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スウェーテン刑法第六章（性犯罪）の改正について

序

スウェーデン刑法第六章︵性犯罪︶の改正について

性犯罪規定の改正経過

今回 の 改 正 の 特 徴

今回 の 改 止 の 経 緯

個々 の 規 定 に つ い て

料を参照して紹介したい︒

現行刑法の制定当時刑法第六章の標題は﹁道徳に対する

性犯罪規定の改正経過

た︒改正法は本年︵二〇〇五年︶四月一日より施行されて

犯罪﹂︵o
o巴一眞ぽ富σoεであったが︑これが性犯罪

︵1︶

いる︒前回の全面改正は一九八四年に行なわれたので︑二

一九八四年の改正は︑一九八一年に提出された一九七七

︵2︶

o
︵o ①釜巴再o巳に変更されたのは一九八四年の改正に

仁

〇年ぶりの改正になる︒現行刑法の制定が一九六二年であ

一

田
よる︒

スウェーデン刑法第六章︵性犯罪︶が全面的に改正され

坂
るから︑改正が二〇年ごとに行なわれている印象である︒

以下その内容について筆者の入手した立法資料その他の資
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年設置の性犯罪審議会︵ωΦ釜巴訂9房ぎヨヨ葺9︶の答
申に基づくものとされているが︑実はこの審議会とは別に
一九七〇年代に性犯罪調査会︵ω賃惹一酵9房暮おα巳⇒・
︵3︶

︵9︶

ている︒

純粋な強姦は届出事件の約七〇パーセントにとどまる︒

これらの事件は夏季半年の週末の夜に集中している︒事件

から暴力的性犯罪を︑﹁性的強制︵ωo釜Φ毎宴嘗鵬︶﹂を根

法の目的を性道徳の維持から性的攻撃の禁止に移し︑刑罰
︵4︶
を軽減する方向で刑法第六章の改正を意図した︒右の視点

的性交を主要概念とする当時の性犯罪概念を放棄し︑性刑

罪歴︑社会的・精神的問題のある者の比率も小さい︵一般

外国人の比率は小さい︒失業者の比率は大きい︒また︑犯

的問題をもっている︒被害者の半数は一五歳ないし二五歳︑

職業的地位は低く︑犯罪歴がある︒何らかの社会的・精神

行為者は︑二〇ないし三〇歳︑四〇パーセントは外国人︑

初対面である︒

ーセントは事件前まで見知らぬ関係で︑一〇パーセントは

半数は性交を完了している︒当事者の面識は浅い︒四〇パ

幹概念として︑侵害の程度により三分し︑その重いものを

の人の場合より大きい︶︒事件処理の経過で被害者が告訴

発生場所は当事者の自宅︑暴力も抵抗も激しいものでなく︑

強姦として処罰し︑侵害の程度の軽いものには軽い刑罰を

を取り下げる場合が多い︒届出事件の約二〇パーセントが

こでは性犯罪に関わる古い用語を現代化するとともに暴力

科すとの態度をとり︑第六章の標題を﹁性的攻撃︵ωΦ図・
︵5︶
諾鼠α話渥N8℃︶﹂に変更することを提案した︒ただ︑性

鵬窪︶が設置されていて︑その答申が提出されている︒そ

犯罪調査会は︑性犯罪に対する処罰を軽くする方向で提案

公訴を経て有罪の判決を受けている︒判決の内容は半数が

拘禁︑二五パーセントは閉鎖的精神医学的保護に処されて

を行なっており︑これがレミス手続で批判を受けた経過が
︵6︶

ある︒

こうした事実の他に統計的事実もふまえ︑パーションは

いる︒

刑法第六章第一条の罪を強姦︑性的強制︑性的玩弄の三類

性犯罪審議会と性犯罪調査会との問で︑レイフ・パーシ
ョン︵9目℃段器自︶による性犯罪の実態調査とそれに基
︵7︶

づく提案が行なわれている︒パーションは一九七〇︑七三︑

型に分類することと強姦罪等を親告罪から外すこととを提
︵10︶

七六年に発生して同年中届出のあった第六章第一条の罪

案している︒この提案は︑性犯罪調査会の提案︑即ち第六

︵8︶

︵未遂を含む︶を調査し︑その結果を下記のように要約し
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ついて︑強姦の構成要件中行為者を男に限ること及び姦淫

