
 

  それってホントに 

 
テロ対策 

 
ホントは怖い「共謀罪」 

 

「国際組織犯罪防止条約」は、テロ等準備

罪(いわゆる共謀罪)がなくても締結で

きます。この条約を既に締結しているのは

187 の国と地域だけど締結するために

「共謀罪」を新設したのは外務省による

とノルウェーとブルガリアの 2 か国だけな

んだって。ほとんどの国はその国の法律で既

に条約を満たしているとするか多少の法整備

だけで締結しているんだって。もちろん日

本も現行の国内法で締結できるという

ことを日本弁護士連合会も指摘しています。 

むしろできるのにしないってことは、この条

約を言い訳に「共謀罪」を新設したいから？ 

だってホントは 
要らないんだもん その 2 

「条約の締結のために必要」 
はウソです！ 

だってホントは要らないんだもん 
その 1テロ防止関連諸条約は締結済み！ 

その 2「条約締結のために必要」はウソ 
 

原案には「テロ」という言葉が入っていなかった 

治安維持法とそっくりな共謀罪 
 

だってホントは怖いんだもん 
その 1「処罰の対象となる犯罪の成立は 

限定される」はウソ 

その 2誰でも対象になっちゃいます 

その 3思想を取り締まる監視社会に 

 

戦争法、秘密保護法、 

刑事訴訟法等改悪とテロ等準備罪 
 

今とめましょう 

政府は「国際組織犯罪防止条約」を締結す

るためにテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)が必

要って説明しています。でもその条約はもと

もと国際的なマネーロンダリングや人身売買

などを取り締まるためのもの。 

テロ防止関連諸条約については既に

締結済み。 

そしてもしも日本のテロ対策が現行の立法

だけでは不十分な場合には個別に具体的な立

法で対応できるし、そうするべきでは？結局

「共謀罪」が過去 3 回廃案になるほど不評だ

ったからテロ対策のふりをしてオリンピック

のためだとごまかして成立させようとしてい

るように思えます。 

だってホントは 
要らないんだもん その 1 

テロ防止関連諸条約は締結済み！ 

テロ怖いよねー。 

そうだねー。 

でも共謀罪も怖いん

だよ～。 

そうなの？ 

そうなの。 

じゃ、政府の説明の 

ウソとホントについて 

今、「テロ等組織犯罪準備罪」（組織的犯罪処罰法改正案）

という名で、いわゆる共謀罪が新設されようとしています。 
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共謀 
こっちです！ 

戦争反対！ 

監視社会はイヤ！ 

きょうぼうざいって？ 



一般の人や社会運動などは関係ない、取り締まら

れることはないと言って成立させておいて、どん

どん拡大解釈。約 68000人が逮捕され、約 2000

人が拷問などにより獄死。冤罪も多発。社会全体

が委縮して戦争反対などの声をあげることが出来

なくなった…。 

そう治安維持法(1925年)です。 
 

今回のテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)についても 

 

拡大解釈できるけどしないから、 

とりあえず法案通してくれる？ 

だいじょうぶだってば。 

治安維持法みたいなことはしないしない。 

しないからだいじょうぶだから 

拡大解釈できる余地は入れとくね。 

 

っていうことなんですけど、OK？ 

 

治安維持法と 
 

  

今回対象となる犯罪は「計画 (合

意)」で成立しちゃいます。 

処罰のためには合意成立後の「準備

行為」が必要とされていますがその

「準備行為」という要件も、ATM で

お金をおろしたりホームセンター

に買い物に行っても「準備行為」

になっちゃうんだって。 

そんな日常行為が「準備行為」にな

っちゃうのに限定されている？ 

だってホントは 
怖いんだもん その 1 

成立は限定される」はウソ 

合意の定義を巡っては、2005年10月の衆院法務

委員会で、法務省の大林宏刑事局長（当時）が

「目くばせによって一斉に動くようなシステ

ム化されたものであれば、十分成立する場合

はある」との見解を示している。金田勝年法相

は 2017 年 2 月 23 日、衆院予算委員会の分科会

で、合意の定義について「目くばせだけでは合意

は成立しない」と述べたが、過去の共謀罪法案審

議で政府が示した定義は「変わっていない」とも

答弁。今回の法案でも一定の条件の下では

「目くばせ」で合意が成立する場合があるこ

とを事実上認めた。 

参考 東京新聞 2月 24日朝刊 

「処罰の対象となる犯罪の 

たとえば合意って？ 

目くばせだけで 
合意したことに！？ 

えー。 

テロ等準備罪(いわゆる共謀罪) の原案には

「テロ」という言葉が入っていなかったこと

が明らかになっています。批判を受けて 

修正案では「テロ」という言葉が追加されま

したが 3月 2日に開かれた自民党の会合では 
 

「テロという言葉を入れるのは 

難しい。『テロ等』と言っても、

テロ以外が多いから」 
 

という発言があったことも 

報道されています。 

 

テロ等準備罪の原案に 

入ってなかった？！ 

テロ以外が多いから 

「テロ」という言葉が 
そっくりな共謀罪 
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政府は対象となるのはテロ組織、暴力団、

