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Ⅰ　はじめに

　本概観では，アメリカ合衆国最高裁判所（連邦最高裁）2013年10月開廷期の
26件の刑事関係判決を紹介する。このうち，「その他」で紹介する Lane判決
は，事件自体は所属する団体から解雇された原告が解雇は不当であると主張し
て合衆国法典第28編1983条の規定に基づき救済を求めた民事事件であるが，通
常業務外で行う刑事事件における証言が合衆国憲法修正 1条の保護の対象かと
いうことが主たる争点の事案であるため，刑事関係判決として紹介することに
した。
　本開廷期の連邦最高裁の特徴として，結論において全員一致の判決が全体の
60パーセント以上を占めたことや，結論も含め 5対 4の判決が前開廷期から顕
著に減少したことが注目された。刑事関係の判決についてはこの傾向がより鮮
明で，本概観で紹介するもののうち， 6件は全員一致の法廷意見が形成され，
4件は反対意見のない per curiam─執筆者を表示しない形式─の判決であ
り， 8件が理由については少数意見があるものの結論においては全員一致であ
った。結論も含め 5対 4に分かれたのは，前開廷期は 8件であったが本開廷期
は 4件にとどまる。
　さらに，本開廷期は，結論において全員一致の例が多かったこともあってロ
バーツ長官が多数派に属する傾向が一層顕著であった─その結果，ロバーツ
長官自らかもしくはその指名を受けた裁判官が判決の結論を記載した意見を執
筆することになり（1），ロバーツ長官のリーダーシップが発揮される局面が増え
た─ことも指摘されている。刑事関係判決についていえば，本概観で紹介す
るもののうち，ロバーツ長官が多数派に与しなかった例は，前開廷期は 7件あ
ったのに対し，本開廷期は 4件にとどまる。
　ただ，全員一致の法廷意見が形成されたもののうち 1件，少数意見はあるが

Ct. 1854 （2014）
Tolan v. Cotton, 134 S. Ct. 1861
（2014） （per curiam） 

（ 1）　判決の結論について多数派を占める裁判官のうち，長官が多数派に属する
場合には長官の指名する裁判官が，長官が多数派に属さない場合には最先任
の裁判官が指名する裁判官が，判決の結論を記載した意見を執筆する。長官
や最先任の裁判官は自分を指名することもできる。
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結論においては全員一致であったもののうち 4件は，理念的な対立が少ない連
邦の刑事実体法の解釈が争点となった事案であり，連邦の刑事実体法の解釈問
題に関する事案であっても，銃の規制に関する法規の解釈が問題となった
Abramski判決では，保守対リベラルの対立が鮮明な 5対 4の結果となり，か
つ，ロバーツ長官は少数派にとどまった。
　また，死刑を科することができない知的障害者に該当するかどうかの審理の
前提条件として IQ70以下であることを要するとの機械的な基準を設けること
が合衆国憲法修正 8条に違反するとした Hall判決も同様の 5対 4に意見が分
かれている。さらに，インターネット上でやりとりされていた児童ポルノ画像
の被写体である被害者が求めることのできる損害填補の範囲が争点であった
Paroline判決では，アリート裁判官がソトマイヨール裁判官と入れ替わって多
数派に回り， 5対 4に意見が分かれた。
　他方， 5対 4に意見が分かれた判決の残りの 1件で，自動車の停止について
の相当な理由の存否が争点であった Prado Navarette判決では，Hall判決や
Ambamski判決で多数派に与したケネディ裁判官がこれらの判決では少数派で
あったロバーツ長官らの側に回り，多数派を形成した。
　以上のようなことから，結論において全員一致の事件が多かったということ
は，ロバーツ長官の目指す方向性（2）が今後何らかの形で反映される兆しとい
う面もあるのかもしれないが，本開廷期に判決のあった事件には理念的な対立
を含む度合いの高いものが少なかったためであるということができるかもしれ
ない。
　とはいえ，本開廷期も，逮捕時に押収された携帯電話に保存されている情報
を令状なしに捜索することはできないとした Riley判決その他の合衆国憲法修
正 4条関係の判例をはじめ，判示内容や事案自体，比較法的観点あるいは実務
的な観点から興味を惹く事件が少なくなかった。
 （田中利彦）

（ 2）　ロバーツ長官は，就任当時，連邦最高裁のあり方として，自己の考え方を
めいめいに述べる裁判官の集合体であるイギリス ･モデルに回帰するかのよ
うな現状は望ましくなく，司法機関としての正統性を確保するためには，連
邦最高裁は全員一致を目指して行動すべきであるという考えを述べていた。
JEFFREY ROSEN, THE SUPREME COURT: THE PERSONALITIES AND RIVALRIES THAT DEFINED 

AMERICA 221─40 （2007）.
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Ⅱ　逮捕，捜索・押収

・Fernandez判決（3）

　本件は，家屋捜索に同意しない居住者の意思表示が他の居住者を拘束するの
は，同意しない居住者が捜索場所である家屋にいる場合に限られるかどうか
─Randolph判決（4）の適用範囲─が争われた事案である。
　2009年10月，警察官 2名は，強盗の容疑者がアパートに走って入ってゆくの
をみた後，そのアパートの 1つの部屋から悲鳴が上がるのを聞いた。警察官ら
が，その部屋のドアをノックしたところ，Rojasが，顔から血を流し，赤ん坊
を抱いて出てきた。警察官らは安全確保のための点検（protective sweep）を
行うため，Rojasに部屋の外に出るよう求めた。その時，上告人 Fernandezが
玄関のところまでやってきて，警察には部屋に立ち入る権利はないなどといっ
た。警察官らは，Fernandezが Rojasを殴打したとの嫌疑を抱き，Fernandez

をアパートから連れ出したうえで，同人を逮捕した。Fernandezの逮捕からお
よそ 1時間後，警察官が Rojasから家屋捜索の同意を得て捜索を行ったとこ
ろ，Fernandezを強盗と結び付ける物件が発見された。強盗などの罪で州の裁
判所に起訴された Fernandezは，これらの物件の証拠排除を申し立てた。し
かし，事実審裁判所はこれを認めず，有罪判決を言い渡した。州控訴裁は事実
審裁判所の判断を維持し，州最高裁も審査の申立てを容れなかったので，
Fernandezによって上告がなされた。
　連邦最高裁は，次のような判断を示して，上告を棄却した。
　合衆国憲法修正 4条の究極の（ultimate）判断基準は合理性であり，一定の
無令状捜索が長い間承認されてきている。同意を得て捜索を行うことは，連邦
憲法上許容されている効果的な捜査手法である。家屋の居住者が家屋の捜索に

（ 3）　Fernandez v. California, 134 S. Ct. 1126 （2014）. アリート裁判官執筆の法廷
意見（ロバーツ長官，スカリア，ケネディ，トーマス，ブライヤー各裁判官
同調）のほか，スカリア裁判官の同意意見，トーマス裁判官の同意意見，ギ
ンズバーグ裁判官の反対意見（ソトマイヨール，ケーガン各裁判官同調）が
ある。