章第一条及び第二条を統合して前記の三類型を作ることに

会の審議を経て法律となった︒

︵空8お零お︒︒

に基づいて一九九七年に女性の平穏に関する一連の法律案

女性平穏審議会の答申にかかる部分では刑法第六章第一

︵18︶

は︑この法律案の中に他の法律案とともにまとめられて議

緕︶を議会に提出した︒上記の二つの提案

の達成を以って既遂とすることを否定する点を支持し︑被
︵11︶
害女性の犯行直前の行為に意味を与える点を批判し︑その
︵12︶

上で被害者に対する支援の必要性を強調した︒

このうち重要なのは第一条の改正で強姦の構成要件の拡大

が行なわれた︒ポイントは強姦の成立に必要な条件として

条︑第三条ないし第六条及び第二一条の改正が行なわれた︒

犯罪調査会が意図した寛刑化と被害女子の示した犯行前の

姦淫に加えて﹁侵害の程度及びその他の事情から強制され

この調査は︑一九七七年の性犯罪審議会の求めに応じて

行為を重視する提案を批判して︑これとは異なった方向で

た姦淫と同程度の性的接触︵5器一一讐⊆ヨ醤口篶︶﹂が第一

実施されたもので︑政府は同審議会の設置指示の中で︑性

性犯罪に関する規定の検討を求めた︒この審議会の答申の

条の文言に追加されたことである︒第三条ないし第六条の

︵13︶

内容とそれに基づく第六章の改正法が後藤︑平野両氏の協

改正は用語を性的に中性化したもので︑一二条の改正は第

じく︼九九三年に設置された売春問題に関する調査会

この中に刑法第六章の改正提案が含まれている︒また︑同

行なうことを犯罪化したもので︑第六章第八条の媒合の罪

された︒この法律は︑対価を支払って一時的な性的結合を

入を禁止する法律﹂︵一九九八年法律第四〇八号︶が制定

では売春の犯罪化のために新たに単行法︑﹁性的奉仕の購

売春問題に関する調査会の答申に基づく提案にかかる部分

いて届出又は暴露しなかった者の処罰を定めたものである︒
︵19︶

六章の犯罪の未遂等を処罰すると同時に媒合の罪を知って

力を得てジュリストに発表された故中谷教授の論文の取扱
︵H︶
っているものであ る ︒
︵15︶

その後︑一九九三年に女性平穏審議会︵内≦巨oま房−

ざヨ昌隆9窪︶が設置された︒その最終答申︵内≦目−

︵即o答εぎ屋仁q巴三轟︶も一九九五年にその最終答申

と関連するものである︒しかし︑対価を受取って性的奉仕

ヨ9ω○￠一〇〇98︶は一九九五年に提出されているが︑
︵16︶

︵囚身昏睾号5ωOC一㊤09窃︶を提出している︒この答

を提供する者は処罰されないとされた︒売手の社会的地位

︵17︶

申は売春の犯罪化の提案を行なっている︒政府は︑これら
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︵20︶

の弱さに配慮がなされているという観点が指摘されている︒

二 今回の改正の経緯
今回の性犯罪規定の改正は︑一九九八年の性犯罪審議会
の設置から始まる︒この審議会の設置指示の中で政府は九
︵21︶

つの重点審議項目をあげている︒

a 裁判所における性犯罪の量刑及び刑罰価値の判断を

9 性的な目的で行なわれる人身取引︵特に児童及び女

性︶を対象とする特別な犯罪行為類型の必要性を検討

性的な内容の不快な言語表現に関する処罰規定につ

すること︒

h

いて検討すること

i 一五歳未満の児童に対する強制狸褻の公訴時効の進

行起点を児童が一五歳に到達する日とすることを検討
すること︒

された︒答申は付録を含めて七百頁の大きいもので︑性犯

︵22︶

これらに対する審議会の答申は二〇〇一年に政府に提出

b 一部の性犯罪から﹁強制﹂の要件を除去すべきか否

罪にかかる刑法の規定の文言の検討︑加害者及び被害者︑

調査し︑必要な措置を示すこと︒

かを検討すること︒同時に﹁要件﹂となる強制の程度

性犯罪立法の明確化︑新規則における強制と同意︑成人に

対する性犯罪︑児童に対する性犯罪︑媒合及び売春︑親族

も検討するこ と ︒

c 強制の要因の適用ができなくても児童に対する深刻

罰︶が取上げられている︒筆者の余裕のなさから︑本稿で

︵23︶

ス・クラブ︑国際的な問題︵人身売買と国外犯の二重処

れている他︑性的姿態表現︵ωΦ釜o＝2器ユ轟︶とセヅク

間の性交並びに性犯罪の捜査と裁判が問題として取上げら

媒合の概念を拡大して︑セックスクラブ等の有害な

な性的攻撃を強姦に含める解決案を検討すること︒

d

影響の防止を検討すること︒

e 性犯罪の国外犯に対する二重処罰の問題を検討する

はこの中味の紹介は省略する︒

答申の中には性犯罪に関する刑法第六章を全面改正する
︵25︶

︵24︶

児童を性的姿態表現及び狸褻図画作成に利用するこ

こと︒

f

法律草案とともに人身売買︑児童強姦等にかかる規定の

新設︑並びにポルノグラフィの取締規定の拡大等が提案さ

︵26︶

とを絶対的に禁止する規則を一五歳以上一八歳未満の

者に拡大すること︒
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れている︒この改正草案の中には︑前述した性的奉仕の購
入を禁止する法律の内容が草案第六章第一一条として取入
︵27︶

