件の捜査及び訴追についての

(C) 審査
司法長官は、次のいずれの事項も行わ

既存の能力及び継続性を維持するため、司

なければならない。

法長官は前項に基づき ICAC タスクフォー

( i ) この項により認められた各トレーニ

ス計画を策定するにあたり、この法律の制

ングセッションの有効性の定期的な審

定の日 [2008年 10月 13日制定 ]に存在して

査を実施すること。

いる全 59のタスクフォースと協議し、及

(ii) 訓練のための将来の補助金の支給を

び検討する。司法長官が現存する ICAC が

決定する際に、連邦資金の効果的な使

証明された明確な成功の実績を有していな

用に関する外部からの報告を検討する

いと決定する場合を除いて、司法長官はす

こと。

べての既存のICAC タスクフォースを ICAC
タスクフォース計画に含めるものとする。
(3) 進行中の審査

第 17613条

ICACタスクフォースの目的

ICAC タ ス ク フ ォ ー ス 計 画 及 び 国 家 タ ス ク

(A) 司法長官は、この条に基づき策定され

フォース計画の一部をなす各州又は地方の

た各ICAC タスクフォースの有効性の定

ICAC タスクフォースは、次の各項のすべての

期的な審査を実施するものとする。

事項に対し専念するものとする。

(B) 司法長官が決定に先立って議会に通

(1) テクノロジーを備えた児童搾取違反を含

知 し、 各 州 が 少 な く と も1 つ の タ ス ク

む、子どもに対するインターネット犯罪の

フォースを常に維持することを条件とし

違反又は違反者の発見、捜査及び逮捕にお

て、その決定が児童搾取撲滅の有効性の

ける州及び地方の法執行機関の捜査能力を

強化となると司法長官が判断する場合に

増強すること。

は、司法長官は新たなタスクフォースを
設立する裁量権を有するものとする。
(4) 訓練
(A) 総則

(2) 事前及び事後の子どもに対するインター
ネット犯罪の捜査を実施すること。
(3) 訓練プログラムの開発及び提供を支援す
るために、世間に認められた専門家を利用

司法長官は ICAC タスクフォースの任

して、捜査、犯罪科学捜査、訴追、地域へ

務を支援するために、ICAC データシス

の働きかけ及び能力強化の分野で、ICAC
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タスクフォース並びにその他連邦、州及び
地方の法執行機関に対する、訓練及び技術
支援を実施すること。
(4) 子どもに対するインターネット犯罪数の
うち連邦及び州の裁判所の両方において、
捜査及び訴追されるものの数を増加させる

追に従事すること。
(4) 親、教育者、検察官、警察及び子どもに
対するインターネット犯罪に関係するその
他の者に対し、犯罪科学捜査的、予防的及
び捜査上の支援を提供すること。
(5) 他の州及び地方の法執行機関が子どもに
対するインターネット犯罪を捜査し、及び

