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１　事実
　被上訴人 Alonzo�King は，2009 年４月 10 日に Maryland 州 Wicomico 郡で
群衆をショットガンで威嚇し，第１級及び第２級暴行罪（assault）の容疑で
逮捕された。同州の DNA 採取法（DNA�Collection�Act）は，暴力犯罪（謀殺，
強姦，第 1 級暴行，誘拐，放火，性的暴行その他の重大犯罪を含む）または不
法目的侵入罪（burglary）あるいはこれらの未遂罪によって逮捕・起訴された
者から令状によらないで DNA を採取する権限を法執行官に与えている（1）。同
法によれば，採取されたサンプルは，本人の承諾がない限り，罪状認否手続以
前に処理されたり，データベースに入力されたりしてはならない（2）。また，対
象者が不起訴や無罪，恩赦となった場合，採取したサンプルは破棄されなけれ
ばならない（3）。さらに，同法は DNA データベースに入力する情報を個人の身
元確認に直結する DNA 型に限っており（4），家族関係の有無など身元確認と無
関係の情報のためのサンプルの鑑定を禁じている（5）。
　同法にもとづき，逮捕された King の DNA サンプルが綿棒を用いた口腔粘
膜採取法（buccal�swab，以下「スワブ」と略記）によって採取された。これ
が後に州のデータベースに入力され，そこから連邦のデータベースに転送され
た結果，2003 年に同州 Salisbury で発生した未解決の強姦事件で被害者の体内
から収集された遺留物の DNA と一致したため，King は強姦罪で起訴された。
そこで King は合衆国憲法修正 4 条違反を理由に証拠の排除を求めたが認めら
れず，強姦罪で有罪となって仮釈放なしの終身刑を言い渡された。
　2012 年４月，州最高裁（Court�of�Appeals�of�Maryland）は，前記の DNA

（１）�　Md.�Pub.�Saf.�Code�Ann.�§2-504(a)(3)(i)�(Lexis�2011).
（２）�　Id.§2-504(d)(1)�(Lexis�2011).
（３）�　Id.§2-504(d)(2)(i);�§2-511(a)(1).
（４）�　Id.§2-505(b)(1).
（５）�　Id.§2-512(c);�§2-506(d).

Ⅰ　被逮捕者の DNA 採取と修正 4 条
─ Maryland�v.�King,�133�S.�Ct.�1958�(2013) ─
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採取が不合理な身体捜索であるとして同州法の一部を合衆国憲法修正 4 条違反
により無効と判示し，King に対する強姦罪による有罪判決を破棄した（6）。とこ
ろが，同年７月に Roberts 首席裁判官は原審判決の停止を命じ（7），同年 11 月に
最高裁がサーシオレイライを認めた（8）。

２　争点
　重大犯罪の被逮捕者からのスワブによる DNA 採取は合衆国憲法修正 4 条に
違反するか。

３　判決
　破棄差戻。Kennedy 裁判官による法廷意見（Roberts 首席裁判官，および
Thomas,�Breyer,�Alito 各裁判官同調），Scalia 裁判官による反対意見（Ginsburg,�
Sotomayor,�Kagan 各裁判官同調）。
　本件 DNA 採取は合理的な捜索であって修正４条に違反しない。

４　判決理由
（１）DNA 採取と令状なき捜索
　本件は，スワブによる DNA 採取に関する当裁判所の初めての判断となる
が，考え方は確立している。修正 14 条により州を拘束する修正 4 条は「不合
理な捜索」を禁じている。身体へ侵襲はいかなるものも合憲性の審査に服する
ため，当裁判所がこれまでに審査した警察による採血や痕跡証拠を得るための
被逮捕者の爪垢採取，化学的分析のための酒気検知器の使用と同様に，本件
DNA スワブは修正 4 条の適用を受ける捜索に該当する。
　修正４条はあらゆる侵襲を禁じるものではなく，特定の状況で正当化されな
い侵襲や不適切な方法による侵襲を抑制する機能をもつ。政府による捜索の合
憲性は，その侵襲が合理的か否かにより決まる。
　当裁判所は，「令状なき捜索・押収」が合理的だとみなされる場合があると
考えてきた。中でも本件 DNA 採取が該当する「裁量によらない捜索」はおそ
らく令状の必要性が最も少ない。DNA 採取は捜査官の判断で実施されるので