れられている︒

上記の提案のうち﹁性的な目的で行われる人身取引﹂に
かかる第四章の改正が二〇〇二年に立法化され︑刑法第四

第一条に掲げる場合の他︑F記の目的をもって︑

章に第一条の二︵二〇〇五年四月一日現在の正文︶が追加
された︒

第一条の二

脅迫又は欺きを用いて︑人の危険にさらされた状態を悪用し
て又はその他の不適切な手段によって︑人を募集し︑移送し︑

より右の人に対して統制を加える者は︑﹁人身取引﹂として

宿泊させ︑受け入れ又はその他の同様な手段を取り︑それに

第一項に示す目的て．卜記の行為を行なった者についても同

一︑人に対する統制を他の人に移転する者︑又は

様とする︒

二︑人に対する統制を他の人から受取る者︒

十八歳未満の者に対して第一項に掲げる行為を行なった者

は︑同項に︑︑小す不適切な手段を用いていない場合においても︑

第一項ないし第三項の罪があまり重くない場合には︑四年

人身取引として処断する︒

以下の拘禁に処する︒︵二︵り〇二年法律第四三六号︑二．リ〇

四年法律第四〇六号︑二∩ 〇五年法律第九〇号︶

この規定は︑二〇〇四年の改正で︑それまで同章第三条

に規定されていた事項を第﹈条の二の中に取込んだもので︑
同時に第三条は削除された︒

昨年議会に提出された︒提案の題名は﹁新性犯罪立法﹂で

︵28︶

性犯罪の改正の主要部分についての刑法の一部改正案は

ある︒この提案は社会民主党︑共産党及び環境党三党の合

二年以上十年以下の拘禁に処する︒

条もしくは第六条による犯罪にさらし︑↓時的な性的結合

一︑右の人を第六章第一条︑第二条︑第三条︑第四条︑第五

︵29︶

意によるもので︑穏健党︑自由党及び中央党は提案に加わ
っていない︒

定された性的奉仕の購入を禁止する法律︵﹈九九八年法律

の立法手段が提案されている︒この関連で一九九八年に制

することであり︑特に︑児童を性的侵害から保護するため

この提案の主要な目的は︑性的侵害に対する保護を増進

︵30︶

のために利用し又はその他の方法て性的目的て利用するた
め︑

二︑右の人を戦争業務又は強制労働もしくはその他の同様な
強制的状態において利用するため︑

三︑臓器の摘出に利用するため︑又は
意味する状況において利用するため︒

四︑その他︑危険にさらされている人にとっては緊急状態を
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第四〇八号︶を廃止し︑その内容を刑法第六章の中に第一
︵31︶
一条として取入れる提案もなされている︒

ット上の児童ポルノの流通を犯罪化していることもあげて

で図っている︒また︑IT関連犯罪に関する欧州条約がネ

ことが強調される︒スウェーデンにおいては︑歴史的にみ

童の保護に重点が置かれると同時に︑用語の現代化︑性犯

前述したように︑今回の改正では性的統合性の保護︑児

三 今回の改正の特徴

おきたい︒

︵36︶

︵35︶

決定を採択し︑政府はその内容の完全な実現を今回の改正

今回の改正では︑児童の性的侵害に対する保護の増進と
性的統合性の強化と性における自己決定権の強化が図られ
た︒つまり︑児童に対する成人からのあらゆる性的な侵害
を防止することは︑現代社会において重要性を増しており︑

て性犯罪における保護法益は家族︵男性︶の名誉から女性

罪の体系的把握に努力がそそがれた︒その特徴について二

この点で刑法上の性犯罪の規定は大きい役割を担っている

の自由権に移ってきたとされる︒別の表現を用いれば社会

つの点を紹介しておきたい︒

性行為︵ω①×⊆Φ＝訂＆言σq︶の意義

罪の名称のみに限定して使用され︑各規定の文言の中では

現行刑法の制定の前後には性犯罪一般に共通する用語と
︵37︶
してoビζが使用されていた︒現行刑法制定後この語は犯

A

秩序の維持から個人の人権に重点が移ったということがで
きる︒改正提案には女性の平穏︵す言ぎ弦α︶と児童の保
護︵鴇琶号焦酵訂旨○魯＝⇒豊oヨ︶が重要な指導理念と
︵32︶

周知のように一九九〇年九月二日に児童権利条約が発効

さ霧一一讐⊆ヨ鐙ぎ鷺が用いられていた︒一九八四年改正は

して現れている︒

している︒また︑二〇〇一年一月二二日には人身売買の廃

この語をoεζに代えて使用することを定めると同時に表

︵33︶

絶と児童の性的搾取及び児童ポルノの廃絶とに向けた欧州

した︒それを更に今回の改正ではω霞露Φ一一﹃讐色ぎ願と変

現を5霧凱讐⊆ヨ塩昌鴨からω震⊆Φ年oヨ恩昌鷺に変更

更した︒これは︑性犯罪にかかる用語のもつ特殊な意味合

︵38︶

三蔓︶の枠組決定︵O霊づ亀男轟営①をo蒔Uo息ω一9︶が提

共同体委員会︵Ooヨ巳一隆g亀誓①国ξo℃①窪Oo日ヨ午

案され︑二〇〇二年一〇月一四ー一五日には枠組決定の内

いを客観的で理解しやすいものに変えていこうとする方針

︵制︶

容に関する合意がなされた︒スウェーデン議会はこの枠組
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︵39︶

