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Ⅰ　はじめに

　本件は，捜査官が薬物探知犬を伴い無令状で住居の敷地（curtilage）内へ立
ち入って違法薬物の探知を行ったことが「捜索（search）」（アメリカ合衆国憲
法修正 4 条）に当たるか，という問題につき，連邦最高裁が初めて判断を示し
たものである（1）。

Ⅱ　事案の概要

　P 刑事は，被告人が自宅でマリファナを栽培しているという匿名の情報提供

（１）�　本件に関する文献（連邦最高裁判決が出る前のものも含む）として，Jane�
Yakowitz�Bambauer,�How The War on Drugs Distorts Privacy Law,�64�
Stan.�L.�Rev.�online�131（2012）；Fourth Amendment ―Trespass Test― 
Florida v. Jardines,�127�Har.�L.�Rev.�228（2013）;�Ali�Mirsaidi,�The Prying 
Nose: Florida v. Jardines and Warrantless Dog-Sniff Tests on Private 
Property,�8�Duke� J.�Const.�L.�&�Pub.�Pol'y�Sidebar�105（2013）；Bradley�
Pollina,� Florida v. Jardines: Why The Supreme Court Did Not Say 
"Trespass",�3�Wake�Forest�L.�Rev.�Online�19（2013）など。

アメリカ合衆国最高裁判所刑事判例研究
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に基づき，同人の住居へ赴いた。15 分ほど住居を監視した後，Ｐ刑事は，薬
物探知犬を連れたＢ刑事とともに無令状で敷地内へ立ち入った。Ｂ刑事は引き
綱をつけた薬物探知犬とともに玄関の方へ向かって進んだ。薬物探知犬は，ポー
チのところまで来た時点で「ブラケティング（bracketing）」（薬物の臭気の源
を探知した際にそうするよう訓練されていた動作）を始め，玄関のドアの前に
座り込んだ。そこで，両刑事は薬物探知犬を連れて敷地から出た。両刑事の敷
地内への立入りから退去までの時間は約１～２分であった（以下，この一連の
行動を「本件捜査活動」という）。
　Ｐ刑事は，薬物探知犬の反応を資料として被告人の住居に対する捜索令状を
取得し，捜索を行ったところ，マリファナが発見された。被告人は大麻の取引
の事実で訴追された。被告人は，本件捜査活動は無令状で行われた「捜索」で
あり，修正 4 条に違反するから，それに基づいて発見されたマリファナは証拠
排除されるべきであると主張した。事実審はこの主張を認め，控訴審は斥けた。
フロリダ州最高裁は，本件捜査活動は「住居の神聖（sanctity）に対する政府
の実質的な侵入（substantial�intrusion）」として修正４条の「捜索」に当たり，
それによって収集された情報に基づき発付された捜索令状は無効であるから，
事実審によるマリファナの証拠排除は正当であると判断した。

Ⅲ　判決の要旨

　連邦最高裁は，本件捜査活動は修正４条にいう「住居」に対して政府が物理
的侵入（physical�intrusion）を行ったものであり，「捜索」に当たるとした。

1　法廷意見（2）

（１）修正４条の保護の対象について
　政府が修正４条に列挙された客体に対して物理的侵入（physical�intrusion）
を行った場合には，同条の原意において「捜索」に当たる。Katz 判決（3）がい
うように，財産権（property�right）は修正４条違反の有無を判断する際の唯
一の基準ではない。しかし，同判決は，修正４条による保護に何かを付け加え