こと。
(5) 各州の中に子どもに対するインターネッ

訴追するために必要な知識、人員及び特別

ト犯罪に対応する省庁間タスクフォースを

な装備を獲得するため、それらの機関のた

創設すること。

めに継続されている情報面、行政面及び技

(6) テクノロジーを備えた子どもに対する性

術面の支援を通じて、そのような犯罪につ

的搾取犯罪の撲滅を目的とする司法省安全

いての複数管轄間、複数省庁間の対応及び

な子ども時代保護計画に参画すること。

連携を発展させること。

(7) 子どもに対するインターネット犯罪の捜

(6) いかなる事件であれ、同タスクフォース

査及び訴追にかかわる連邦、州及び地方

が得られる資源によって可能となる捜査へ

の機関に対して行うのと同様にその他の

の参画が必要になると司法長官が決定する

ICAC タスクフォースへの支援を含む、子

事件における全米で調整された捜査に参画

どもに対するインターネット犯罪違反への

すること。

全国的対応を増進すること。
(8) 子どもに対するインターネット犯罪に対
する公衆の認識及び防止プログラムを開発
し、提供すること。

(7) 同タスクフォースが従うべき、既存の規
範と一致した捜査及び訴追の基準を策定
し、又は採用すること。
(8) 犯罪の重大性又はコミュニティに対する

(9) 子どもに対するインターネット犯罪の捜

危険性の可能性を示す捜査上の手掛かりを

査及び訴追を増強する事前、事後の両面に

含む、被害者の子どもの身元を特定し、又

わたるその他の行動への関与

は救出する可能性を示す捜査上の手掛か
りが与えられることを優先して、オペレー

第17614 条

タスクフォースの義務及び機能

（注8）

ション・フェアプレイティップライン、第

タスクフォース国家計画の一部をなす各州又

105条 [42 USC 17615]において創設された

は地方のICAC タスクフォースは、次の各項の

ICAC タスクフォースデータシステム、全

すべての事項を満たすものとする。

米行方不明及び被搾取児童センターサイ

(1) 同タスクフォースの目的への取組みに専

バーティップライン、ICAC タスクフォー

念している州及び地方の捜査官、検察官、

ス並びにその他連邦、州及び地方の機関

犯罪科学捜査専門官及び教育専門家により

からの通報を含む子どもに対するインター

組織されること

ネット犯罪に関する通報を捜査し、これに

(2) 第 103条 [42 USC 17613]に記載される目
的を達成するためにたゆまず努力すること。
(3) 子どもに対するインターネット犯罪の先
んじた捜査、犯罪科学捜査及び効果的な訴

関して訴追を試みること。
(9) 押収した証拠を取り扱うための手続きを
整備すること。
(10) 次の各号に掲げるものをすべて保管する
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こと。

権限を与えられた、認証を受けた法執行機関

(A) この編 [42 USC 17611 et seq.]に基づき

の援助及び支援に専念するものとする。

要求される報告書類及び記録類
(B) 司法長官が保管すべきものと決定する
その他の報告書類及び記録類
(11) 司法長官により設定された子どもに対す
るインターネット犯罪の捜査及び訴追に関
する国家基準がタスクフォースの置かれて
いる州の法律と一致する範囲において、当
該基準を順守するよう努めること。

(1) 児童搾取を捜査及び訴追する連邦の機関
(2) 第102 条 [42 USC 17612]に基づき設立さ
れたICAC タスクフォース計画
(3) 児童搾取を捜査及び訴追する州、地方及
び先住民族の機関
(4) 司法長官により承認された外国の又は国
際的な法執行機関
(d) サイバー空間での安全な紛争解決及び情報
共有

第17615 条

全米子どもに対するインターネット
犯罪データシステム

(a) 総則
プライバシー保護に関するすべての現行連
邦法に一致して、司法長官は全米子どもに対
するインターネット犯罪データベースを設立

第(a)項に基づき設立された全米子どもに
対するインターネット犯罪データベースにつ
いては、次の各号に掲げる事項がすべて行わ
れるものとする。
(1) 司法省又は認証を受けた法執行機関の内
部で保管され、及び維持されること。