姦︵＜巴α鼠ζヨ9富ヨ︶﹂が新設されたのは児童に対す

の自由について絶対的権利を持つのであり︑また﹁児童強

る性的な侵害の大きさから︑一五歳未満の児童はあらゆる

を示している︒

立法資料によると︑ωΦ釜巴﹃ぎ色言鵬はの①釜①毎⊆∋−

性行為から絶対的に保護する必要があるからである︒

姦淫類似の行為とされている︒問題とされてきたのは姦淫

異物や拳を性器に挿入する行為は一九九八年の法改正以降

かって行なうオナニーは姦淫類似の行為には含まれないが︑

性交やオラル性交は姦淫類似の性的接触とされ︑他人に向

語は現行刑法の制定以来一貫して変化していない︒アナル

本の刑法では姦淫︶を意味する語はω鋤ヨ一鎚であり︑この

こに含まれる︒刑法第六章の規定の文言中本来の性交︵日

の接触は含まれないが︑判例では着衣の状態での接触もこ

被害者がブルガリア政府を相手に欧州裁判所に提訴し︑同

実を欧州人権条約第三条及び第八条に違反するものとして

に性交に応じたことを理由に刑事責任が問われなかった事

とする事件で︑加害者は暴力を用いず︑被害者も抵抗せず

の裁判所において一四歳の少女が二人の男性に強姦された

づいた再検討を求めた︒ブルガリア事件とは︑ブルガリア

いて欧州裁判所が行なった欧州人権条約の解釈の分析に基

強姦の成立要件に関連して︑いわゆるブルガリア事件につ

性的自己決定権の観点から立法顧問院︵い轟轟α匁︶は︑

︵41︶

の性器が他人の体の一部に接触することが必須で︑動物と

鵬9篶より広い概念とされる︒ω①釜o臣ζヨ蕊⇒鷺ては人

以外の性的な意味合いをもつすべての身体的接触或いは表

裁判所が二〇〇三年二一月四日に﹁条約に基づく各国のポ

︵42︶

現を示す適切な語は何かということであり︑それをωΦ写

ジティブな義務は︑被害者が仮に物理的に抵抗しなかった

︵40︶

自Φ一≡き色ぎ鵬で一括して表現したのが今回の改正である︒

はなく︑それを通して被害者の人格︑性的自己決定権︑自

存否を重視している︒︶に対して実務的にも理論的にも何

主張︵強姦の刑事責任の判断にあたり特に被害者の抵抗の

分析によれば︑欧州裁判所は︑ブルガリア政府が原告の

︵43︶

としてもその同意を得ずに実行された性的行為に刑罰を定

﹁侵害︵苓讐 雪 3 σ Q ︶ ﹂ に つ い て

B

め︑起訴する義務を意味する﹂と認定したものである︒
︵製︶

もう一つの概念は﹁侵害︵犀鼠爵昌ぎ鵬︶﹂である︒性犯

由等をどこまで侵害したのかという点に刑罰価値の根拠を

も説明していないと認定し︑この処理の仕方は︑強姦事件

罪を性行為︵ω①莞＝びき色ぎ鵬︶そのものとしてみるので

求めていることである︒つまり︑すべての人は自己の身体
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個々の行為類型について紹介する︒

をもってしては︑強姦やその他の性的攻撃に対する充分効

て︑ブルガリアの裁判所システムは︑そのような法の適用

求に対応するには余りにも冷たすぎると考えている︒従っ

他人を強制的に姦淫し︑またはその他の姦淫と同程度の性

強姦は︑行為者が傷害︑暴行又は犯罪行為の威嚇をもって

強姦は︑﹁強姦﹂︑﹁重強姦﹂と軽微な強姦に分かれる︒

A

の効果的訴訟に関して欧州条約が加盟諸国に科している要

果的な保護を認めているといえず︑欧州裁判所は条約の侵

的行為を実行しまたは忍耐させるものである︒姦淫は異性

︵45︶
強姦︵く里ユ感葬︶

害があったと認定したものである︒

べての条件の包括的判断が強姦事件では必要であると解釈

性交︑オラル性交の他︑異物や拳を性器に差込む行為があ

姦淫と同程度とされる行為としては︑前述のようにアナル

られる︒夫婦間︑婚約者間︑同棲者間でも強姦が成立する︒

できる︒政府は︑この解釈を基に暴行と威嚇を成人に対す

げられる︒また︑重強姦の定義から﹁生命に対する危険﹂

間のみに限られ︑同性間のものはその他の性的行為に含め

る強姦の要件とすることが欧州条約の要求に違反するもの

という表現が削られ︑﹁深刻な暴力又は威嚇﹂︑﹁複数の行

ブルガリア事件が示すのは︑強姦の規定が暴行と威嚇を

ではないと考えた︒更に︑立法顧問院の意見も強姦の規定

為者﹂︑﹁無思慮と残酷さ﹂が判断の基準になり︑強姦の適

要件とすることを欧州条約に違反するとみるのでなく︑す

の構成には触れていないこと︑最高裁判所の判決が被害者

用範囲が拡大されている︒

︵46︶

の同意を強姦成立の基本的要件としていること︑更には被

害者の抵抗はスウェーデン法の強姦規定の適用には無意味

強姦の適用範囲の拡大によって性的強制の適用範囲は限

B

制﹂と第三条の﹁性的玩弄﹂とに分けられ︑更に︑一九九

自由権の侵害﹂が一九八四年の改正で第二条の﹁性的強

る︒沿革的には現行刑法の当初の第六章第二条の罪﹁性的

無援助状態にある者の不適切な性的玩弄もここに分類され

定されたが︑規定の内容の変更はない︒強姦を構成しない

性的強制︵ωΦ×垢＝二く雪σQ︶

であることを考慮し︑ブルガリア事件での欧州裁判所の意

個々の規定について

見との一致を図る必要はないと結論した︒

四

ここでは︑第六章の新しい規定とその解説とに基づいて︑
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分けられている︒今回の改正はこの区別をそのまま引継い