（２）�　スカリア裁判官執筆，トーマス，ギンズバーグ，ソトマイヨール，ケーガ
ン各裁判官同調。

（３）�　Katz�v.�United�States,�389�U.�S.�347（1967）.
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たかもしれないが，何かを取り除いたわけではない。
（２）本件捜査活動の「捜索」該当性について
　修正４条の列挙する客体のうち，住居は中核をなす。いわゆるオープン・
フィールド（open�field）はこれに含まれない。しかし，住居を直接に囲む敷
地は住居の一部とみなされる。
　捜査官は，住居のそばの公道を通る際に目を閉じる必要はないが（Ciraolo
判決（4）），憲法上保護される領域へ立ち入る際には，厳しい制約を受ける。本
件で，捜査官らが，憲法上保護される敷地に立ち入ったことは明らかである。
問題は，彼らが被告人の許可（leave）（5）を（黙示的にせよ）得ていたか否かで
あるが，そのような許可は認められない。
　許可の有無は慣習に基づき判断される。住居の正面から玄関へ近づき，ドア
をノックし，立入りの承諾を得られるのを待つ，という範囲では許可が認めら
れる。それは捜査官でも同じである。なぜなら，それは，一般市民がすること
と同じだからである（King 判決（6））。しかし，犯罪の証拠を収集する意図で，
訓練を受けた探知犬を敷地内に連れ込むとなれば，そうはいえない。許可が及
ぶ範囲は，場所だけでなく，目的に関しても問題になるのである。
　この点，フロリダ州は，捜査官の主観的な意図は「捜索」該当性とは無関係
であるという。しかし，本件では，まさに，捜査官らの行動が客観的に見て合
理的といえるか否かが問題である。それは被告人の許可の有無によるのであ
り，許可の有無は立入りの目的次第である。本件捜査活動は，明らかに，捜査
官らが，捜索を行う目的を有することを示していた。それは，誰もが，許可が
与えられるとは考えないものである。ゆえに，本件捜査活動に許可は及ばず，
「捜索」に当たる。
（３）プライバシー侵害の点について
　フロリダ州は，Place（7），Jacobsen（8），Caballes（9）の各判決を援用して，薬物探
知犬を用いた捜査は，本質的に，適法なプライバシーに対する合理的な期待を

（４）�　California�v.�Ciraolo,�476�U.�S.�207（1986）.
（５）�　他に，invitation，licence などの語が用いられている。
（６）�　Kentucky�v.�King,�131�S.�Ct.�1849（2011）.
（７）�　United�States�v.�Place,�462�U.�S.�696（1983）.
（８）�　United�States�v.�Jacobsen,�466�U.�S.�109（1984）.
（９）�　Illinois�v.�Caballes,�543�U.S.�405（2005）.
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侵害することはない，とする。しかし，Jones 判決（10）で，われわれは，「公道
上の自動車の所在につきプライバシーに対する合理的な期待は存在しないか
ら，GPS を用いた追跡は『捜索』に当たらない」という政府の主張を斥け，
被告人の自動車に対する GPS の設置が彼の所有物（effects）への侵入
（intruding）に当たることを理由に「捜索」該当性を認めた。これによれば，
本件で，捜査官が証拠収集を目的として被告人の所有地へ物理的に侵入し，情
報を得たという一事をもって，「捜索」該当性を肯定できる。

2　同意意見（11）

　本件は，財産権侵害という観点からのアプローチと同様に，プライバシー侵
害という観点からのアプローチによっても，シンプルに処理できる。
　ある者が，精度の高い双眼鏡を携えて敷地内に入り，ノックも挨拶もなしに
ドアに近づいて，窓越しに内部の様子を詳しく観察したとする。ここで，その
訪問者は，許可の範囲を超えて財産権を侵害したといえる。また，居住者が公
開していない場所に干渉し，プライバシーに対する合理的な期待（Katz 判決）
を侵害したともいえる。本件も同じである。捜査官は，すぐれた感度を有する
道具を，それがなければ知り得ない住居の内部を探知するために用いた。それ
ゆえ，本件捜査活動は，財産への侵入であると同時に，プライバシー侵害でも
ある。
　住居に対する捜査が行われた場合，財産的アプローチとプライバシーアプ
ローチが併存することは驚くに値しない。「私の家は私のものだ」という感情
は，財産法に由来するものだが，同時に，特別に私的な空間に対するものでも
ある。したがって，多くの場合，両アプローチによる分析は結論を同じくする。
両者の違いが出る例は，Kyllo 判決（12）の事案である。同判決は，捜査官が住居
に対して熱画像測定機（thermal� imaging�device）を用いた場合，たとえ住居
に侵入しなくとも「捜索」であるとした。そこでは，「政府が，物理的洞察
（physical�penetration）なしには知り得ない住居内の詳細を探知するため，
一般の人々が使わない道具を用いた場合，それは『捜索』であり，令状がなけ
れば当然に不合理なものである」とされている。この理は本件にも妥当する。