（６）�　King�v.�State,�42�A.3d�549�(2012).
（７）�　Maryland�v.�King,�133�S.�Ct.�1�(2012).
（８）�　Maryland�v.�King,�133�S.�Ct.�594�(2012).
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はなく，州 DNA 採取法により相当な理由に基づく重大犯罪による被逮捕者を
対象に限定的に実施されるのである。
　令状不要の捜索は，さらにその範囲と方法が修正４条によって許容される合
理的なものでなければならない。差し迫った政府利益は見境のない警察活動を
承諾するものではなく，侵襲の合理性を見極めるためには，捜索によって推進
される正当な政府利益と捜索から生じる個人のプライバシー侵害の程度を比較
衡量しなければならない。本件でも捜索の合理性の評価が被逮捕者群からの強
制的な DNA 採取の合法性を判断する上での中心的課題となる。

（２）DNA 採取によって推進される政府利益
　本件州法によって推進される正当な政府利益は，法執行官が身柄を拘束すべ
き者の身体と所持品を安全且つ正確な方法で処理・身元確認する必要性である。
犯罪の嫌疑のある者を逮捕し，逮捕に伴う事務手続のために短期間勾留するこ
とは相当な理由により法的に正当化されており，政府にはそのようにして合法
的に逮捕された者を捜索する権限があることに異論はない。また，逮捕に伴う
捜索の合憲性は対象者が武器や証拠を持っている兆しがあったかどうかに左右
されないため，個別の嫌疑は不要である。
　被疑者の記録作成・勾留に伴う警察署での慣例の諸手続には，独特の由来と
憲法的な正当化が認められる。ある個人を社会から隔離して合法的に身柄拘束
する相当な理由がある時，DNA による身元確認は以下の諸利益の促進におい
て決定的な役割を持つ。
　第一に，刑事事件における個人の身元，つまり逮捕・訴追された者が何者か
を明確にする利益である。中でも被疑者の前歴はその者の勾留手続に際して捜
査官が知っておくべき重要な身元情報である。微罪で捕まった者が重大犯罪の
犯人でもあったというのはよくあることで，警察はこれまでも顔写真や指紋の
照合といった慣行として承認されてきた手法でこうした重要な身元情報を求め
てきた。これらの手法と本件 DNA 分析との唯一の相違点は，後者の比類なき
正確さである。
　身元確認作業には，被逮捕者から得られた身元情報をもとに公的記録および
警察記録を捜索することが欠かせない。被逮捕者から収集した DNA はそれを
提供した者の反駁不可能な身元情報になる。指紋と同様に，13�CODIS�loci（FBI
が採用する DNA による個人識別法）はそれ自体はいかなる犯罪の証拠にもな
らない。しかし，DNA プロファイルは，既存の記録を検索するための身元情
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報の形式となるため，警察にとって有用である。DNA を身元確認に使うのは，
被逮捕者の顔を身元不明被疑者の指名手配写真と，タトゥーを犯罪との関わり
を示すギャングのシンボルと，被逮捕者の指紋を犯罪現場から採取した指紋
と，それぞれ照合するのと同じことである。DNA は警察が把握しているその
者の行動記録に現れた公的な顔・イメージと被逮捕者を結びつけるための新し
い身元確認基準である。
　第二に，法執行官は被逮捕者の勾留が施設職員や既存および新規勾留者に対
して過度の危険を及ぼさないために，被逮捕者がどのようなタイプの人間かを
知る必要があり，DNA による身元確認はそのための情報を提供する。これに
よって法執行官は被逮捕者の処遇に関する決定的な選択をなすことができる。
　第三に，犯罪の嫌疑のある者を確実に裁判に付する政府の実体的利益があ
る。ある罪で逮捕され，明らかになっていない余罪がある者は，過去の重大犯
罪が発覚しないように直近の罪から逃れようとする。例えば，過去に性暴力を
犯したことのある強盗犯は，強盗罪で有罪となって DNA を採取され，より重
い罪である強姦罪が発覚することを恐れるために，強盗罪を逃れようとする。