二年に﹁性的強制﹂が﹁性的強制﹂と﹁重性的強制﹂とに

て性的行為を実行し又は忍耐させる場合がこの罪の内容に

指摘が消滅し︑依存状態を一般的に規定し︑それを利用し

玩弄として処罰した︒今回の改正では︑依存状態の具体的

︵47︶

でいる︒判断の基準は︑﹁複数の行為者﹂と﹁無思慮と残

なっている︒複数の行為者と無思慮とが重依存的地位にあ

る者の性的玩弄の判断基準である︒

酷さ﹂である︒

﹁性的強制﹂は強姦を構成しないが︑強要︵○一鎚象養轟︶

︵49︶
児童強姦︵＜①一α痘葬ヨ9冨∋︶

児童強姦は今回の改正で新設された罪である︒一五歳未

満の児童は性的行為に同意することができない︒これが基

D

本である︒従って︑強姦ではあるが︑暴力や威嚇を加える

によって他人に性的行為を実行しまたは忍耐させるもので

も意味をもたない︒行為者によって第三者が性的行為を実

ことは要件にならない︒単に姦淫またはそれと同程度とさ

ある︒加害者︑被害者の性別は無関係で︑当事者間の関係

行し又は忍耐させる場合もここに含まれる︒つまり︑自ら

れる行為があればこの規定が適用される︒被害者の性別も

無関係である︒また︑被害者がイニシャティブをとった場

合でもこの罪が成立する︒この意味では英米法のいわゆる

三ミ苓

性的行為を行なわない者も責任を問われる︒
C

依存的地位にある者の性的玩弄︵ωΦ×⊂Φ＝件
︵48V

沿革的には︑この罪も現行刑法の当初の第六章第二条の

辞讐日o昌轟幕に近い犯罪類型ということがてきよう︒

一①aΦ鋤＜U①﹃ωoヨσΦδΦ⊃α①ω壁一⊃一⊃σQ︶

罪﹁性的自由権の侵害﹂から分離したものである︒一九八

玩弄することによって他人と性的接触﹂を行なう者を依存

の状態にあるか又は精神障害にかかっている者を不適切に

で依存的関係にある者︑即ち﹁無力もしくはその他無援助

的強制に分類された︒そして行為者に対して何らかの意味

の間に特定の依存関係が存在するときにこの罪の成立が認

と監督の下に置かれている者の場合など行為者と被害者と

育下にある者の場合︑公務所の決定によって行為者の保護

られるという観点から︑行為者の子孫の場合︑行為者の養

の場合とは異なり一定の限界内で性的な自己決定権が認め

一五歳以上一八歳未満の者の場合には︑一五歳未満の者

的地位にある者の性的玩弄として処罰の対象とし︑この罪

められる︒しかし︑教師と生徒との関係はここにいう依存

四年の改正で脅迫による性的接触がこの罪から分離し︑性

を無思慮に行なう場合これを重依存的地位にある者の性的
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︵50︶

関係には含まれない︒

重児童強姦の判断基準は︑﹁暴力と犯罪の威嚇の使用﹂︑

﹁複数の行為者﹂︑行為経過と被害者の年齢に照らした﹁無

子孫との姦淫及び兄弟姉妹との姦淫︵留ヨσσq3a
︵54︶

残酷さ﹂である︒

F

薯δ∋ヨσq噛留ヨ冨σqヨ①αω誘δコ︶

これは現行刑法制定時の﹁子孫の肉体的凌辱﹂及び﹁兄

弟姉妹へ肉体的凌辱﹂と同じものである︒この規定は第一

思慮と残酷さ﹂である︒

重児童強姦とは逆に行為をめぐる事情がさほど深刻では

碧

ない場合児童強姦の責任が軽減される︒その場合は強姦と
信9旨併・

︵56︶

性的姿態表現への児童の利用︵⊂雪旨言aΦ

今回の改正で新設された罪である︒性的な面で児童を保

σΩD﹃コ︷α﹃ωΦ×⊆Φ＝10ωΦ＝コσQ︶

G

条ないし第四条との関連では副次的な規定である︒四個の
︵55︶
規定が適用できる場合にはそれらの罪が優先する︒

いう表現ではなく︑﹁児童の性的玩弄︵ωo釜①澤

す口留婁富ヨ︶﹂という別の構成要件が今回の改正により

新たに設定された︒例えば︑一四歳二月の児童が自由意

護することは︑児童の健全な発達のために重要な課題にな

思で恋愛関係にある成人と性交するような場合を想定し︑

被害者の同意が児童強姦の罪の成立に影響しない点の救済

っており︑欧州共同体委員会は前述のように︑二〇〇一年

︵51 ︶

を図るためのもので︑この規定の適用は制限的にすること

に児童の性的搾取及び児童ポルノの廃絶に関する枠組決定

児童に対する強制狼褻︵ωΦ×⊆Φ⁝σくΦおお薯ヨ9

誘導もしくは強要︑暴力もしくは威嚇を使用する︑

︵二︶ 金銭︑その他の経済的価値のあるものもしくはその

︵︼︶

二︑児童を下記の状況下で性的行為に従事させること︒

又はその他の方法で児童売春を容易にすること︒

一︑児童を売春のため強要し︑搾取し︑誘導し︑利益をあげ

要な措置をとらなければならない︒

各加盟国は︑下記の行為を可罰化するのを確実にするため必

を行なっている︒決定の第二条は︑

︵57︶

が予定されている︒

︵52︶

E
9∋︶

﹁児童の性的玩弄﹂にも﹁児童強姦﹂にも該当しない児童

に対する性犯罪を規定するもので︑いわば副次的な罪であ

る︒具体的な行為の例示としては︑加害者が児童に自分の

面前でオナニーをさせるというような場合があげられて
︵53︶

いる︒﹁重児童に対する強制狸褻﹂の判断基準は︑﹁複数の

行為者﹂︑行為経過と被害者の年齢に照らした﹁無思慮と
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他の形の見返りを性的行為の代償として児童に与える︑