薬物密売組織、振り込め詐欺集団等に限定さ

れると説明しています。でもそういった団体

を規制するための法律には団体の定義に「常

習性」や「反復継続性」と言った要件があり

ます。今回の法案にはそういった縛りがな

く、そういった団体に限定される保証がない

ので一般のどんな団体でも「組織的犯

罪集団」にされちゃう可能性がありま

す。 

普通の会社でも、市民団体でも、PTA で

も、生協でも、労働組合でも、仲良しグルー

プでも 2 人以上の団体なら誰でも対象ってこ

とです。 

だってホントは 
怖いんだもん その２ 

誰でも対象になっちゃいます 

もしも、あなたが属している 2人以上の団体の中

の誰かが「準備行為」をしちゃったらあなたも

「組織的犯罪集団」の一味に？みんな一緒につか

まっちゃったり、監視の対象になったり…。 

しかも日常行為が「準備行為」になり得るんだか

ら捜査当局の判断次第です。 

さらに昨年の刑事訴訟法等改悪で司法取引が導入

されているので警察が目を付けた団体にスパイを

入れてわざと「準備行為」をさせちゃって「組織

的犯罪集団」にしちゃうということも可能になっ

ています。 

 だから例えば誰がどんな時に対象になって捕ま

るのかっていうと、いつでも誰でも可能性はある

ってことです。 

結局「計画(合意)」や「準備行為」を処罰

する、ということは、人々がどこにいて何

を話したりメールで送ったりするのか

ということをまるごとチェックされち

ゃうことになります。 

何気ない会話も愚痴もガールズトークなん

かも筒抜けになるってことですが、別にどこ

にいくのかとか隠してないし、悪いこともし

てないから自分は大丈夫、気にしないって思

えますか？ 

そしてうっかり政府や捜査当局への批判な

どを口にしたり送っちゃったりして目を付け

られちゃったら…。 

だってホントは 
怖いんだもん その３ 

思想を取り締まる監視社会に 

金田勝年法相は 2017 年 2 月 23 日、衆院予算委

員会の分科会で、犯罪を合意（共謀）する手段を

限定しない考えを明らかにした。会議などでメン

バーが対面して行う合意だけでなく、電話やメー

ル、ＬＩＮＥ（ライン）で合意が成立する可能性

を認めた。広い範囲で会話や通信が捜査対象とな

る恐れがある。 

参考 東京新聞 2月 24日朝刊 
 

※盗聴法もすでに昨年改悪され、警察は第三者の立会なしに

大規模な盗聴をすることが可能になっています。 

たとえばだれがどんな時に？ 

いつでも、だれでも。 

わたしも？ 

電話やメール、 

捜査対象となる恐れ 

ＬＩＮＥ（ライン）など 

 
広い範囲で会話や通信が 

…。 

…これ、そうだねって 

言ったら捕まっちゃう 

かな…？ 

…。 

聞いてる？ 

あれ？？ 

…。 

そう。あなたも。 
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テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はテロ対策のためには不要です。しかも監視社会を招くものであり、誰かを狙い撃

ちにして冤罪による恣意的な逮捕を行うにはとても都合の良いものですから、この法案自体がテロとはまた別の怖い

ものです。 
 

毎日ニュースを見ているとたくさんの犯罪を目にして胸が痛みますが、実は日本の犯罪件数自体は減少傾向にある

そうです。犯罪が減ると仕事が減ってしまうことから、誰であってもどんどん監視したり逮捕したりできるこの法案

の成立を警察が望んでいるのではないか、と指摘する人もいます。この法案が表向きの理由には不要だけど、いつで

も誰でも逮捕できる法案だからそんな話が出てくるのではないでしょうか。 
 

そして、たとえ今の政権が一般人を対象にしないと言っている、それが本当だったとしても、法律にそうできる余

地を残して成立させてしまえば、政権が変わった時にはどうなるでしょう。 
 

ここ数年、秘密保護法、戦争法、刑事訴訟法等改悪、と次々に可決されてきました。そして今回のテロ等準備罪。

これらはそれぞれ無関係ではありません。これらを組み合わせると、都合の悪いことは簡単に隠すことができ、いつ

でも誰でも監視・摘発することを可能にし、批判や反対運動を弾圧でき、日本が戦争に加担したり、日本自らが戦争

を起こすことが可能になります。 
 

また、捜査当局に監視される以外にお互いを監視し通報するそんな社会を招きます。警察の集めた情報を、自分の

利益や他国の利益のために使おうとする人が現れないという保証もありません。治安警察機能の肥大は、統治される

側にも統治する側にも危険な状態を作り出してしまいます。 
 

まさか、だいじょうぶ、心配し過ぎ、そう思いますか。日本の過去を振り返り、ここ数年のことを思い返して比べ

てみて下さい。二度と繰り返さないはずの過ちに、だんだん近づいてきてはいませんか？ 
 

政権に批判的なことも含めて議論をすること・できることが、民主主義というシステムを機能

させています。盗聴や内偵や密告は国民の議論を委縮させます。民主主義を守って自由に意見を言

い合える社会、豊かなコミュニケーションがとれる社会を目指したいものです。 

 

だから私たちは、 

テロ対策にはならないけど害は大きい 

「テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)」に反対します 
あなたはどうですか？ 

声をあげることが犯罪になってしまわないように、 

今、声をあげませんか？ 

参考：日本弁護士連合会 HP、東京新聞、その他報道 
 

 

発行元： 「戦争をしないさせない市民の会」  

TEL03-5225-7213 FAX03-5225-7214 

「美ら海にもやんばるにも基地はいらない市民の会」 

http://blog.goo.ne.jp/savetyuraumi2015 

「ピース・ニュース」 

できること、 

国会議員に 

反対するように 

伝える 

周りの人と 

共謀罪について 

お話ししてみる 

抗議行動や 

学習会などに 

参加してみる 

メディアに 

意見を送って 

もっと報道してもらう 

 

 

たとえばこんなこと 

p-news@jca.apc.org  

http://peace-news.cocolog-nifty.com/blog/ 
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