するものとする。当該システムは、いかなる

(2) 前項に従って認証を受けた法執行機関を

情報であれ、児童搾取を助長するためのイン

支援するため実費の支払により利用される

ターネットの使用を含まないものを検索又は

こと。

取得するために用いてはならない。
(b) 連邦議会の意思
前条に基づき設立される全米子どもに対

(3) 当該データベースでは、次に掲げること
をすべて行うものとする。
(A) 児童搾取の捜査及び訴追を行う連邦、

するインターネット犯罪データベースが、児

州、地方及び先住民族の機関並びにICAC

童搾取のオンラインでの警察捜査、情報共有

タスクフォースが紛争事件の解決に用い

並びに児童搾取の問題の規模に関するデータ

るデータを提供し、及びこれにアクセス

の収集及び集約の能力を促進する堅実で活動

することを承認すること。

的な潜入捜査インフラを策定してきたワイオ

(B) 直接的に又は承認を受けた法執行機関

ミング州検事総長事務局が開発したオペレー

と連携して、オンライン上の法執行機関

ション・フェアプレイを継続し、踏まえるこ

による児童搾取の捜査を促進するための

とを目的とすることが連邦議会の目的及び意

活動的な潜入捜査のインフラを提供する

思である。

こと。

(c) システムの目的
第(a)項に基づき設立された全米子どもに
対するインターネット犯罪データベースは、

(C) 法執行機関参加者のための必要なソフ
トウェア及びネットワークの能力の開発
を促進すること。

次に掲げるすべての機関に対し支援及び援助

(D) ソフトウェア若しくはダイレクトホス

を与えることを含め、連邦、州、地方及び先

ティング及び児童搾取行為のオンライン

住民族の法に適合して、児童搾取を捜査する

上の捜査支援の提供し、又は別の方法と
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して、政府機関若しくは認証を受けた法

この号のいかなる規定も、参画する法執

執行機関の内部にホスティングされたシ

行機関の、州法及び地方の法に従い捜査の

ステムである場合は、そのような機能を

手がかり又は統計上の情報を普及する能力

提供する代替のシステムへの安全な接続

を制限するものと解釈されてはならない。

をユーザに対して提供すること。
(e) データの収集及び報告
(1) 総則

( f ) ネットワークの必須条件
第 (a)条に基づき設立された全米子どもに
対するインターネット犯罪データシステム

第(a)項に基づき構築された全米子ども

は、次の各号に掲げるすべてを提供する統合

に対するインターネット犯罪データシステ

された技術及び訓練プログラムを開発し、展

ムは、次の各目に掲げる事項を確実なもの

開し、及び維持するものとする。

とする。

(1) 第 (d)項 に 規 定 す る、 連 邦 法 執 行 機 関、

(A) 即時通報

ICAC タスクフォース並びにその他州、地

利用可能なソフトウェア及びデータを

方及び先住民族の法執行機関が紛争事件の

用いて適切に発見可能である地方の子ど

解決に用いるための安全なオンラインシス

もの被害者に関係するすべての児童搾取

テム

事件は、発見後直ちに、参画している法

(2) 連邦法執行機関、ICAC タスクフォース

執行機関が参照できるようにすること。

並びにその他の州、地方及び先住民族の法

(B) 最優先容疑者

執行機関による、現行の捜査、捜査の技術、

少なくとも30日ごとに、全米子ども

成功事例その他関連するニュース及び専門

に対するインターネット犯罪データシス

的な情報に関するオンラインでのコミュニ

テムは、次のいずれをも行うものとする。

ケーション及び協調を可能とする安全なシ

( i ) 容疑のかかった犯罪行為の規模又は

ステム

その他犯罪の重大性若しくはコミュニ

(3) 連邦法執行機関、ICAC タスクフォース

ティ若しくは潜在的な地方の被害者に

並びにその他の州、地方及び先住民族の法

対する危険度の指標により決定される

執行機関により用いられる安全なオンライ

最優先容疑者の身元を明らかにするこ

ンのデータ保管及び分析システム

と。

(4) 適切で定評のあるセキュリティープロト

(ii) 参画する法執行機関に対して当該の

コル及びガイドラインに従った、州及び地

身元確認された最優先容疑者すべてを

方警察のコンピューターネットワークとの

報告すること。

安全な接続又はインタラクション

(C) 年次報告

(5) 連邦、州、地方及び先住民族の法執行機

合衆国内の及び国際的な児童ポルノ密

関並びにICAC タスクフォースが利用する

輸及び児童搾取の全般的な規模を示すい

全米子どもに対するインターネット犯罪デー

かなる統計上のデータも、入手可能とされ、

タシステムの利用のためのガイドライン

かつ、 第101条 第(c)項 第 (16)号 [42 USC

(6) 連邦、州、地方及び先住民族の法執行機

17611(c)(16)]に基づき要求される国家戦

関並びにICACタスクフォースによる全米子

略の中に含まれること。

どもに対するインターネット犯罪データシス

(2) 解釈の規則

テムの利用に際しての訓練及び技術的支援
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(g) 全米子どもに対するインターネット犯罪
データシステム運営委員会
司法長官は、前項に基づくプログラムに関
するネットワークについてのガイダンスを提