これは直近の逮捕容疑にかかわる刑事司法の運営を損なうだけでなく，安全に
もかかわる。身柄拘束を逃れた被勾留者は，法執行官・他の被勾留者，過去の
犯罪での被害者，証人，そして社会全体に対するリスクとなるからである。
　第四に，被逮捕者の過去の行いは，その者の社会一般に対する危険性を評価
する上で欠かせず，裁判所の保釈の判断を左右する。暴力犯罪の被疑者の
DNA による身元確認により，その者が過去に暴力犯罪で指名手配されていた
事実が明らかになれば，裁判所が被害者やその他の者，コミュニティに対する
その者の危険性を検討する上で重要な情報となる。
　最後に，被逮捕者を凶悪犯罪の犯人として確認することは，その罪で誤って
囚われている者の解放にも有益である。迅速な DNA 鑑定により，犯人が更な
る犯罪行為に及ぶ前にその者を逮捕し，無実の者の勾留というグロテスクな現
象を阻止することができる。
　法執行官による被逮捕者の身元確認の手法は，技術の進歩に応じて当初の顔
写真撮影に身体測定や指紋採取が加わり，さらに DNA へと変遷してきた。
DNA 以前の各手法は，実務上の慣行となって裁判所の承認も得ている。DNA
による身元確認はこれらをさらに発展させたものであり，それに伴う被逮捕者
のプライバシー侵害は指紋採取の場合を上回らず，正確であるだけでなく偽造
など意図的な変更ができない点で優れている。
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　被上訴人は DNA の分析に時間がかかる点を理由に，指紋と DNA の類似性
に異論を唱える。しかし，指紋の迅速な照合が可能になったのは，指紋自動識
別システム（Integrated�Automated�Fingerprint�Identification�System）が稼
働した 1999 年７月以降のことである。身元情報の処理のための所要時間の長
短は，迅速な身元確認という目的に叶う捜索かどうかにはかかわるとしても，
捜索が合憲であるかどうかには関係がない。今回のように DNA による身元確
認に時間がかかるとしても，警察記録の中の被逮捕者身元情報における DNA
は尚重要であり，急速な技術の進歩によって DNA 分析の所要時間が短縮され
つつある点も，最低限の侵襲で高度な捜索を行える手法の合理性を評価する上
で考慮すべきである。迅速化の以前から指紋採取が合憲であったように，
DNA による身元確認は今日の法執行において許容される手法である。
　被逮捕者が何者か，そして過去の記録が示すその者の人物像はいかなるもの
かの確認を通じて，政府はしかるべき者を逮捕していることを確認し，その者
の身柄拘束に際して適切な対処を行い，無実の者を裁判にかけないようにする
ことができる。そのために修正 4 条の下で警察は一定の慣行的逮捕付随事務手
続を実施することが認められている。メリーランド州法が承認する類の被逮捕
者の DNA による身元確認は，被逮捕者に対して長らく用いられてきた身元確
認手法の延長に過ぎない。

（３）被逮捕者のプライバシー
　捜索が合理的であるためには，捜索によって促進される政府利益が重要であ
るというだけでは足りず，それが捜索によって侵害されるプライバシーへの正
当な期待権（individual's�legitimate�expectations�of�privacy）を上回らなけれ
ばならない。プライバシーへの期待権に対する評価は，それが問題になる場面
（context）に応じて決まる。
　個人が危険な犯罪につき相当な理由に基づいて逮捕され，公判までの勾留が
必要な場合，その者のプライバシーへの期待権や警察の取調べからの自由は減
じられる。本件で争われている DNA による身元確認は，被勾留者がそのよう
に期待権を減じられた場面で実施されるため，平均的市民に対する捜索を正当
化するために必要な「特別の必要性」の有無の検討を要しない。
　また，令状なしでの捜索に通常必要とされる「特定の嫌疑 particularized�
suspicion」がなくてもかまわない場合として，「最小限の侵襲」であるかどう
かを検討しなければならない。これまでに承認されてきた逮捕に伴う標準的手