（ 4）　Georgia v. Randolph, 547 U.S. 103 （2006） ［紹介，田中利彦ほか「アメリカ
合衆国最高裁判所2005年10月開廷期刑事関係判例概観」比較法学41巻 3号
156頁〔洲見光男〕（2008年）］.
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同意しているにもかかわらず，警察官に令状の発付を得るよう要求するのは不
合理─それどころか，不条理─であろう。家屋の居住者には，他人を家屋
に立ち入らせて内部を調べさせる権利があり，その他人が警察官であっても事
情は変わらない。
　家屋に対する一般的な権限（common authority）を有する者の与えた同意
は，その権限を共有する他の居住者に対して効力を有する。住居を共用してい
る居住者は，他の居住者が第三者の訪問を許し，不快な客が留守中に家屋に立
ち入る結果となっても，そうしたリスクを引き受けているといえるのである。
　Randolph判決は，居住者の 1人が捜索に反対しているときは，別の居住者
の同意を得たからといって，その同意に基づいて家屋を捜索できるわけではな
いことを明らかにするとともに，このことは，捜索に反対する者が捜索場所で
ある家屋にいる場合に限られると判示している。
　Fernandezは，第 1に，自分は警察官によって家屋から排除されたのだか
ら，家屋にいなかったことを問題とするのは不当であるという。しかし，捜索
に反対するおそれのある者を排除する警察官の行為は，それが客観的にみて合
理的であるときは，違法ではない。警察官の行為の適否の判断については，そ
の意図や動機を考慮しないアプローチが採用されている。本件では，
Fernandezを排除する合理的な根拠が存在したこと，および，同人を逮捕する
相当な理由が認められたことについて，異論は唱えられていない。
　第 2に，Fernandezは，玄関で表明した反対の意思はそれを撤回するまで有
効であるという。しかし，この主張は，Randolph判決の依拠する「広く共有
されている社会的な期待 （widely shared social expectations）」ないし「社会的
慣行（customary social usage）」と合致しない。さらに，例えば，Fernandez

のした反対の意思の表明をいつまで有効なものとして扱わなければならないの
かといった複雑な問題が生じてしまい，準則が簡明で執行可能であることを求
めた Randolph判決の考え方に反する。
 （洲見光男）

・Plumhoff判決（5）

　本件は，高速度で逃走する自動車を追跡し，逃走を阻止するため運転者に発

（ 5）　Plumhoff v. Rickard, 134 S. Ct. 2012 （2014）. 法廷意見はアリート裁判官が
執筆（ロバーツ長官，スカリア，ケネディ，トーマス，ソトマイヨール，ケ
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砲した警察官の行為が修正4条に違反するかどうか，および，発砲行為が修正
4条違反に当たるとしても，警察官は賠償責任（合衆国法典第42編1983条）を
免除されるかどうかが争われた事案である。
　アーカンソー州ウェスト・メンフィスの警察官は，交通違反の容疑で
Rickardの運転する自動車を道路脇に寄せたところ，フロントガラスに頭かバ
スケットボールくらいの大きさのへこみがあるのに気づいた。警察官が，
Rickardに飲酒の有無を尋ねると，Rickardは否定した。Rickardは，運転免許
証の提示と降車を求められたが，いずれにも応じることなく，インターステー
ト40（Ⅰ─40）をテネシー州メンフィス方向に逃走した。警察官は自動車の追
跡を開始し，間もなく上告人 Plumhoff警察官らが追跡に加わり，計 6名の警
察官が Rickardの自動車を追跡した。Rickardは，時速100マイルを超える猛ス
ピードで逃走し，その間，25台以上の自動車を追い越した。Rickardは，メン
フィスでⅠ─40を降りた後，警察車両と接触・衝突し，警察車両に進行を阻ま
れたが，逃走しようとしたので，Plumhoffが Rickardの自動車内に向けて 3

発発砲した。Rickardは逃走を止めなかったので，警察官 2名が Rickardの自
動車に向けて計12発発砲した結果，Rickardの自動車は制御不能に陥り建物に
衝突した。Rickard─および，その同乗者─は，発砲と建物に衝突したこ
とで受けた傷害によって死亡した。被上告人である Rickardの娘は，Plumhoff

らを被告とする賠償請求訴訟を提起した。Plumhoffらは，限定的免責
（qualified immunity）に基づくサマリー・ジャッジメントを申し立てた。連邦
地裁は，Plumhoffらの申立てを認めず，第 6巡回区連邦控訴裁も連邦地裁の
判断を維持した。
　上告を受理した連邦最高裁は，次のような判断を示して，原判決を破棄し，
差し戻した。
　Pearson判決（6）の指針に留意して，まず，本件警察官らの行動が修正 4条違
反に当たるかどうかを検討する。法執行官が身体拘束を行うため過大な実力を
行使したかどうかは，修正 4条の利益の侵害の種類や性質と政府の利益とを比
較衡量することによって判断される。諸事情の総合的な検討に際しては，緊迫
し，不確かで急速に進展する事情のもとで，警察官がしばしば瞬時の判断を余

ーガン各裁判官同調，ギンズバーグ，ブライヤー各裁判官一部同調）。
（ 6）　Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223 （2009） ［紹介，洲見光男・アメリカ法

2009年 2号370頁（2010年）］.
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儀なくされる点を考慮に入れなければならない。 

　被上告人の第 1の主張は，逃走を阻止するため致命的実力（deadly force）
を行使したことは修正 4条に違反するというものである。当裁判所は，Scott

判決（7）において，高速度で逃走する被疑者の自動車を追跡し，逃走を阻止す
るためにとる警察官の措置は，それによって被疑者が重大な傷害を負ったり死
亡したりする危険があるときでさえ，修正 4条に違反しないと判断した。
Rickardの常軌を逸した無謀な運転は，公共の安全に対する重大な危険をもた
らしたのであり，その危険を排除するための致命的実力の行使は合理的であっ
た。
　被上告人の第 2の主張は，たとえ警察官らの発砲が修正 4条に違反しないと
しても，15発も発砲したことは行き過ぎであったというものである。しかし，
警察官が公共の安全に対する重大な脅威を取り除くため被疑者に発砲すること
が正当化されるのであれば，その脅威がなくなるまで発砲を止める必要がない
と解することが理に適っている。本件では，発砲中も発砲後も，Rickardが逃
走を断念することはなかった。
　次に，仮に警察官らの行為が修正 4条違反に当たるとした場合に，Rickard

の明確に確立された権利の侵害が認められるのか否かについて検討する。1983

条による訴訟を提起された公務員は，問題の行動がなされた時点において明確
に確立されていた連邦制定法上または連邦憲法上の権利を侵害したことが立証
されない限り，免責される。本件発砲時点において，高速度で逃走する自動車
を追跡し，逃走を阻止するため致命的実力を行使することの違憲性は明確に確
立されていなかったし，また，本件発砲回数によって，行使した実力が過度の
ものと評価されることを明確に確立した判例もなかった。Plumhoffらは，明
確に確立された権利を侵害したとはいえないので，限定的免責に基づくサマリ
ー・ジャッジメントの申立てが認められる。
 （洲見光男）

・Riley判決（8）

　本件は，被逮捕者から押収した携帯電話に保存されている情報を調べるには

（ 7）　Scott v. Harris, 550 U.S. 372 （2007） ［紹介，田中利彦・法律のひろば62巻 1
号66頁（2009年）］.