規定された責務及び機能の遂行を支援する
ため、州及び地方の ICAC タスクフォース
に補助金を交付する権限を有する。
(2) 定式補助金

供するため、及びシステムのための戦略計画

(A) この条を実施するために割り当てられ

の作成を援助するため、全米子どもに対する

た資金全体の少なくとも 75%は、この項

インターネット犯罪データシステム運営委員

の(B)に定める要件に従い、司法長官に

会を設立するものとする。運営委員会は、児

より策定された補助金定式に従い補助金

童搾取防止及び禁止の訴追、捜査又は予防に

の交付又はその他の方法による配分を行

おいて専門的知識を有する 10名の委員から

うことができるものとする。

なり、次の各号に掲げる者を含むものとする。

(B) 定式（補助金）の要件

(1) 地方の ICAC タスクフォースの所長によ

司法長官によりこの号の(A)に基づき

り選出された 3名の代表者で、全国の異な

作成された定式は、次に掲げる事項を満

る地理的地域を代表するような代表者

たすものとする。

(2) 司法省情報サービス室からの代表者 1 名

( i ) 最低でも、この項の（A）に基づく補

(3) 現在ワイオミング州検事総長事務局にお

助金の授与さもなければ頒布が可能と

いて主宰されているオペレーション・フェ

なる資金の 0.5%に相当する額を各州又

アプレイからの代表者１名

は地方の ICAC タスクフォースが受領

(4) 全米子どもに対するインターネット犯罪
データシステムの主宰及び維持に主たる責
任を有する法執行機関からの代表者 1名
(5) 連邦捜査局のイノセントイメージ国家イ
（注9）

ニシアティブ又は地域電子的犯罪科学捜査
研究所からの代表者 1名
(6) 移民税関捜査局のサイバー犯罪センター
からの代表者 1 名

するよう保障すること
(ii) 次に掲げる要因を考慮すること
( I ) 合衆国国勢調査局により、直近の
10年毎国勢調査で確定された各州
の人口
(II) オペレーション・フェアプレイ、
ICAC データネットワーク、サイバー
ティップライン及びその他の情報源

(7) 合衆国郵便捜査局からの代表者 1名

により発生した、申請者の管轄内で

(8) 司法省からの代表者 1名

の捜査上の手掛かりの数

(h) 歳出予算の承認

(III) 連邦、州又は地方の訴追のための

2009 会計年度から2016会計年度までを通

タスクフォースに付託された子ども

じ、各会計年度に対し、この条の規定を実施

に対するインターネット犯罪に関す

するため200 万ドルが割り当てられることを認

る犯罪事件数
(IV) タスクフォースによる児童搾取事

める。

件の成功した訴追数
第17616 条

ICAC補助金プログラム

(a) 設立
(1) 総則
司法長官は、第 104条[42 USC 17614]に
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(V) 児童搾取犯罪の防止、捜査又は訴
追に関係するタスクフォースによる
訓練、技術支援及び一般啓蒙又は働
きかけの総計

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

(VI) タスクフォースにより、追加的資
源の必要性の程度を明示するものと
司法長官が決定するその他の基準
(3) 必要に応じた残資金の配分
(A) 総則
資金が前号 (A)に基づく定式補助金の

のとする。
(2) 内容
前号に従って提出される各申請書は、次
の各目のいずれをも満たさなければならない。
(A) この条に基づく支援の対象となる活動
の説明

交付又はその他の方法による配分を行

(B) この編[42 USC 17611 et seq.]の必要条

うことができるものとされた後、この条

件の順守を確保するため必要であると司

を実施するために割り当てられた資金全

法長官が決定する追加の担保の提供

体の中で残った資金は、司法長官により
策定された基準で示される必要性に基づ

(c) 認められる用途
この条に基づき交付される補助金は、次の

き、州及び地方の ICAC タスクフォース

各号に掲げる事項に用いることができる。

に配分するものとする。当該基準は前号

(1) 職員、捜査官、検察官、教育専門家及び

(B)(ii)に掲げる各要因を含むものとする。
(B) マッチングの要件
州又は地方の ICAC タスクフォースは、
この号の (A)に基づき州又は地方のICAC
タスクフォースにより受領された資金
額の少なくとも 25%と同額の連邦以外の