77アメリカ法判例研究（15）

続とは対照的に，ここでの DNA 採取に伴う侵襲は，一瞬で最小限に過ぎない。
内頬をそっと擦る際に皮膚を破ることはなく，リスクもトラウマも痛みも伴わ
ない。侵襲度を測る上で決定的な要素は，その処置が個人の安全や健康を脅か
す度合いであるが，DNA 採取にはいかなる物理的危険性もない。被逮捕者の
身体への侵襲はたとえ一瞬であっても修正４条に服するが，このような性質の
DNA 採取は逮捕に伴う通常の屈辱（indignity）を増大させるものではない。
　さらに，被上訴人の DNA サンプルの 13�CODIS� loci の処理は，個人の医学
的情報を明らかにするかという点で議論があるが，現時点では身元確認を超え
て被逮捕者の遺伝学的特性を示す機能を持たない点でも，被上訴人のプライバ
シー侵害を生じない。仮に何らかの追加的情報を示すとしても，ここでの法執
行官による DNA 分析は，将来サンプルとマッチングさせるための固有の識別
番号をつける目的で行われている。もし身元確認とは無関係の，例えば特定の
病気に罹りやすいかどうか等の遺伝的要素を調べる目的でサンプルを分析した
場合には，個別にプライバシーの問題を喚起するだろう。このことは，法令上
のセーフガードにも反映されており，DNA 採取の目的として個人の身元確認
に関係する DNA 記録以外を許容しないことが規定されている。
　相当な理由に裏付けられた有効な逮捕の場面で，被逮捕者のプライバシーへ
の期待権は内頬をさっと擦るような些細な侵襲によっては侵害されない。これ
に対して，逮捕時における被逮捕者の身元確認における政府利益は，刑事司法
システムが公判前の身柄拘束を十分な情報に基づいて決定できる点で重要性は
大きい。したがって，当裁判所は相当な理由に基づいて警察官が逮捕し，身柄
拘束のために警察署に連行された被逮捕者から DNA を採取し，身元確認を行
うことは，指紋採取や顔写真撮影と同様に，修正４条の下で慣例の逮捕手続の
一部分をなす合理的な捜索であると結論付ける。