（ 8）　Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 （2014）. ロバーツ長官執筆の法廷意見
（スカリア，ケネディ，トーマス，ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨ
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令状が必要であるかどうかが争われた事案である。
　上告人 Rileyの運転する自動車を交通違反の容疑で停止させ，車内に拳銃を
発見した警察官は，同人を銃器の所持で逮捕し，それに伴って，同人の身体の
捜索を行い，ズボンのポケットから携帯電話を発見・押収した後，電話の履歴
情報にアクセスした。さらに，警察署において，ギャング担当の警察官が携帯
電話に保存されている情報を分析した。数週間前に発生した発砲事件の犯人と
して州裁判所に起訴された Rileyは，携帯電話から獲得された証拠の排除を申
し立てた。しかし，事実審裁判所は申立てを認めず，有罪を言い渡した。州控
訴裁は事実審裁判所の判断を維持し，州最高裁も審査の申立てを容れなかった
ため，Rileyにより上告がなされた（本判決は，この事件と，併合審理された
別事件─以下，第 2事件という─について下されたものである）。
　連邦最高裁は，次のような判断を示して，原判決を破棄し，差し戻した（第
2事件については，原判決が維持された）。
　無令状の捜索は，修正 4条の令状要件に対する具体的な例外に当たる場合に
限り，合理的とされる。そのような例外の 1つに，適法な逮捕に伴う捜索があ
る。Chimel判決（9）は，逮捕に伴う無令状捜索は逮捕官憲に対する加害と証拠
破壊を防止する政府の利益によって正当化されるので，捜索の許される範囲
は，被逮捕者の直接の支配下にある場所に限定されるとした。Robinson判
決（10）は，武器や証拠が特定の逮捕の現場で実際に発見される蓋然性は不要で
あるとした。
　令状要件が免除されるかどうかは，捜索によって個人のプライヴァシーが侵
害される程度と，捜索が正当な政府の利益の増進にとって必要とされる程度と
を比較衡量することによって判断するのが通例である。Robinson判決の示し
た画一的準則は，こうした比較衡量により合理的権衡を保つものとして支持さ
れたのである。しかし，携帯電話に保存されている情報の捜索については，こ
れと同様に解することはできない。まず，逮捕官憲への加害および証拠破壊の

ール，ケーガン各裁判官同調）のほか，アリート裁判官の一部同意・結論同
意意見がある。

　　　なお，この判決の紹介として，成瀬剛・法学教室411号164頁（2014年）が
ある。

（ 9）　Chimel v. California, 395 U.S. 752 （1969）.
（10）　United States v. Robinson, 414 U.S. 218 （1973） ［紹介，鈴木義男編『アメリ

カ刑事判例研究第 1巻』59頁〔原田保〕（成文堂，1982年）］.
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危険は，いずれも問題とならない。携帯電話に保存されている情報は，それ自
体，逮捕官憲に危害を加える武器としても，逃走のための道具としても使用さ
れることはあり得ない。証拠破壊の点については，遠隔消去（remote wiping）
やデータ暗号化（data encryption）による破壊の危険を合衆国および州は指摘
するが，こうした幅広い関心は，被逮捕者自身による，その直接的支配下にあ
る場所に存在する証拠の隠匿・破壊を防止するという Chimel判決の示した関
心とは異なる。いま捜索しなければ証拠が失われてしまうという場合には，後
述するとおり，緊急性の例外で対応することができる。
　次に，逮捕に伴う無令状捜索は，被逮捕者の有するプライヴァシーの利益が
逮捕によって減少していることにも依拠するものである。Robinson判決の事
案において，Robinsonの着衣を捜索しポケットに入っていた紙巻タバコの容
れ物を調べたことは，逮捕にわずかな（minor）侵害を加えるものに過ぎな
い。もっとも，被逮捕者のプライヴァシーの利益が減少しているからといっ
て，修正 4条の保障がなくなってしまうわけではなく，プライヴァシー関連の
関心が重大であるときは，捜索には令状が必要である。Chimel判決が住居全
体の無令状捜索を許容しなかったのは，それによる侵害が軽微なものでなかっ
たことによる。
　今日，携帯電話に保存されている情報を調べることについては，紙巻タバコ
の容れ物や財布の捜索の場合には認められない実質的なプライヴァシーの利益
が問題となる。携帯電話から得られる情報は，その他の物件の場合と比べ，
質・量の両面において異なっている。顕著な違いの 1つは保存容量の大きさで
あるが，これはプライヴァシーにとって重大な意義をもつ。携帯電話には異な
るタイプの情報─住所，メモ，薬物処方，銀行取引など─が保存されてい
るが，そうした異なる情報を組み合わせることによって，記録単体では得られ
ない情報が得られる。日時・場所などで分類された多くの写真も，個人の私生
活の総体の把握を可能にする。また，一定のタイプの情報，例えば，病気の症
状などに関するサイト検索・閲覧の履歴情報は，個人の私的な興味・関心を明
らかにし得る点で，他の物件から得られる情報と質的な違いがある。
　以上のように，逮捕に伴う無令状捜索の論拠は携帯電話の捜索に妥当しない
ので，それを捜索するには令状が必要である。こうした判断が法執行に影響を
与えることは否定できないが，携帯電話の捜索には常に令状を要するというわ
けではない。緊急性の例外は適用されるのであり，証拠破壊の切迫した危険が
認められるなどの具体的事情がある場合は，令状によることなく携帯電話に保
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存されている情報を調べることが許されるのである。
 （洲見光男）

・その他
　逮捕，捜索・押収に関する本開廷期の判決としては，ほかに，被疑者を追跡
するため個人の庭に立ち入った警察官の賠償責任を否定した Stanton判決（11），
事実審理前に出される没収対象財産の保全命令の要件の 1つである，被告人が
起訴犯罪を行った相当な理由が存することについて，大陪審の示した判断を争
うことは許されないとした Kaley判決（12），ピックアップ・トラックによって
自分の自動車が道路から脱輪させられたという内容の911番通報によって，ト
ラックの運転者が飲酒運転をしていることの合理的な嫌疑（reasonable 

suspicion）を認め得るとした Navarette判決（13）がある。
 （洲見光男）

Ⅲ　自己負罪拒否特権

・Woodall判決（14）

　本件は，量刑手続における被告人の黙秘からの不利益推認（adverse 

inference）の問題に関する事案である。
　謀殺の事実でケンタッキー州の裁判所に起訴された被上告人Woodallは，
有罪答弁をした。量刑手続において，Woodallは，証人として証言をしなかっ