べきで︑支払者が第三者であっても児童の性的行為を享有

の性的な行為についてもその購入を児童の場合には禁じる

︵60︶

した者は処罰の対象にするとされている︒

又は

︵三︶ 児童の弱みに付け込んで権威もしくは影響力を用い

狼褻行為︵ωΦ×⊆Φ三〇ヰΦ量aΦ︶

現行刑法制定当時のo蜜釜讐幕82号︵第六章第六条︶

1

と規定しており︑これに基づいた措置を各国は実施する義

の罪に相当するものである︒現在の罪名は一九八四年の改

る︒

務を負っている︒伝統的にスウェーデンはこの面で積極的

意味で︑無条件に協力は禁止される︒しかし︑︼五歳以上

一五歳未満の者が姿態表現への協力に同意することは無

れることが必要条件である︒従って︑水浴中に裸の子を抱

関係である︒行為者にとって性的な意味が疑いなく認めら

合には適用されない︒児童の性別︑同意は犯罪の成立に無

とされており︑第一条から第九条迄の規定の適用がある場

正により用いられるようになった︒この規定は副次的規定

︵58︶

に行動する国であり︑枠組決定による責務を完全に履行す

一八歳未満の者の場合には︑右の禁止は限定されたものに

き上げただけではこの罪は成立しない︒

るとしている︒

なる︒そのため︑児童の健康及び発達を害する場合には禁
止が働くとする文言が加えられている︒﹁重性的姿態表現

J

露出行為はここに含まれる︵第一〇条第二項︶︒
︵61︶
性的奉仕の購入︵ス9髪8×話＝籔コ陰︶

への児童の利用﹂の判断基準は︑﹁大掛かりなクラブの経

前述したようにこの罪は︑一九九八年に制定された性的

を廃止し︑その内容を刑法第六章の中に第二条として取

奉仕の購入を禁止する法律︵一九九八年法律第四〇八号︶

営﹂︑﹁収益の大きさ﹂及び﹁無思慮な児童の利用﹂である︒

髪冨∋︶

︵59︶

H 児童の性的行為の購入︵ス9①＜ω①×⊂Φ＝冨a一一⊃σq

だ︑売春を一般的に禁止する規定を別に設ける︵第一一

児童の性的行為の購入との関係では優先的に適用される︒

第六章の罪の中でこの罪は副次的な罪である︒ただし︑

入れたものである︒

条︶ことから︑児童を対象とする規定が特に必要かどうか

具体的には︑ある人が対価を支払って一時的な性的結合を

この行為は︼八歳未満の児童に例外なく適用される︒た

が問題になった︒児童の保護を主眼におくとき︑売春以外
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売春でなくとも対価を得てたまたま一回だけ性関係を持っ

罪の成立に無関係である︒売春は当然ここに含まれるが︑

他人と持てばこの罪が成立する︒対価を誰が支払うかは犯

ある︒従って︑法定刑の引上げは厳罰化を目的とするもの

定をスウェーデンが積極的に実行する姿勢を示すところに

取及び児童ポルノの廃絶の手段として欧州共同体の枠組決

を可能にするものとされている︒

ではなく︑裁判所の量刑に巾をもたせ︑事件の柔軟な処理

︵62︶
媒合︵スo暮 一 Φ こ

たとしてもこの罪が成立する︒
K

﹁重媒合﹂の判断基準が道徳的色合いから経済的色合いを

一つは児童強姦等児童を対象とする性犯罪の時効期間の計

今回の改正では︑訴訟法上二つの重要な変更があった︒

M 訴訟法上の問題

強める方向に変化している︒制定当時の第六章第七条には

算にかかるもので︑時効期問進行の始期が現行の一五歳か

この罪の内容は現行刑法制定当時と大きい変化はないが︑

﹁犯罪者が不道徳な生活を広範に奨励したか︑又は他人を

ら一八歳に達した時又は達すべきであった時からに変更さ

︵67︶

無情に利用したか﹂と基準が書かれていたが︑その後の改

れた︒これに関する規定は刑法第三五章第四条に定められ

その理由は︑児童期における性犯罪の被害は深刻で︑一

︵63︶

正で︑不道徳な生活云々の文言は削除されて﹁対価を得て

ている︒

に運営される活動にかかり︑多額の利益をもたらす﹂こと

生涯継続すること︑児童は判断力が未熟で成熟した後でな
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行なう一時的な性的結合を促進﹂と変化し︑更に﹁大規模
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置は刑法上の刑罰であることである︒
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む︶については︑その罪が一八歳未満の児童を対象として
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回の改正で刑法第二章第二条が改正されて︑第六章第一条

もう一つは︑国外犯の二重処罰に関するものである︒今

︵68︶

ことができないこと︑性犯罪に対する最も効果的な対抗措

ければ十分に自分の被害を意識し︑対抗手段を自ら考える

六章第一二条で使用されなかった理由はこの語のもつ道徳
︵65︶
的否定的価値観にあった︒
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L 児童ポルノの処罰

から六年に引上げられている︒その理由は︑児童の性的搾
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時的な性的結合のために他人を玩弄する者は︑性取引
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答申は︑経済的又はそれと同等の補償を対価として一

弄すること﹂としている︒OP蝕rω○ごお3

概念を極端に拡大し︑﹁姦淫又はその他の方法で玩

して性犯罪の規定の見直しをしている︒特に︑答申は﹁強

療︑ボランティア団体等包括的に扱っており︑その一つと

る︒答申は︑女性の平穏の問題を社会サービス︑健康・医
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う規定が第二章第二条に追加された︒
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において刑法第六章にあたる罪を現地の児童に対して犯し
た場合︑その国の司法処理の結果を考慮しないで︑スウェ

ーデン法に従って処理することが児童保護の観点から当然
とされるところにある︒
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中谷理子外︑﹁スウェーデン性刑法の改正﹂︑ジュリス

七四号︑昭和四六年︑三七頁以下︒
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第一項又は第二項に掲げる罪が重いものとみなすべき場

右の罪が重いか否かの判断に際しては︑暴行又は威嚇が特

合には﹁重強姦﹂として四年以ヒ十年以下の拘禁に処する︒

に深刻なものであるか否かもしくは複数の者が被害者に暴
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為の経過その他にてらして特に無思慮もしくは残酷さを示