（４）Scalia 裁判官の反対意見
　修正４条の下で，捜索には相当な理由に裏付けられた令状が必要であり，例
外的に「令状によらない捜索」が認められるのは，捜索に「個別の嫌疑」があ
る場合である。また，「個別の嫌疑を欠く捜索」が認められるのは，捜索に犯
罪捜査以外の「特別の必要性」がある場合に限られる。例えば，鉄道職員に対
する抜き打ちの薬物検査は安全確保の目的で，公立学校での嫌疑なき捜索も子
供たちの保護者としての政府の責任を遂行する限りにおいて，それぞれ認めら
れている。法廷意見は，本件 DNA 採取の目的が犯罪捜査ではなく身元確認だ
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として正当化されるというが，これは人を食った主張であり，実務実態等に照
らせば，このような理解は正しくない。
　法廷意見は「逮捕時の合法的な捜索」として本件 DNA 採取を擁護する。し
かし，逮捕に伴う捜索の場合，その目的は①容易に処分されうる武器もしくは
証拠，または②逮捕容疑の犯罪に関連した証拠に限られ，本件はそのいずれで
もない。
　法廷意見は DNA 採取の侵襲度が最小限であると強調するが，その捜索の侵
襲度合いにかかわらず，「嫌疑なき捜索」は犯罪捜査を目的とする限り許され
ないし，前述の二つの目的に相当する場合以外は逮捕時の捜索としても認めら
れない。法廷意見は DNA 採取が King の身元確認という特別な目的でなされ
たものだというが，これは法廷意見が身元確認を「逮捕容疑と無関係の犯罪に
関与したかどうかを調べること」という意味で理解しているからいえることで
あって，すり替えである。
　身元確認を通常の意味で理解した場合，DNA による捜索がこれに適合しな
いことは明白である。被逮捕者が何者かを知るための捜索というが，DNA の
処理には時間を要し，実際に本件での流れを振り返ってみると，King の DNA
サンプルが照合されたのは逮捕から 4 ヶ月後である。これは，州法が罪状認否
手続以前にサンプルの分析やデータベースへの入力を禁じているためである。
つまり，法廷意見は刑事手続の各段階で King の身元を確認する必要性を強調
したが，その通りにすればむしろ違法になるのである。ともあれ，照合が行わ
れるまでの期間，King が身元不明のままで刑事手続が進められていたとは考
えられない。
　また，州のデータベースを経由して転送された先の連邦捜査局（FBI）の全
国データベース CODIS（Combined�DNA�Index�System）は，収録者の身元
が判明している「有罪者・被逮捕者コレクション」と過去の事件現場から採取
されたサンプルを収録した「未解決事件コレクション」から構成される。
King のサンプルが後者と照合された事実もまた，本件が身元確認と無関係で
あったことを裏付けている。つまり，DNA の採取は，実際には King がいか
なる人物かを知るためには使われなかったのである。
　さらに，本件州法も被逮捕者の DNA 採取の目的が身元確認でないことを示
している。同法は DNA の採取目的を限定列挙しており，身元確認はそこに含
まれていない。そればかりか目的として明記されているのは「正式な犯罪捜査」
である。これが州法の意味するところだと皆が理解しており，それは当裁判所
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が本件を受理した際の州知事や州の司法長官のコメントにも見て取れる。州法
は DNA サンプルが身元確認の目的で鑑定される場合について規定するが，そ
れは死体と身元不明者の身元確認に限られており，被逮捕者のそれではない。
　法廷意見は，DNA 採取が顔写真撮影や身体測定，指紋採取と類似している
として正当化を図るが，これは誤りである。顔写真撮影は身体に対するいかな
る物理的侵襲をも伴わず，そもそも修正 4 条の捜索には該当しない。また身体
測定は通常，未解決事件の捜査には使われない。指紋採取が捜索に該当するか
どうかは法廷意見からも先例からも不明である。被逮捕者の指紋採取と DNA
採取を比べた場合，前者の目的が主に身元確認であるのに対して，後者の目的
は犯罪解明以外の何者でもない。法廷意見は迅速化される以前から指紋採取が
合憲であったというが，最高裁が指紋採取実務の正当性を問われたことはな
く，こうした見解は裏付けを欠いている。指紋データベースが有罪確定者から
被逮捕者へ，公務員，移民，運転免許保持者へと拡大するにつれて，アメリカ
人は指紋を何らかの政府のデータベースに収録することに慣らされたにすぎな
い。
　法廷意見は技術の進歩が DNA 鑑定の所要時間を短縮するというが，その根
拠は乏しい。数日以内に短縮する方法が開発されつつあるともいうが，ここで
問題なのは今や未来の話でなく，本件採取当時に DNA が身元確認に使われた
かどうかである。指紋は確かに身元確認に使われうるといってよいだろうが，
さらに費用をかけてまで DNA で追加的に確認する必要はない。DNA の付加
価値は，過去の犯罪現場から採取した証拠を身元の判明している個人のプロ
ファイルと照合し，未解決事件を解決する能力である。それが本件で実施され
たことであり，その事実を歪曲してはならない。未解決事件の解決は崇高な目
的であるが，人々を嫌疑なき捜索から保護する目的よりは下位に位置づけられ
る。
　法廷意見は判決の広範で恐ろしい射程を限界の約束によって隠避した。
DNA 鑑定と全国 DNA 登録への入力は，「深刻な犯罪」を犯していない私やあ
なたには関係がないというが，何を根拠にそう言えるのかは不明である。暴行
罪の被逮捕者の身元を DNA で確認するならば，交通違反の者にも同じように
するだろう。それが最高裁に持ち込まれても，King 事件との重大な違いは見
出せないとされるだろう。誤りを犯してはならない。今日の判決から予想され
る帰結は，もし逮捕されたなら，それが正しかろうと誤っていようと，またい
かなる理由であろうと，あなたの DNA は採取されうるし，全国データベース
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に入力されうるということである。
　本件で実施された嫌疑なき捜索の最も残念な点は，それが不必要だった点に
ある。修正４条の下で King が第２級暴行罪で有罪となった場合はいずれにし
ても DNA 採取が行われ，それが許容される点に異論はない。したがって，本
判決の影響を受ける被逮捕者とは，逮捕容疑の犯罪につき放免になった者（つ
まり有罪を言い渡されず DNA を採られることのない者）だけである。言い換
えれば，本件州法は修正４条による保護を最も慎重に与えられるべき，州の訴
追を免れた一部の無実の人々だけを特に苦しめるのである。
　本判決はより多くの事件を解決する有益な効果をもたらすだろう。しかし，
飛行機の搭乗者全員，免許証を申請する全員，公立学校の全生徒から DNA を
集めても同じ効果は見込める。そうした遺伝学的刑務所の建設は好都合かもし
れない。しかし，われわれの自由憲章を起草した誇り高き者たちが高貴な検査
のために積極的に口を開けるとは思われない。以上から法廷意見に反対する。
本判決による修正４条侵害は以前のものも含めていつの日か否定されることを
希望する。