（11）　Stanton v. Sims, 134 S. Ct. 3 （2013） （per curiam）.
（12）　Kaley v. United States, 134 S. Ct. 1090 （2014）. ケーガン裁判官執筆の法廷意

見（スカリア，ケネディ，トーマス，ギンズバーグ，アリート各裁判官同
調）のほか，ロバーツ長官の反対意見（ブライヤー，ソトマイヨール各裁判
官同調）がある。

（13）　Navarette v. California, 134 S. Ct. 1683 （2014）. トーマス裁判官執筆の法廷
意見（ロバーツ長官，ケネディ，ブライヤー，アリート各裁判官同調）のほ
か，スカリア裁判官の反対意見（ギンズバーグ，ソトマイヨール，ケーガン
各裁判官同調）がある。

（14）　White v. Woodall, 134 S. Ct. 1697 （2014）. スカリア裁判官執筆の法廷意見
（ロバーツ長官，ケネディ，トーマス，アリート，ケーガン各裁判官同調）
のほか，ブライヤー裁判官の反対意見（ギンズバーグ，ソトマイヨール各裁
判官同調）がある。
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た。弁護人は，裁判官に対して，被告人が証言しなかったという事実を被告人
にとって不利益な形で用いてはならない旨の説示を陪審にするよう求めた。し
かし，裁判官は，弁護人の求めを容れず，州最高裁も，この判断を支持した。
Woodallには，死刑が言い渡された。
　その後，Woodallは，連邦地裁にヘイビアス・コーパスの請求を行った。連
邦地裁は，州裁判所が説示を拒否したことは合衆国憲法修正 5条─自己負罪
拒否特権の保障─に反するとしてヘイビアス・コーパスの求めを容れ，第 6

巡回区連邦控訴裁も，連邦地裁の判断を支持した。
　上告を受理した連邦最高裁は，大要，次のように述べて，原判決を破棄し，
事件を第 6巡回区連邦控訴裁に差し戻した。
　「1996年テロ対策及び効果的な死刑法（Antiterrorism and Effective Death 

Penalty Act of 1996 （AEDPA））」は，連邦裁判所がヘイビアス・コーパスの救
済を与えることができる場合を限定している。すなわち，「州裁判所の手続に
おいて実質的な判断を経た主張を理由とする請求」については，州裁判所の判
断が「連邦最高裁の判断により明確に確立された連邦法に反するか，そのよう
な連邦法の不合理な適用に当たる場合」を除き，連邦裁判所は，救済を与える
ことはできない（合衆国法典第28編2254条（d）（1））。この点で，原判決は，
Carter判決（15）─有罪・無罪の認定手続において不利益推認禁止の説示がな
されるべきであるとした─，Estelle判決（16）─ミランダ告知をすることな
く実施された被告人の精神鑑定に基づく医師の証言を死刑の量刑のために用い
ることは許されないとした─，および，Mitchell判決（17）を引用し，量刑手
続において不利益推認禁止の説示がなされるべきであるということはこれらの
先例から導き出される合理的な結論であるから，本件の州裁判所の判断は2254

条（d）（1）のいう「連邦最高裁の判断により明確に確立された連邦法」の

（15）　Carter v. Kentucky, 450 U.S. 288 （1981） ［紹介，小早川義則『デュー・プロ
セスと合衆国最高裁Ⅳ─自己負罪拒否特権，（付）セントラルパーク暴行
事件』186頁（成文堂，2014年）］.

（16）　Estelle v. Smith, 451 U.S. 454 （1981） ［渥美東洋編『米国刑事判例の動向Ⅰ』
129頁〔小木曽綾〕（中央大学出版部，1989年）］.

（17）　Mitchell v. United States, 526 U.S. 314 （1999） ［紹介，洲見光男・朝日法学
論集24号 1頁（2000年），藤倉皓一郎＝小杉丈夫編『衆議のかたち─アメ
リカ連邦最高裁判所判例研究（1993～2005）』127頁〔鈴木義男〕（東京大学
出版会，2007年）］.
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「不合理な適用」であるとする。
　しかし，そのような理解は妥当ではない。本件で，Woodallは，量刑手続に
おける一切の不利益推認を禁止する旨の説示がなされるべきであるとしている
が，Mitchell判決は，量刑手続で「犯行の状況や細部についての事実認定
（factual determinations respecting the circumstances and details of the crime）」
に関して不利益推認をすることは許されないとしつつ，被告人の黙秘から反省
の欠如などを認定することが許されるかは，それとは別問題であり，「本件で
争点となっていないので，判断は示さない」と述べているのである。
　また，謀殺の事実について有罪答弁がなされていることなどから，本件で量
刑手続における不利益推認としてあり得るのは，Mitchell判決によって，許さ
れるかどうかは別問題であるとされた種類のものということになるのではない
かと思われる。
　Woodallは，ある法原則の適用範囲の拡張を州裁判所が拒んだことが明確に
確立された連邦法に照らすと不合理であるといえる場合には，連邦裁判所はヘ
イビアス・コーパスの救済を与えることができると解すべきである旨主張して
いる。しかし，当裁判所の先例はWoodallがいうような「不合理な適用範囲
拡張拒絶」ルール（the unreasonable─refusal─to─extend rule）を採用していな
いし，そのようなルールは採用されるべきではない。
　本件のような事案において量刑手続での不利益推認禁止の説示が修正 5条に
よって要求されるのか否かは，先例のない問題であり，2254条（d）（1）によ
って規律されるヘイビアス・コーパスの手続ではなく，通常の上訴手続におい
て解決されるべきものである。
　以上のような法廷意見に対して，ブライヤー裁判官の反対意見は，次のよう
に説く。
　Carter判決は有罪・無罪の認定手続において不利益推認禁止の説示をする
ことが修正 5条によって求められるとし，Estelle判決は修正 5条の趣旨とい
う観点からは死刑事件の有罪・無罪の認定手続と量刑手続との間に違いはない
とする。そうすると，量刑手続において不利益推認禁止の説示をすることが修
正 5条によって要求されるのは，明らかである。
　法廷意見は，以上の議論を，Estelle判決を狭く解釈することによって回避
しようとする。すなわち，① Estelle判決が修正5条は有罪・無罪の認定手続に
も量刑手続にも同じように適用されるとするのは単なる傍論であるとし，②同
判決は，修正 5条は量刑手続にも適用されるとしてはいても，その保障内容に
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ついて何も述べてはいないとするのである。しかし，そのような解釈は，妥当
ではない。また，法廷意見のMitchell判決の解釈も，適切ではない。
　法廷意見も， 2つの法原則を合わせて読むことは必然的に法の「適用範囲拡
張」となるとの立場をとるものではないであろう。そうすると，公正な法律家
（fairminded jurists）であれば「複数のルールを合わせて考えると，この結論
が導かれる」と解するであろうという場合，州裁判所は，そのような判断をし
なかったならば，不合理な法の適用を行ったことになる。そして，それこそ
が，本件で州裁判所が犯した誤りなのである。州裁判所の判断は，Carter判
決と Estelle判決を合わせて考えると死刑事件の量刑手続では不利益推認禁止
の説示が要求されることになるのを認識していないという点で，合理的でな
い。また，このルールについて例外が認められる可能性があるとしていると
Mitchell判決を解釈することは，明確に確立された法の─「適用範囲拡張」
をしないということではなく─不合理な取消しである。
 （小川佳樹）