（10）�　United�States�v.�Jones,�132�S.�Ct.�945（2012）.
（11）�　ケーガン裁判官執筆，ギンズバーグ，ソトマイヨール各裁判官同調。
（12）�　Kyllo�v.�United�States,�533�U.�S.�27（2001）.
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捜査官らは，敷地内へ立ち入ることなしには発見することがなかった「住居内
の詳細を調査するために」，「一般の人々が使わない道具」を用いたがゆえに，
「捜索」を行ったことになる。
　反対意見は，薬物探知犬は古くから捜査に用いられてきたのであり，熱画像
測定機とは異なるという。しかし，Kyllo 判決が問題にする「感度を高める
（sense-enhancing）道具」には，粗雑なものも精密なものも，古いものも新
しいものも，大きいものも小さいものも含まれる。少なくとも，その道具が一
般の人々が使わないものなら，住居に対してそれを用いることは，プライバシー
に対する合理的な期待の侵害なのである。また，このように解しても，反対意
見がいうように，そうした道具を携えての立入りがおよそ禁止されるわけでは
ない。ただ，令状があるとか緊急状況であるとかいう場合を除けば，住居内を
調査するためにそれを用いてはならない，というだけのことである。

3　反対意見（13）

（１）不法侵入について
　法廷意見は，本件捜査活動は不法侵入法（law�of�trespass）により認められ
る許可の範囲を超えているため「捜索」に当たる，というが，根拠がない。
　慣習上，人々は，住居の玄関へ続く歩道を利用することができる，とされて
いる。このルールは，居住者が歓迎しない相手（セールスマンなど）にも妥当
する。不法侵入法は，訪問者の目的如何により許可の有無を決するものではな
い。もちろん，そこには一定の場所的・時間的制約がある。訪問者は，玄関の
ドアへ近づくため一般に用いられる通路を利用しなければならない。また，明
示的な承諾なしに，深夜や夜明け前に玄関のドアに近づいてはならない。さら
に，その場にいられるのは，居住者が在宅か否かを確認し，（そこにとどまる
ことにつき承諾が得られなければ）立ち去るために必要な時間に限られる。
　こうした黙示の許可は捜査官にも与えられるため，捜査官が証拠収集目的で
ドアをノックし，居住者に話を聞こうとする場合（ノック＆トーク（knock�
and�talk）），それは「捜索」ではない（King 判決）。そして，捜査官は，許可
の範囲内で適法に玄関のドアへと近づく際，五官の作用により知覚できるもの
を探知することが許される（警察官は，住居の側の公道を通る際，目を閉じる
必要はない（Ciraolo 判決））。本件の捜査官らは，深夜でも夜明け前でもない