５　判例研究
（１）判決の背景
　刑事手続における DNA 情報の活用が加速している。それは一方で無実の受
刑者が冤罪を晴らす手段として注目される（9）。DNA鑑定によって以前は不可能
だった真相解明が可能となり，その結果，無実の人が解放されて正義が実現す
る。そこで DNA を誤判救済の場面で積極的に活用しようとの主張には説得力
がある。
　他方，同じ技術はより効率的な犯罪捜査の手段にもなる。したがって，対象
を有罪確定者から被逮捕者に拡大して DNA を採取し，データベースを拡充す
れば，未解決事件遺留資料とのマッチングの可能性が高まることは間違いな
い。さらにその効果を最大化しようとするならば，社会の構成員全員から
DNA を採取・登録するという制度設計すらも予想できる。
　両者は DNA による真実解明という点で相違なく，一見いずれも推進すべき
との印象を与える。しかし，本件で問題となった後者には，捜索とそこでの人

（９）�　District�of�Attorney's�Office�v.�Osborne,�557�U.S.� 52� (2009);�Skinner�v.�
Switzer,�131�S.�Ct.�1289�(2011).
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権保障のあり方に関する憲法上の制約があり，その使い方を前者と同じように
考えることはできない。本件は被逮捕者を対象とする DNA 採取・登録のあり
方を問うことを通じて，DNA の比類なき証明能力の威光にも怯むことのない，
修正 4 条に込められた憲法上の価値の再考を迫っている。
　刑事司法システムにおける DNA の活用を支える DNA データベースは 1988
年のバージニア州を皮切りに全 50 州で法制化され，1990 年からは連邦のデー
タベース（CODIS）が稼働している。これらのデータベースのもとになる
DNA の採取は，対象犯罪を体液・血液を遺留するものに絞った限定型から軽
犯罪包含型や全犯罪対象型へと拡大している。採取のタイミングについても，
有罪確定後型から逮捕時型に前倒しされつつあり，本判決時点で 28 州と連邦
政府が後者を法制化していた。また，採取方法も当初の採血から綿棒で粘膜を
擦る方法へと変化した。こうした傾向は全体としてデータベースに収録される
DNA 情報を飛躍的に拡大させている（10）。他方で，被逮捕者を採取・登録の対
象とする取り扱いの合憲性が連邦・州の複数の裁判所で争われ，その結論はま
ちまちな状況にあった。本判決はこの問題について最高裁が初めての判断を示
したものである。

（２）判決の意義と課題
　本判決は，弁論の際に Alito 裁判官が「最高裁がここ数十年に扱った中で最
も重要な刑事訴訟法に関するケース」と形容したことで知られ，５対４の僅差
での合憲判断は，この問題に関する判断が尚鋭く対立する状況を示している。
また，反対意見が保守派として知られるスカリア裁判官によって執筆され，そ
こにリベラル派の３名の裁判官が加わった珍しい構成で示された点でも，その
反対意見が読み上げられた点でも異色である。
　合憲とされた Maryland 州法は，被逮捕者の DNA 採取につき厳格なアプロー
チを採っている。すなわち，対象となる被逮捕者は「逮捕・起訴された暴力犯
罪または不法目的侵入罪あるいはそれらの未遂罪による被疑者」と狭く限定さ
れ，採取後の処理・データベース入力のタイミングも罪状認否手続後に制限さ