・その他
　自己負罪拒否特権に関する本開廷期の判決としては，ほかに，被告人側の専
門家証人が「被告人は，行為当時，犯罪の故意（premeditation）を形成する
能力を欠いていた」という証言をした場合，それに反駁するために，検察側
が，被告人の問診（interview）─裁判所の命令に基づき，被告人の意思に反
して実施された─を担当した精神科医に専門家証人として証言をさせること
は，Buchanan判決（18）のルールによれば，修正 5条に違反するものではない
─そのように解さなければ，被告人に専門家証人を通じて自分の側の見方の
みを陪審に示すのを許すことになり，当事者主義的な手続の機能が害される
し，また，そのように解することによって，「被告人が公判において証人とし
て証言することを選択した場合，反対尋問への応答を修正 5条に依拠して拒む
ことはできない」という原則との整合性が保たれるのである─とした 

Cheever判決（19）がある。
 （小川佳樹）

（18）　Buchanan v. Kentucky, 483 U.S. 402 （1987）.
（19）　Kansas v. Cheever, 134 S. Ct. 596 （2013）. 法廷意見はソトマイヨール裁判

官が執筆（全裁判官一致）。
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Ⅳ　弁護

・Titlow判決（20）

　本件は，州の手続において，答弁合意に基づいて故殺（manslaughter）の有
罪答弁を行った被告人が，新たに弁護人を選任したのち有罪答弁を撤回して無
罪を主張したところ，第 2級謀殺で有罪判決を受けたという事案について，弁
護人による有効な弁護がなされたか否かが争われたものである。
　被上告人 Titlowとその叔母の Billieは，Billieの夫を共同で謀殺したとして
州裁判所に起訴された。Titlowは，最初に選任した弁護人の援助のもとで，
Billieを有罪とするための証言をするのと引き換えに，非謀殺の有罪答弁をし
て短期 7年長期15年の拘禁刑を受けることに合意した。ところが，Billieの公
判審理が始まる 3日前に，Titlowは、それまでの弁護人を解任して新たな弁護
人を選任したうえで，合意した内容よりも短い短期刑を新たに求めた。検察官
がこれを拒否したため，Titlowは，有罪答弁を撤回した。
　公判審理において，Titlowは，被害者に危害を加える意思があったことや，
Billieが被害者に危害を加えようとしているのを認識していたことを否定し，
自分はむしろ Billieが被害者に危害を加えるのを防ごうとしていたのだと主張
した。しかし，陪審はこれを容れず，第 2級謀殺で Titlowを有罪とした。
Titlowは，短期20年長期40年の拘禁刑を言い渡された。
　Titlowは，州の上訴審において，弁護人は事件を理解するために十分な時間
をかけないまま有罪答弁の撤回の助言をしたもので，州側の証拠の強さを十分
に理解せず，有効でない弁護を提供したと主張した。これに対して，州の上訴
裁判所は，Titlowが自分は無実であると明言していたことに照らせば，弁護人
の活動は合理的なものであるとしたうえで，弁護人の活動が合理性の客観的基
準を充たすことを要求した Strickland判決（21）の基準を適用して，答弁合意が

　　　なお，この判決の紹介として，田中豊・法律のひろば67巻 9号68頁（2014
年）がある。

（20）　Burt v. Titlow, 134 S. Ct. 10 （2013）. アリート裁判官執筆の法廷意見（ロバ
ーツ長官，スカリア，ケネディ，トーマス，ブライヤー，ソトマイヨール，
ケーガン各裁判官同調）のほか，ソトマイヨール裁判官の同意意見，ギンズ
バーグ裁判官の結論同意意見がある。

（21）　Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 （1984） ［紹介，鈴木義男編『アメリ
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いかに望ましいものであっても，被告人が無実であることを明言したときに弁
護人が有罪答弁を撤回するよう勧めても客観的な合理性を欠くとはいえないと
して，Titlowの上訴を棄却した。
　そこで，Totlowは，連邦裁判所にヘイビアス・コーパスの申立てを行った。
連邦地裁は，州の上訴裁判所の判断は法適用の点でも事実認定の点でも合理的
なものであるとして，申立てを棄却した。
　これに対して，第 6巡回区連邦控訴裁は，有罪答弁の撤回は Titlowの無実
の主張を根拠とするものだとする州裁判所の見方は誤りであり，実際は答弁合
意の内容が第 2級謀殺に関する州の量刑基準よりも実質的に重いものだったこ
とがその理由であったとした。そのうえで，記録上，弁護人が Titlowに有罪
答弁の撤回がもたらす結果について十分な情報提供をしたことを示す証拠は存
在しないとして，本件の弁護人は有効な弁護を提供せず，その結果として有罪
答弁の利益を失わせたと結論づけ，原判決を破棄し，Cooper判決（22）を引用し
て，検察官は当初の答弁合意の内容を再提示しなければならないなどの指示を
付して，事件を差し戻した。そこで，検察官は，第 6巡回区連邦控訴裁の指示
に従い，当初の答弁合意の内容を再提示した。しかし，Titlowは，有罪答弁の
基礎となる故殺の事実を否認した。その後，Titlowは，弁護人と相談したうえ
で，被害者の死亡の危険を知りながらウォッカを被害者の口に流し込んだ事実
を認めたが，事実審裁判所は，Titlowの有罪答弁の認容について結論を出さな
かった。
　その結果，州からの上告受理の申立てがあり，これを受けた連邦最高裁は次
のような判断を示した。
　まず，本件で適用される「1996年テロ対策及び効果的な死刑法（AEDPA）」
の基準によれば，連邦裁判所は，州裁判所の上訴審の判断を争うヘイビアス・
コーパスの申立てに対しては，州の手続で提出された証拠のみからその事実認

カ刑事判例研究第 3巻』124頁〔加藤克佳〕（成文堂，1989年），渥美東洋編
『米国刑事判例の動向Ⅲ』90頁〔椎橋隆幸〕（中央大学出版部，1994年），憲
法訴訟研究会＝芦部信喜編『アメリカ憲法判例』342頁〔宮城啓子〕（有斐
閣，1998年）］.