犯罪科学捜査専門家の雇用
(2) 子どもに対するインターネット犯罪の捜
査において活用される犯罪科学捜査研究所
の設立及び支援
(3) 子どもに対するインターネット犯罪の捜
査及び訴追の支援

マッチングファンドを提供するものとす

(4) インターネット上の捕食者から子ども及

る。この号 (B)に従いマッチングファン

び親が自身を守ることを援助する教育プロ

ドの提供を実行できないか若しくは実行

グラムの運営及び支援

する意思がない州又は地方のICAC タス

(5) 子どもに対するインターネット犯罪の捜査

クフォースは、
（A）に基づく資金を受領

及び訴追の成功に関係するトレーニング・

する資格をもたないものとする。

セッションの運営及びこれに対する参加

(C) 免除
司法長官は、州又は地方の ICAC タス
クフォースが正当な理由又は財政的な困
難を明示する場合には、(B)に基づくマッ
チング要件の全部又は一部の免除を行う
ことができる。
(b) 申請
(1) 総則

(6) 子どもに対するインターネット犯罪の防
止、捜査又は訴追に直接関係するその他の
活動への資金提供
(d) 報告に際しての要件
(1) ICAC 報告書
この条に基づく補助金によって資金を
得た活動の結果を測定するため、及び政
府活動評価法[P.L.103-62; 107 Stat. 285] に

この条に基づく補助金を要望する各州又

そうよう司法長官を支援するため、各州及

は地方の ICAC タスクフォースは、司法長

び地方のこの条に基づく補助金を受領する

官が合理的に要求しうるような時期に、そ

ICAC タスクフォースは、毎年、司法長官

のような方法により、及びそのような情報

に対し、次の各目に掲げる事項を説明する

を伴って、司法長官に申請書を提出するも

報告書を提出するものとする。
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(A) 子どもに対するインターネット犯罪の

状況

捜査及び訴追に専念する捜査官、検察官、

(B) 児童搾取に関する前 12か月間の連邦

教育専門家及び犯罪科学捜査専門家の人

及び州の捜査、訴追及び有罪判決の数

数を含む、タスクフォースの人員水準
(B) 次に掲げるすべての事項を含む、タス
クフォースの捜査及び訴追の達成度の測

第 17617条

歳出予算の承認

(a) 総則
この編を実施するため、次の各号のとおり

定
( i ) 子どもに対するインターネット犯罪
に関し着手された捜査の数
(ii) 子どもに対するインターネット犯罪
に関する逮捕数
(iii) 次に掲げるものを含む、子どもに対
するインターネット犯罪の訴追数
( I ) 訴追の結果、そのような犯罪で有
罪となったかどうか

の割当が承認される。
(1) 2009会計年度に6000万ドル
(2) 2010会計年度に6000万ドル
(3) 2011会計年度に6000万ドル
(4) 2012会計年度に6000万ドル
(5) 2013会計年度に6000万ドル
(b) 前項に基づき割り当てられた資金は、歳出
されるまで利用可能とする。

(II) 量刑及び州法に基づくそのような
犯罪の最高法定刑
(C) タスクフォースによる合衆国検事総局に
対する付託数。付託が連邦検察官により
受理されたか否かを含む。