（13）�　アリート裁判官執筆，ケネディ，ブライヤー各裁判官同調。
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時間帯に，通常用いられる通路で玄関に近づき，ほんのわずかな時間ドアの前
にいたにすぎない。それゆえ，本件捜査活動は許可の範囲内である。
　法廷意見は，捜査官らが捜索を行う客観的な意図（objective�purpose）を有
していたから許可の範囲を超えるという。私の理解では，これは，捜査官らの
行為は，誰が見ても，その主観的な目的が証拠収集であることに気付くような
ものである，という意味である。しかし，これによると，ノック＆トークなど，
証拠収集目的による捜査官の行為の多くは「捜索」に当たることになろう。法
廷意見は，ノック＆トークは居住者と話をしようとするものであり，そのよう
な行為は誰にでも許されるのだから，本件捜査活動とは同視できない，という。
しかし，先述の制約を守って玄関のドアに近づく捜査官は，明視（plain�
view）の範囲で，居住者と話をする以外の方法により証拠を集めることが許
されるのだから，このような区別はできない。
　そうすると，本件捜査活動が「捜索」に当たるとする上で，捜査官らが薬物
探知犬を用いた点が注目されるべきことになる。しかし，引き綱をつけた犬を
連れて玄関のドアに近づくことが不法侵入に当たるとした例はない。
（２）プライバシーについて
　同意意見は，本件捜査活動は被告人のプライバシーに対する合理的な期待を
侵害しており，「捜索」に当たるとする。
　しかし，住居から漂い出て人々が適法に立ち入ることのできる場所まで届く
臭気に対し，居住者は，プライバシーに対する合理的な期待を有しない。そこ
では，その臭気が，人間にも感知できるものか，犬にしか感知できないものか
は区別されない。居住者が，「自分の家から漂い出る臭気が，人々が適法に立
ち入ることのできる場所まで届くことは知っている。しかし，それは非常にか
すかで，犬でなければ探知できないと思っていた」などと考えることはないで
あろうし，仮にあっても，社会から合理的なものとして是認されない。
　同意意見は，熱画像測定機と薬物探知犬を同視し，Kyllo 判決を援用して，
本件でもプライバシーに対する合理的な期待の侵害があるとする。しかし，そ
うした考え方は，すでに Caballes 判決で否定された。Kyllo 判決は，熱画像測
定機が一般には用いられない「感度を高める技術」であることに着目し，その
使用を制約しなければ人々はそうした技術のなすがままになってしまう，とい
う点に留意している。しかし，薬物探知犬はそのような技術ではなく，古くか
ら用いられてきたものである。
　また，法廷意見は，「憲法上保護された領域に対する物理的侵入」に着目し
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て本件捜査活動が「捜索」に当たるとするから，仮に捜査官が公共の通りを歩
いている間に薬物探知犬が反応しても，「捜索」には当たらないことになろう。
他方，同意意見のように薬物探知犬と熱画像測定機を同視すれば，そうした場
合も「捜索」に当たることになる。Kyllo 判決で，捜査官は公共の通りから熱
画像測定機を用いたが，それでもプライバシー侵害として「捜索」に当たると
されたからである。そうすると，探知犬が，薬物犯罪よりも危険な事件の捜査，
たとえば，爆発物や暴力的な逃亡者，あるいは誘拐された子供を探すために用
いられ，公共の通りやアパートの通路でそれらの標的に対する反応を示した場
合にも，「捜索」に当たることになろう。しかしそれは妥当でない。

Ⅳ　解説

1　不法侵入かプライバシーか
　一般に，連邦最高裁は，「捜索」該当性の判断につき，① Katz 判決より前は，
捜査活動が不法侵入に当たるか否かを基準としていた（不法侵入アプローチ）。
② Katz 判決において，プライバシーに対する合理的な期待の侵害に当たるか
否かを基準とする立場（プライバシーアプローチ）を打ち出した。③その後は，
Katz 判決を基本的に踏襲してきた――という変遷を経てきたとされる（14）。
　ところが，ごく最近，Jones 判決は，不法侵入アプローチに基づき，自動車
に対する GPS の設置が「捜索」に当たる，とした（15）。法廷意見も，「不法侵入」
という言葉自体は 1 度も用いていないが，実質的には，Jones 判決と同じく不
法侵入アプローチにより「捜索」該当性を認めたものと解される（16）。連邦最高
裁は，修正 4 条の性格をどのように考えているのだろうか。