（22）　Lafler v. Cooper, 132 S. Ct. 1376 （2012） ［紹介，田中利彦ほか「アメリカ合
衆国最高裁判所2012年10月開廷期刑事関係判例概観」比較法学47巻 1号183
─184頁〔原田和往〕（2013年），岡田悦典・アメリカ法2013年 1 号179頁
（2013年），田中利彦・法律のひろば66巻 9号65頁（2013年）］.
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定に合理的な根拠がないといえる場合に限って州裁判所の判断を覆すことがで
きる。申立人は，明白かつ確信を抱かせるに足る証拠（clear and convincing 

evidence）によって州裁判所の事実認定に論駁する責任を負っており，連邦裁
判所が州の事実審と異なる結論を導くことも可能だというだけでは，州の事実
認定を不合理だとすることはできない。法適用の誤りを理由とする申立ての場
合も，州の判断を覆すのは連邦法の不合理な適用が明白である場合に限定され
る。AEDPAは，連邦による救済を求める州の受刑者に対して，州裁判所の判
断が正当な根拠を欠くことを，それが見解の違い（fairminded　disagreement）
でしかない可能性を完全に否定する程度にまで明らかにするよう求めている。
　本件についてみると，まず，弁護人が Titlowに対して有罪答弁を撤回する
ようアドヴァイスしたのはもっぱら Titlowが無実の主張をしたことによるも
のだとする州の上訴裁判所の事実認定は，① Titlowが，看守に相談して無実
であればそれを主張すべきとの示唆を受けてから，前の弁護人を解任して新た
な弁護人を選任したという経緯，②州が有していた証拠は Titlowの第 1級謀
殺での有罪を強く示しており，当初のものよりも有利な内容の答弁合意が得ら
れる余地はなかったことなどに照らせば，容易に支持することができる。第 6

巡回区連邦控訴裁が，「弁護人による有罪答弁の撤回は Titlowの無実の主張に
よるものではない」と判断した際に引用した唯一の証拠は，弁護人が有罪答弁
を撤回する際，無実の主張には言及せず，有罪答弁の条件が量刑基準よりも重
いことが理由だと説明していたという事実である。しかし，州の上訴裁判所
は，この事実を十分認識しつつも，一方で無実を主張し，他方で通常よりも重
い刑を科されることを理由に有罪答弁を撤回しても，両者は何ら矛盾するもの
ではないと考えたのである。第 6巡回区連邦控訴裁の判断は，州裁判所の合理
的な判断を不当に無視するものである。
　州の上訴裁判所による上記の事実認定を受け容れるならば，第 6巡回区連邦
控訴裁による Strickland判決の法理に係る本件の分析はもはや維持できない。
被告人が無実を主張したという事実は，Strickland判決のもとで弁護人が負う
通常の責任を軽減するわけではないが，弁護人が被告人に与えるアドヴァイス
の内容に影響を及ぼし得る。本件の経緯のなかで弁護人が行ったアドヴァイス
は Strickland判決の基準を充たしているとした州の上訴裁判所の判断は，
AEDPAの基準において合理性が認められる範疇にある。
　これに対して，第 6巡回連邦控訴裁は，弁護人が連邦憲法上ふさわしいアド
ヴァイスをしたことを示す証拠が記録上見当たらないことを理由に本件で有効
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な弁護がなされなかったと結論づけた。しかし，当裁判所は，Strickland判決
において，弁護人が適切な援助をし，専門家としての合理的な判断をしてすべ
ての重要な決定を行っていることが強く推定されるべきであり，弁護活動に欠
陥があることを証明する責任は被告人の側にあることを明らかにした。第 6巡
回区連邦控訴裁は，この推定を逆転させてしまっている。証拠が存在しないだ
けでこの推定を覆すことは許されない。
 （中島　宏）

・Hinton判決（23）

　本件は，弁護人の法令の調査・理解が不十分であったために，相応の能力の
ある専門家による鑑定を実施できなかったことが，修正 6条の有効な弁護を受
ける権利の侵害に当たるかが問題となった事案である。
　1985年，アラバマ州において，飲食店を狙った複数の強盗事件が発生した。
最初の 2件では，店主が殺害されたが， 3件目の店主は，銃撃されたものの一
命を取りとめた。写真による面通しの結果，上告人 Hintonが犯人と識別され
たため，捜査機関は，その身柄を拘束するとともに，同人宅から，一連の強盗
事件で使用された弾丸と同じ口径の回転式拳銃を発見した。州の機関が鑑定し
た結果，3件の強盗事件で使用された弾丸はすべて，Hinton宅で発見された拳
銃から発射されたものであることが判明した。Hintonは，最初の 2件の強盗
事件に関して第 1級謀殺罪（capital murder）で起訴された。
　訴追側の訴訟戦略は，まず，目撃証言と弾丸に関する鑑定によって訴因外の
事実である 3件目の強盗事件と Hintonの結び付きを明らかにし，そのうえで，
3件で使用された弾丸はすべて Hintonが所有していた拳銃から発射されたも
のであるとの鑑定によって，訴追の対象となっている 2件の謀殺罪も Hinton

によるものであることを示すというものであった。これに対し，Hintonは，
アリバイ証言等を提出し，無罪を主張して争った。
　指紋等はなく，物的証拠は，一連の事件の現場から発見された 6発の弾丸
と，Hinton宅から発見された回転式拳銃のみであり，訴追側の立証の成否は，
これらに関する銃器道具痕鑑定（“firearms and toolmark” evidence）次第とい
うことになった。訴追側の専門家証人に効果的に反駁する必要性を認め，
Hintonの弁護人は，被告人側として別途，専門家証人を雇うための費用に関