行を加えもしくはその他襲撃に参加したか又は行為者が行
﹇付録﹈ 刑法第六章 性犯罪︵二〇〇五年四月一日現在の正

したかについて特に考慮しなければならない︒︵二〇〇五

第↓条第一項に掲げる以外の場合に︑違法な強制に

年法律第九〇号︶

第二条

者は︑﹁性的強制﹂として二年以下の拘禁に処する︒

より人に性行為を実行もしくは忍耐させることに誘引した

第一条第二項に︑小す要件のもとに同項に掲げる以外の性

第一項又は第二項に掲げる罪が重いものとみなすべき場

行為を人に行なう者についても同様とする︒

する︒右の罪が重いか否かの判断に際しては︑複数の者が

合には﹁重性的強要﹂として六月以上六年以下の拘禁に処

被害者に暴行を加えもしくはその他襲撃に参加したか又は

しくは忍耐させた者は﹁強姦﹂として二年以上六年以下の
無意識︑睡眠︑酩酊もしくはその他の薬物の影響︑疾病︑

いて特に考慮しなければならない︒︵二〇〇五年法律第九

行為者がその他特に無思慮もしくは残酷さを．小したかにつ

人が行為者に対して依存的な地位にあることを深刻

耐させることに誘引した者は﹁依存的地位にある者の性的

に乱用することによってその者に性行為を実行もしくは忍

第三条

〇号︶

無援助の状態にある者を不適切に利用することによって人

てあまり重くない場合には四年以下の拘禁に処する︒

第一項又は第二項に掲げる罪が犯罪の際の事情にてらし

なう者についても同様とする︒

と姦淫又は第一項により姦淫と同程度とされる性行為を行

身体障害もしくは精神障害又はその他その事情にてらして

拘禁に処する︒

事情にてらして姦淫と同程度のその他の性行為を実行しも

って他人を強制的に姦淫し︑又は侵害の種類及びその他の

第一条傷害もしくはその他の暴行又は犯罪行為の威嚇によ

施行︶

︵二〇〇五年法律第九〇号をもって全面改正︑同年四月一日

題変更︶

︵一九八四年法律第三九九号︑同年七月一日施行を以って標

文︶

︵68︶ OP息けこ零8﹄OOミ09 9 OP一謡山GoO︒

︵67︶

H
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㌧号︶

第四条第一項又は第二項に掲げる罪が犯罪の際の事

ければならない︒︵二〇e五年法律第九

第五条

として四年以下の拘禁に処する︒︵二〇〇五年法律第九〇

情にてらしてあまり重くない場合には﹁児童の性的玩弄﹂

右の罪が重いものてある場合は︑﹁重依存的地位にある

玩弄﹂として一年以上二年以下の拘禁に処する︒

者の性的誘惑﹂として六月以上四年以下の拘禁に処する︒

号︶

十五歳末満の児童又はト五歳以上十八歳未満の者で

右の罪が重いか否かの判断に際しては︑複数の者が被害者
に暴行を加えもしくはその他襲撃に参加したか又は行為者

第六条

えもしくはその他襲撃に参加したか又は行為者が行為の経

重いか否かの判断に際しては︑複数の者が児童に暴行を加

摂褻﹂として六月以上六年以下の拘禁に処する︒右の罪が

右の罪が重いものである場合は︑﹁重児童に対する強制

童に対する強制狸褻﹂として二年以下の拘禁に処する︒

条及び第五条に掲げる以外の性行為を実行する者は︑﹁児

あって行為者と第四条第二項に掲げる関係にある者と第四

がその他特に無思慮を示したかについて特に考慮しなけれ
はならない︒︵二〇〇五年法律第九〇号︶

第四条 十五歳末満の者と姦淫し又は侵害の種類及びその他
せた者は﹁児童強姦﹂として二年以上六年以下の拘禁に処

の事情にてらして姦淫と同程度のその他の性行為を実行さ

する︒

その養育下にあるかもしくは同様な関係にある者又は公務

くは残酷さを示したかについて特に考慮しなければならな

過もしくは児童の低年齢その他にてらして特に無思慮もし

十五歳以上十八歳未満であって︑かつ行為者の子孫又は

所の決定に基づき保護もしくは監視の責任を負っている者

本章において前各条に掲げる以外の場合で︑自分の

本章において前各条に掲げる以外の場合で︑自分の実の

下の拘禁に処する︒

子又は子孫と姦淫した者は﹁子孫との姦淫﹂として二年以

第七条

い︒︵二〇〇五年法律第九〇号︶

に対して第一項に掲げる行為を行なう者についても同様と
する︒

第︸項又は第二項に掲げる罪が重いものとみなすべき場
合は︑﹁重児童強姦﹂として四年以上十年以下の拘禁に処

する︒右の罪が重いか否かの判断に際しては︑行為者が暴

兄弟姉妹と姦淫した者は﹁兄弟姉妹との姦淫﹂として↓年

行もしくは犯罪行為の威嚇を用いたか又は複数の者が被害
者に暴行を加えもしくはその他襲撃に参加したか又は行為

本条に述べるところは︑違法な強制又はその他の不適切

以ドの拘禁に処する︒

に無思慮もしくは残酷さを示したかについて特に考慮しな

者が行為の経過もしくは児童の低年齢その他にてらして特
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い︒︵二〇〇五年法律第九〇号︶