（14）�　 こ れ に 対 し，Orin�S.�Kerr,�The Curious History of Fourth Amendment 
Searches,�2012�Sup.�Ct.�Rev.�67（2013）は，連邦最高裁は Katz 判決より前
から両アプローチを含む総合的な判断をしてきたのであり，同判決の前後で
それほどの断絶はない，という。

（15）�　同事件では，GPS を利用した追跡・監視が公道上で行われたため，連邦最
高裁の立場からすると，プライバシーに対する合理的な期待の侵害があった
とはいいがたい状況であった。

（16）�　Pollina,�supra�note�1,�at�21 は，法廷意見が「不法侵入」の語を用いなかっ
たのは，フロリダ州最高裁（本件捜査活動が不法侵入に当たるか否かを特に
問題としておらず，不法侵入に当たらないと解したとも思われる）における
不法侵入概念の解釈への容喙を避けるためであった，と推測する。
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　法廷意見は，Katz 判決のプライバシーアプローチは，伝統的な不法侵入ア
プローチに取って代わったものではなく，それに付加されたものである，とい
う（17）。そうだとすれば，連邦最高裁は，Katz 判決を契機として両アプローチを
併用するようになったのであり，Jones 判決や本判決は，Katz 判決以後は潜
在していた不法侵入アプローチを再び持ち出してきたものであると理解されよ
う。
　思うに，連邦最高裁において，両アプローチは，大部分において重なり合う
が，完全には一致せず，それぞれ独自の守備範囲をも有する，交差する 2 つの
円の関係として理解されているのであろう（同意意見もこうした趣旨か）。両
者が重なり合う範囲ではいずれのアプローチによる処理も可能である（18）。これ
に対し，いずれか一方でしかカバーできないケースもあり得る（19）。今後は，「捜
索」の範囲を適切に画し，修正 4 条の保護を実効あらしめるため，状況に応じ
た両アプローチの使い分けが行われていくものと考えられる。

2　住居への不法侵入と「許可」の範囲
　King 判決は，アパートの共用通路（breezeway）に立った捜査官が，居住
者から話を聞くため部屋のドアを強く叩き「警察だ」と呼びかける行為は，「捜
索」に該当しないとした。そこでは，証拠収集目的を有する捜査官も，（ノッ
ク＆トークのような）一般の市民に許される行為まで禁じられるわけではな
い，とされている。この点につき，反対意見は，ノック＆トークと本件捜査活
動の間に違いはなく，本件捜査活動が許可の範囲外であるとして不法侵入＝「捜
索」に当たると解すれば，King 判決と矛盾するという。

（17）�　この点は Jones 判決でも強調されている。
（18）�　なお，法廷意見も述べるように，不法侵入アプローチには一般に事案をシ

ンプルに処理できるというメリットがあるから，両アプローチが重なり合う
範囲では，不法侵入アプローチを優先的に用いるのが思考経済にかなうとい
え る か も し れ な い（Erica�Goldberg,�How United States v. Jones Can 
Restore Our Faith in The Fourth Amendment,� 110�MicH.�L.�Rev.�First�
Impressions�62,�at�66（2012）は，Jones 判決が不法侵入アプローチを採った
のは，プライバシーアプローチの過度の規範化への反省から，具体的で明確
な基準を打ち出す必要があると考えたためであろう，とする）。

（19）�　不法侵入アプローチでなければ「捜索」とはいえないケースの例として
Jones 判決の事案が，逆に，プライバシーアプローチでなければ「捜索」と
はいえないケースの例として Kyllo 判決の事案が挙げられよう。
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　しかし，King 判決の事案と本件を同列視することには疑問がある。まず，
アパートの共用通路と（修正 4 条との関係で住居の一部とみなされる）敷地と
では要保護性に差があり，それは「捜索」該当性の判断にも影響し得るであろ
う。また，法廷意見も指摘するように，単なるノック＆トークと訓練を受けた
薬物探知犬を伴う立入りとでは性質を異にする。捜査官が明視の範囲で五官を
作用させることが許可されるからといって，薬物探知犬が人間とは比較になら
ない鋭い嗅覚を働かせることまで当然に許されるとするのは，論理の飛躍では
ないか。
　この問題につきただちに具体的な判断基準を示すことは難しい（20）。法廷意見
は，捜査官の主観的な目的は「捜索」該当性の判断に影響しないとしつつ，「許
可」の肯否は目的の如何により決まる，とするが，その理論構成には不明確な
点も残る。しかし，ノック＆トークと本件捜査活動を区別したことは，結論と
して妥当と思われる。