（23）　Hinton v. Alabama, 134 S. Ct. 1081 （2014） （per curiam）.
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する申立てを行った。裁判官は，弁護人に対し，限度額について十分な知識が
ないことを認めたうえで，当面の費用として確実に許容されると思われる
1,000ドルを認め，必要であれば，追加の費用を請求するように伝えた。実の
ところ，鑑定費用に関する規定は，約 1年前に改正され，本件当時，州法上，
限度額の定めはなく，相当と認められれば，要した費用の支払いを受けること
が可能となっていた。しかし，Hintonの弁護人は，これを知らなかったため，
追加の請求は行わなかった。当初の予算の範囲内では，引き受けてくれる専門
家は 1人しか見付からず，弁護人はその者に鑑定を依頼した。
　公判において，訴追側の 2名の専門家は，すべての弾丸が Hintonの拳銃か
ら発射されたものであるとの鑑定を維持したのに対し，弁護人の依頼した専門
家は，Hintonの拳銃の道具痕につき，腐食しているため，どの弾丸がその拳
銃から発射されたのかを確信をもって判定することはできず，また， 3件の犯
行現場から発見された弾丸の痕跡はそれぞれ異なっている旨を証言した。しか
し，訴追側の尋問によって，弁護人の依頼した専門家につき，本来の専門領域
は別で，回転式拳銃の銃器道具痕鑑定の実績は皆無であること，鑑定の際には
器具の操作に難儀し，訴追側の専門家の助力を仰いだことなどが判明した。裁
判の結果，Hintonは，有罪となり，死刑を言い渡された。
　その後，非常救済手続において，Hintonは，弁護人は，必要な費用を追加
請求することなく，事案にふさわしいとはいえない専門家に鑑定を依頼するな
どしており，有効な弁護を受けることができなかったと主張し，これによる不
利益を示す目的で，別の専門家による 3件の鑑定を提出した。これに対し，州
の巡回裁判所は，弁護人が依頼した専門家の証言の要旨は，有罪判決後に新た
に提出された鑑定に反するものではなく，弁護活動の欠陥による不利益は認め
られないとして，Hintonの主張を斥けた。刑事控訴裁判所も巡回裁判所の判
断を支持したが，州最高裁は，これを破棄し，Hinton側の専門家の適格性に
ついて判断が示されていないとして，事件を差し戻した。これを受けた巡回裁
判所，刑事控訴裁判所がともに Hinton側の専門家の適格性を認め，州最高裁
がその審査を拒否（denied review）したため，Hintonが上告した。
　連邦最高裁は，大要，次のように述べて，原判決を破棄し，事件を差し戻し
た。
　本件は，修正 6条の有効な弁護を受ける権利が侵害されたか否かについて，
Strickland判決（24）で示された基準の適用が問題となる事案である。同判決で
判示したとおり，弁護人の活動が合理的といえるか否かについては事情全体を
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考慮して判断しなければならないが，本件において Hintonの弁護人が専門家
を雇うために追加の費用請求をしなかったのは，合理的でないといわざるを得
ない。弁護人が，追加の請求をしなかったのは，訴訟戦略上の選択に基づくも
のではなく，利用可能な費用の限度額が1,000ドルで，すでに全額を受け取っ
たという誤った思い込みに基づくものである。Hintonの弁護人は，本件の証
拠関係からして，訴追側の鑑定に反駁できる専門家の証言が重要であること，
唯一見付かった者は，少なくとも銃器道具痕鑑定の専門家としてふさわしいと
はいえないことを認識していた。にもかかわらず，弁護人は，正式起訴された
被告人に付与される弁護費用に関する州法に一瞥を投げることすらなかったの
である。なお，念のため述べておくと，本件において，有効な弁護とはいえな
いと判断されるのは，弁護人が訴訟費用に関する州法を不合理なまでに誤って
理解していた点であって，専門家の適性如何の点ではない。専門家の選別とい
うのは，まさしく訴訟戦略上の選択の典型であって，法と事実を調査したうえ
でなされた判断であれば，事実上争う余地はない。
　修正 6条違反の主張が認められるためには，弁護活動の瑕疵以外に，「その
瑕疵がなければ結論が異なっていた合理的な蓋然性」が示さなければならな
い。しかし，本件においては，上記の弁護活動の瑕疵が与えた影響について，
いずれの裁判所も評価を加えていない。そこで，Hintonの弁護人の瑕疵が，
Strickland判決にいう不利益に当たるかについて審理させるため，事件を差し
戻すことにする。
 （原田和往）

Ⅴ　死刑

・Hall判決（25）

　本件は，知的障害（intellectual disability）のある者に死刑を科すことが合衆
国憲法修正 8条に違反するとした Atkins判決（26）を前提に，「被告人の IQテス
トのスコアが70を超えている場合には，知的障害に関するほかの証拠を提出す

（24）　Strickland v. Washington, supra note 21.
（25）　Hall v. Florida, 134 S. Ct. 1986 （2014）. ケネディ裁判官執筆の法廷意見（ギ

ンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨール，ケーガン各裁判官同調）のほ
か，アリート裁判官の反対意見（ロバーツ長官，スカリア，トーマス各裁判
官同調）がある。
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ることは許されない」とするフロリダ州裁判所の判断が修正 8条に違反するか
が争われた事案である。
　上告人 Hallは，1978年，知人とともに妊娠中の女性を強姦・殺害したうえ，
彼らを逮捕しようとした保安官代理（sheriff’s deputy）を殺害したとして，謀
殺罪で死刑の判決を受けた。その後，2002年に Atkins判決が出たのを受け，
Hallは，フロリダ州の裁判所に対して，71という IQテストのスコアを含む証
拠を提出し，知的障害者であることを理由に死刑の宣告を取り消すよう求め
た。裁判所は，州法によれば，Hallは，自己の IQが70以下であることを示さ
なければ，知的障害に関するほかの証拠を提出することはできないとの解釈を
示して，その申立てを斥けた。州最高裁もこの判断を維持したため，Hallが
上告した。
　連邦最高裁は，フロリダ州裁判所の判断は修正 8条に違反するとして，破
棄・差戻しとした。法廷意見の大要は，次のとおりである。
　本件では，死刑を科すことの許されない知的障害というものをいかに定義
し，判断すべきかが問題である。我々は，「成熟してゆく社会の進歩を表す，
進化する良識の基準（the evolving standards of decency that mark the progress 

of a maturing society）」（27）に着目する。
　まず，各州の制定法と裁判所の判断をみるに，IQ70の足切り（cutoff）を行
っている可能性があるのは，フロリダ州を含む 9つだけである。ほかの41の州
─うち，死刑制度を廃止している州が19─は，こうした足切りを行ってい
ない。また，Atkins判決後にこの問題に取り組み，裁判所がそれに関する法
解釈を示した州の立法府は，ヴァージニア州を除いて，すべて，死刑制度を廃
止したか，あるいは，こうした足切りを行っていない。以上のことから，フロ
リダ州のような IQ70の足切りを行うべきではないとする国民的なコンセンサ
ス（national consensus）が形成されているといえる。
　医学の世界では，①知的障害の有無は知的機能（intellectual functioning）と
適応行動（adaptive behavior）の 2つの側面から総合的に判断されており，ま

（26）　Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 （2002） ［紹介，浅香吉幹「合衆国最高裁判
所2001─2002年開廷期重要判例概観」アメリカ法2002年 2号266─271頁（2002
年），小早川義則『デュー・プロセスと合衆国最高裁Ⅰ─残虐で異常な刑
罰，公平な陪審裁判』171頁（成文堂，2006年），岩田太『陪審と死刑─ア
メリカ陪審制度の現代的役割』374頁（信山社，2009年）］.

（27）　Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 （1958） ［紹介，小早川・前掲注（26）47頁］.
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た，②知的機能の判断に際しては，IQテストにおける測定の標準誤差
（standard error of measurement （SEM））を考慮すべきものとされている。本
件で問題となる知的障害は法的な概念であり，裁判所が独自に判断すべきもの
であるが，だからといって，医学的知見から孤立している必要もない。我々
は，知的障害についてほかに提示された定義がなく，かつ，各州もそれに実質
的な信頼を置いているといえる本件では，医学的知見が尊重されるべきである
と考える。ところが，フロリダ州における IQ70の足切りは，もっぱら知的機
能のみに着目している点で上記①に，知的機能の判断に際して測定の標準誤差
を考慮していない点で上記②に，それぞれ反している。したがって，IQ70の
足切りに反対する上記コンセンサスは，裁判所としても賛同できるものであ
る。
　以上の法廷意見に対して，反対意見は，次のように述べる。
　法廷意見は41の州が IQ70の足切りに反対しているとするが，死刑を存置す
る31の州のうち，フロリダ州と異なる立場を明示しているのは12の州に過ぎな
い。また，死刑を廃止している19の州が，直ちに，知的障害の定義や判断方法
につきフロリダ州に反対する立場であるとはいえない。こうした状況では，そ
もそも，本件の問題につき国民的なコンセンサスが形成されているとはいえな
い。
　法廷意見は医学的知見を尊重すべきであると説くが，基準とすべきは社会全
体のスタンダードであって，一部の専門家のスタンダードではない。加えて，
医学的知見はしばしば変わるものであるから，これに依拠すれば裁判所の判断
が不安定となる。
　法廷意見は，知的機能と適応行動を総合的に勘案して知的障害の有無を判断
することが必要であるとするが，これらはそれぞれ知的障害の別の側面を捉え
たものであり，そのいずれにも問題がある場合に初めて知的障害と認められる
のであるから，知的機能のみによる足切りも不当ではない。また，法廷意見は
フロリダ州が測定の標準誤差を考慮していないことを論難するが，同州では，
IQテストに誤りが内在することを考慮に入れて，複数回のテストのスコアを
提出することを認めるという方法をとっているのであり，これが違憲とされる
ほど不合理なものとはいえない。
 （滝谷英幸）
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Ⅵ　二重の危険