第 17631条

地域の電子的犯罪科学捜査研究所
の増設

(a) 追加資金
司法長官は、児童搾取の捜査に対するも

(D) 他の法執行機関への付託等、結果とし

のを含む、電子的犯罪科学捜査における現在

て逮捕又は訴追に至らなかった捜査の処

の未処理の業務に取り組むため、追加的な電

理を示す統計値

子的犯罪科学捜査の能力を確立するものとす

(E) タスクフォースのメンバーでない法執

る。司法長官は、地域の現存の科学捜査研究

行機関に対し、タスクフォースが提供し

所の能力の増強又は連邦捜査局により運営さ

た捜査の技術的支援セッションの数

れる地域電子的犯罪科学捜査研究所計画に基

(F) タスクフォースが完了した電子的犯罪
科学捜査的検査の数
(G) タスクフォースにより策定された子ど
もに対するインターネット犯罪プログラ
ム基準に参加する法執行機関の数
(2) 連邦議会への報告
この法律の制定の日（2008年10月 13日）

づき研究所を増設するために、この条に基づ
く資金を活用することができる。
(b) 新しい資金の目的
この条に基づき割り当てられる資金により
確立される追加的な科学捜査の能力は、連邦
機関、州及び地方のICACタスクフォース並び
にその他子どもに対するインターネット犯罪

より1 年以内に、司法長官は連邦議会に対

の防止、捜査及び訴追を行う連邦、州及び地

し、次の各目に掲げるすべての事項につい

方の法執行機関を支援する用途に用いられる

て報告書を提出するものとする。

ものとする。

(A) 第102条 [47 USC 17612]に基づき策定
されたICAC タスクフォース計画の進行
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(c) 新たな電子的犯罪科学捜査研究所
司法長官が、前(a)項に基づき、現存の未

児童ポルノ及び子どもに対する性犯罪に関する法律

処理の業務に最善に取り組むため新たな地域

フォース、州・地方の法執行機関、連邦の諸機関と

の電子的犯罪科学捜査研究所が必要とされて

の連携により、テクノロジーによる児童搾取を取り

いると決定した場合には、そのような新研究

締まり、防止する目的。児童搾取と家庭などでの効

所は次項に従い設立されるものとする。

果的な防止法にについて公共教育も行う。

(d) 新研究所の設置場所

(3)

1995 年より運営されるFBI サイバー部によるプロ

この条に基づく新たな地域の電子情報科学

ジェクト。コンピューターを介した児童ポルノ、児

捜査研究所の設置場所は、連邦捜査局局長、

童性的虐待の減少、救出、事件の立件、関係法の整

地域電子的犯罪科学捜査研究所全国運営委員

備、強化に取り組む。

会及びその他の関連する利害関係者と協議の

(4)

上、司法長官によって決定されるものとする。

連邦法に基づき、法執行機関と連携して児童失踪事

(e) 報告書
この法律の制定日 [2008年 10月13日 ] より1

1981 年に発足した非営利団体を母体とした機関。

件の連絡役となる。連邦より補助金を支給されている。
(5)

司法省が連邦検事事務局、連邦、州及び地方の

年以内に、それ以後は毎年、司法長官は連邦

法執行機関並びに全米行方不明及び被搾取児童セン

議会に対して、この条に基づき割り当てられ

ター等と共同して行っている計画。

た資金がどのように活用されたかについての

(6)

報告書を提出しなければならない。
( f ) 歳出の承認

子どもの性的搾取に関する事件を通報するシステ
ム。

(7)

原語は“sexual (violent) predator”
。42 USC 14071(a)

この条の規定を実施するため、2009会計年

において定義される精神異常や人格障害で性犯罪の

度から 2013会計年度に 200万ドルの歳出が承

有罪の宣告を受けた者について、専門家の勧告によ

認される。

り裁判所が定める。
(8)

注

児童ポルノのやり取りを追跡するソフトウェアシ
ステム用いた児童ポルノ取締り作戦やそのチーム。

(1)

2008年10月 22日現在。原文は、有料ウェブサイト

“LexisNexis”掲載の“United States Code Service（USCS）
”

(9)

FBI と警察機関で構成される全米及び国際的な連
携。

によった。<http://www.lexisnexis.com/>
(2)

2006 年に立ち上げられた司法長官による戦略。全

（いび みえこ・海外立法情報課）

米行方不明及び被搾取児童センターや ICAC タスク
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