3　プライバシー侵害と薬物探知犬の特殊性
　同意意見は，Kyllo 判決を援用し，本件ではプライバシーアプローチによっ
ても容易に「捜索」該当性を認め得るという。しかし，反対意見が指摘すると
おり，Place 判決以来，薬物探知犬は特殊な（sui�generis）ものとされてきた。
すなわち，――何人も違法薬物を所持する権利を有しないのだから，「違法薬
物を所持していることを知られない」というプライバシーへの期待は，適法な
ものとして存在し得ない。そして，薬物探知犬が明らかにするのは違法な薬物
の存否のみであり，それ以上の情報は得られない。したがって，薬物探知犬は，
その性質上，およそ適法なプライバシーに対する期待を侵害することがあり得
ない――と（21）（22）。他方，Kyllo 判決は，「住居内では，いかなることであれ，

（20）�　訓練を受けた捜査官が住居の敷地内にあるマリファナの木を上空から肉眼
で視認した，というケースでは，「捜索」該当性が否定されている（California�
v.�Ciraolo,�supra�note�4）。

（21）�　Place 判決は，空港で押収された手荷物に対する薬物探知犬の使用それ自
体は「捜索」に当たらないとしたが，その際，薬物探知犬のこうした性質に
加え，①手荷物の外側から嗅ぐだけであってそれほど侵害的な態様ではない
こと，②対象物が公共の場に存在していたことを指摘している。しかし，純
理論的には，薬物探知犬のこうした性質を認めさえすればプライバシーの観
点から「捜索」該当性が肯定されることはあり得ないのだから，①・②はい
ずれも不要な理由づけといえよう。
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私事の詳細である（In�the�home,�all�details�are�intimate�details）」（23）として，
住居内の情報の不可侵性を強調しているのである。
　それでは，「およそ適法なプライバシーに対する期待を侵害しない」薬物探
知犬が，「いかなることであれ，私事の詳細である」として修正 4 条の保護を
受ける住居内の情報の探知のために用いられたとしたら，プライバシーの観点
からは「捜索」該当性が認められるのだろうか。本件はまさにそうした場面で
あり，仮にプライバシーの観点から検討するならば，「矛盾」の故事さながら
の問題が生じかねないケースであった。
　今後，本件とは異なり，不法侵入とはいえない状況で住居に対して薬物探知
犬が用いられた事案（24）が現れれば，連邦最高裁は，この問題に正面から向き
合わざるを得なくなるであろう。

Ⅴ　おわりに

　本件は，Ⅳで見たように，①修正 4 条の性質，②不法侵入アプローチと居住
者の「許可」の範囲，③薬物探知犬と住居におけるプライバシーの対立といっ
た問題につき，先例との関係が問われる要素を多く含んだ事案であった。
　特に，本判決が十分に取り組んだとはいえない②・③について，今後の判例
の集積が待たれるところである。

（22）�　こうした性質の捜査手法は binary�search と呼ばれ，プライバシーとの関
係 で 議 論 の 対 象 と な っ て い る（ た と え ば，Ric�Simmons,�The Two 
Unanswered Questions of Illinois v. Caballes: How to Make the World Safe 
for Binary Searches,�80�Tul.�L.�Rev.�411（2005））。

（23）�　Kyllo�v.�United�States,�supra�note�12,�at�37.
（24）�　たとえば，アパートの共用部分へ薬物探知犬を連れてゆき，部屋のドアに

向かって臭気探知をさせる場合など。