な方法により右の行為に誘引された者にはこれを適用しな

て罰金又は二年以下の拘禁に処する︒

実行又はそれへの協力に誘引する者は︑﹁狼褻行為﹂とし

人に不快感を呼起す方法で他人に向けて性器を露出し又

はその他言葉もしくは振舞により人の性的統合性を侵害す

十五歳未満の児童を性的姿態表現の実行又はそれへ

の協力に促進又は誘引する者は︑﹁性的姿態表現への児童

第八条

るに適した方法で他人を苦しめる者についても同様とする︒

る場合であってもこれを適用する︒︵二〇〇五年法律第九

第一項に述べることは︑対価が約束され又は他人が与え

として罰金又は六月以下の拘禁に処する︒

と引替えに一時的性的結合を得る者は︑﹁性的奉仕の購入﹂

第一一条本章において前各条に掲げる以外の場合で︑対価

︵二〇〇五年法律第九〇号︶

の利用﹂として罰金又は二年以下の拘禁に処する︒

右の姿態表現が児童の健康及び発達を害する性質のもの

である場合︑十五歳以上十八歳未満の者に対して右の行為
を行なう者も同様である︒

右の罪が重いものてある場合は︑﹁重性的姿態表現への

〇号︶

児童の利用﹂として六月以上六年以下の拘禁に処する︒右
の罪が重いか否かの判断に際しては︑右の罪が大規模に運

第一二条人が対価を得てする一時的な性的結合を得ること

営される活動に関わるか︑相当の収益をもたらすか︑又は

児童の無思慮な利用を内容とするかについて特に考慮しな

者は︑﹁媒合﹂として四年以下の拘禁に処する︒

を促進したり又は不適切な方法で経済的に利用したりする

利用権を伴って居宅を公開している人は︑右の居宅の全

本章において前各条に掲げる以外の場合で︑十八歳

ければならない︒︵二〇〇五年法律第九〇号︶

部又は重要な一部分が対価を得てする一時的な性的結合の

第九条

うに誘引する者は︑﹁児童の性的行為の購入﹂として罰金

未満の児童に対価を支払って性行為を実行又は忍耐するよ

ために使用されていることを知り得べき場合であって︑か

わない場合︑右の活動が継続又は反復される場合には︑こ

つ公開を停止するために要求される理由のある事項を行な

又は二年以下の拘禁に処する︒

第一項に述べることは︑対価が約束され又は他人か与え

第一項又は第二項に掲げる罪が重いものとみなすべき場

て処断する︒

れを右の活動を促進しているものとみなし︑第一項に従っ

る場合であってもこれを適用する︒︵二〇〇五年法律第九
〇号︶

歳未満の者に性的に接触し又は右児童を性的内容の行為の

第一〇条本章において前各条に掲ける以外の場合で︑十五
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合は︑﹁重媒合﹂として二年以上八年以下の拘禁に処する︒

強姦︑重強姦︑児童強姦︑重児童強姦︑重性的姿態表現

第二卜三章に定めるところによりこれを処断する︒

への児童の利用︑重媒合及ひ右の罪の暴露の無視の予備及

右の罪が重いか否かの判断に際しては︑右の罪が大規模に

び共謀についても同様とする︒︵二〇∩五年法律第九の

号︶

運営される活動にかかるものであったか︑多額の利益をも

スウェーデン法の適用︵抄︶

場合に︑スウェーデン法に従い︑スウェーデンの裁判所で

王国外で犯された罪は︑右の罪を下記の者が犯した

判決がされる︒

第二条

刑法第二章

たらしたか又は無思慮に他人を利用したかに特に配慮を払
わなければならない︒︵二〇〇五年法律第九〇・︑々︶

第二二条 一定年齢未満の者に対して行なわれた行為につい

有している者にもこれがあるものとして処断する︒︵二〇

ことを知らなくても︑そのように仮定できる相当な事由を

て本章に定める責任は︑第三者が右の年齢に達していない

〇五年法律第九〇号︶

二︑犯罪の後にスウェーデン国民になるか若しくは王国に

国人

︑︑スウェーデンに住所を有するスウェーテン国民又は外

第一項による行為を行なった者又は第八条第一項もしくは

はテンマーク人︑フィンランド人︑アイスラント人若し

住所を取得したスウェーデンに住所を有しない外国人又

第一四条十五歳未満の児童に対して第五条もしくは第六条
第十条第一項による行為を行なった者は︑その者と児童と

くはノルウェイ人てあって︑王国に現在する外国人

の年齢及ひ発達の差が小さいこと及びその他の事情にてら
して右の行為が児童に対する攻撃を意味していないことが

三︑王国に現在するその他の外国人で︑その犯罪に対して

第一項は︑その行為が行為地の法律により責任を問われ

スウェーデン法により六月をこえる拘禁が科される場合

明らかな場合には︑これを責任ありとして処断してはなら

第︺五条強姦︑重強姦︑性的強制︑重性的強制︑依存的地

れた場合で︑かつスウェーテン法により罰金をこえる重い

ない場合又はどの国にも属さない領域てその行為が行なわ

ない︒︵二〇〇五年法律第九〇号︶

児童強姦︑重児童強姦︑児童の性的玩弄︑児童に対する強

刑罰がその行為には科されない場合には︑これを適用しな

位にある者の性的玩弄︑重依存的地位にある者の性的玩弄︑

制根褻︑重児童に対する強制根褻︑性的姿態表現への児童

いQ

第二項に掲げる場合には︑行為地の法律により右の犯罪

の利用︑重性的姿態表現への児童の利用︑児童の性的行為
の購入︑性的サービスの購人︑媒合及び重媒合の未遂は︑

「一｝
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の期問は監査が決定された口から計算しなければならない︒

簿作成責任者が租税又は課税監査の対象となった場合︑右

九号︑二〇〇五年法律第九〇号︶

︵一九九四年法律第一四九九号及び一九九六年法律第六五

に対して法定されている最も重い刑罰をこえると見倣され

第二項及び第三項に示すスウェーデン裁判権の制限は第

る制裁を宣告することはできない︒

ける罪又は右の罪の未遂については︑右の罪が十八歳未満

六章第一条ないし第六条︑第八条第三項及び第十二条に掲

の者に行なわれた場合にはこれを適用しない︒︵一九七二

制裁の時効︵抄︶

年法律第八一二号︑二〇〇五年法律第九〇号︶

刑法第三十五章

第四条第﹈条に定める期間は︑犯罪が行なわれた日からこ
れを計算しなければならない︒行動の結果の発生すること
が制裁の宣告の要件になっていた場合には︑右の期間は当
該結果の発生した日より計算しなければならない︒

第六章第四条ないし第六条及び第八条第三項に掲げる罪
合︑第一項に定める期間は被害者が十八歳に達したH又は

又は右の罪の未遂が十八歳未満の児童に対して犯された場
達すべきであった日からこれを計算する︒第六章第一条な
いし第三条及び第十二条に掲ける罪又は右の罪の未遂がト
軽微でない商業帳簿犯罪において︑犯罪から五年以内に

八歳未満の者に対して犯された場合についても同様とする︒

帳簿作成責任者が破産を宣告され︑債権者との合意又は支

ときから計算しなければならない︒犯罪から五年以内に帳

払を獲得又は提供した場合︑右の期問はそれが行なわれた
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