（10）�　アメリカにおける DNA データベースなついて，山本龍彦「米国における
DNAデータベース法制と憲法問題」警察学論集58巻3号(2005年)93頁以下，
同「アメリカにおける DNA データベース法制 ( シンポジウム　社会の安全
と個人情報保護　子どもを被害者とする性犯罪対策を中心に )」比較法研究
70 号 (2008 年 )19 頁以下，参照。
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れる。さらに被逮捕者が無罪となった場合には，収録された DNA 型情報は自
動的に削除される。このように，被逮捕者を対象としつつも，詳細に配慮した
説得力のある限界を明確に示す同法の慎重なアプローチが，これを合理的な捜
索とみる最高裁の結論を支えたものと考えられる。
　これに対して，被逮捕者を対象とする DNA 採取を規定する他の州法は多様
である。幅広い被逮捕者を対象に，採取後すぐの処理・入力を認め，無罪の場
合の削除も本人が請求しない限り実現しない例もある（11）。本判決がそうした法
執行機関側にとって好都合な内容をもつ他の州法の合憲性をも支持する根拠と
なるかどうかはわからない（12）。ただ，直近では本判決を受けてカリフォルニア
州の同種の法律の合憲性を争う連邦控訴審判決が見直され，地裁に差し戻され
ている（13）。この事件の今後の展開が，本判決のより一般的な意義を示すことに
なりそうである。
　本判決は，被逮捕者の DNA 採取の合憲性につき，データベース収録後の取
り扱いも一応は視野に入れつつ，採取場面の物理的な侵襲度合の低さを強調し
てプライバシー侵害を低く見積もった（14）。しかし，DNA 採取に伴うプライバ
シー問題は，むしろ登録後の情報利用という側面に核心部分があると考えられ
る。データベース収録情報が長年にわたり，さまざまな事件で繰り返し検索さ
れるならば，そこでの問題を全て「合理的な捜索」の射程でとらえることは難
しいだろう（15）。データベース化に伴う新しい憲法問題への取り組みが求められ
ている。
　本判決の後，最高裁による合衆国憲法の解釈を通じた権利保護を見限り，連
邦制を活かして各州が独自に修正 4 条の権利を手厚く保護するアプローチも提
言されている（16）。本判決は被逮捕者の DNA 取得を契機として新たな課題を暗

（11）�　Erin�Murphy,�Comment,�License, Registration, Cheek Swab: DNA Testing 
and the Divided Court,�127�Harv.�L.�Rev.�161,�168�(2013).

（12）�　Angela�Foster,�Maryland v. King: Has Mandatory DNA Testing Been 
Resolved?�286-Feb�NJLaw�18�(2014).

（13）�　Haskell�v.�Harris,�745�F.�3d�1269�(9th�Cir.�2014).
（14）�　山本龍彦「警察による情報の収集・保存と憲法」警察学論集 63 巻 8 号 (2010

年 )111 頁以下は，これを伝統的なプライバシー権論による取得時中心主義
と表現する。

（15）�　Stephanie�B.�Noronha,�Comment,�Maryland v. King: Sacrificing the Fourth 
Amendment to Build up the DNA Database,�73�Md.�L.�Rev.�667�(2014).

（16）�　Ahmad� R.� Smith,�“Too Much of Good Thing?”: Questioning the 
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示しており，今後の展開が注目される。
（森本　直子）

Constitutionality of a Legislative Body Requiring DNA Testing for All 
Felony Arrestees,�7�S.�Region�Black�L.�Students�Ass'n�L.J.�75�(2013);�Brian�
Clark�Stuart,�Comment,�Dethroning King: Why the Warrantless DNA 
Testing of Arrestees Should be Prohibited Under State Constitutions,� 83�
Miss.�L.J.�1111�(2014).