・Martinez判決（28）

　本件は，合衆国憲法修正 5条の二重の危険禁止条項との関係で，①陪審の選
任および宣誓の手続が終了すれば，訴追側が当日の審理手続に参加しない旨明
言しており，現に証拠調べが全く行われなかった場合でも「危険」が発生する
か，②そうした状況のもとで陪審の選任および宣誓の手続が終了した後に裁判
所が無罪の指示評決の申立てを認容することが，同条項がその後の再審理を禁
止する無罪放免（acquittal）を構成するかが問題となった事案である。
　上告人Martinezは，加重暴行などの事実で2006年 8月に起訴された。その
後，公判期日が何度も延期されたが，2010年 5月17日，イリノイ州の地方裁判
所は─訴追側の再度の延期の申立てを斥けて─陪審の選任および宣誓の手
続をとった。しかし，その日も重要な訴追側証人が出頭せず，訴追側は陪審の
宣誓手続の前から一貫して─当該証人の出頭がない以上は─当日の事実審
理に参加する（participate）つもりはない旨明言しており，裁判所から冒頭陳
述や最初の証人の喚問を求められた際にも，当日の手続には参加しないとの異
議を唱えるのみで，何らの証拠も提示しなかった。そこで，Martinezが無罪
の指示評決を求める申立てをしたところ，裁判所は，これを認容した。
　州控訴裁は，第 1審の判断を破棄し，州最高裁は，①連邦最高裁の先例たる
Serfass判決（29）によれば，危険の発生時期は陪審の選任および宣誓の有無とい
った「固定的，機械的な」基準ではなく，被告人が実体審理および有罪の危険
（hazards）にさらされていたか否かで決せられるべきである，②訴追側が─
陪審の宣誓前から一貫して─当日の審理手続には参加しないことを明言して
いる本件では，Martinezは有罪の危険（risk）にはさらされておらず，危険は
発生していない，③危険が発生していない以上，裁判所による無罪の指示評決
の認容は真の無罪を構成しない─なお，第 1審裁判所は，指示評決の申立て
を認容するに際し，繰り返し，無罪ではなく，公訴棄却を示唆する表現を用い
ていた─などとして，原審の判断を維持した。
　Martinezが上告受理の申立てをしたところ，連邦最高裁は，以下のような

（28）　Martinez v. Illinois, 134. S. Ct. 2070 （2014） （per curiam）.
（29）　Serfass v. United States, 420 U.S. 377 （1975）.
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判断を示し，事件を州最高裁に差し戻した。
　刑事手続上の諸原則のなかで，「陪審の選任および宣誓の手続が終了すれば
危険は発生する」（30）との原則以上に明白なものは，存在しないといってよい。
陪審の選任および宣誓が終了している本件では，危険が発生していることは明
らかである。Serfass判決は，審理無効（mistrial）後の再審理に関する二重の
危険禁止条項の適用如何の問題を解決するに際し，「固定的，機械的な」基準
によるべきでないことを明らかにしたもので，危険の発生時期との関係でそう
した判示をしたものではない。
　二重の危険禁止条項がその後の再審理を禁止する「無罪」には，「当該事件
における訴追側の証明が，ある犯罪について被告人が刑事責任を負うことを立
証するには不十分であるということを意味するすべての裁判（ruling）が含ま
れる」（31）。本件では，訴追側がMartinezの有罪を立証する証拠の提出を拒否
したことを受け，弁護人が全訴因について無罪の指示評決を求める申立てを
し，裁判所がこれを認容した。これは，典型的な「無罪」─訴追側の証拠で
は被告人の有罪を証明できない旨の裁判所の認定─である。州最高裁の依拠
する─本件では危険が発生していないとする─前提自体がそもそも誤りで
あり，第 1審裁判所が公訴棄却を示唆するような表現を用いている点も重要で
ない。「名称（label）はどうであれ，当該裁判が，起訴された犯罪事実の一部
または全部の要素についての事実上の解決を表現したものかどうか」（32）が重要
なのである（なお，Downum判決（33）およびWashington判決（34）に照らすと，
本件で第1審裁判所が宣告したのが公訴棄却や審理無効であるとしても，その
後の再審理は禁止されることになろう）。
 （小島　淳）

（30）　Crist v. Bretz, 437 U.S. 28 （1978） ［紹介，渥美編・前掲注（16）253頁〔中
野目善則〕］.

（31）　Evans v. Michigan, 133 S. Ct. 1069 （2013） ［紹介，田中利彦ほか「アメリカ
合衆国最高裁判所2012年10月開廷期刑事関係判例概観」比較法学48巻 1号
283─285頁〔蔡芸琦〕（2014年）］.

（32）　United States v. Martin Linen Supply Co., 430 U.S. 564 （1977）. 
（33）　Downum v. United States, 372 U.S. 734 （1963）.
（34）　Arizona v. Washington, 434 U.S. 497 （1978） ［紹介，渥美編・前掲注（16）

225頁〔中野目善則〕］.
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Ⅶ　ヘイビアス・コーパス等

　ヘイビアス・コーパスについての本開廷期の判決としては，2012年10月開廷
期に出された判決（35）─州裁判所が，被告人の連邦法上の主張を斥けている
場合，その旨の判断が明示されていなくても，ヘイビアス・コーパスの請求を
受けた連邦裁判所は，当該主張については判断がなされたものと推定しなけれ
ばならないとした─の趣旨が争われたが，これについて正面から判断するこ
となく，合衆国法典第28編2254条（d）に則して上告人の合衆国憲法修正 6条
に関する主張を審理させるため事件を差し戻したWilliams判決（36）がある。
 （原田和往）

Ⅷ　刑事実体法

・Rosemond判決（37）

　本件は，薬物取引犯罪の際に銃器を使用・所持することを重く罰した合衆国
法典第18編924条（c）を適用するにあたり，共犯者の処罰規定である同 2条の
主観的要件を充たしているかが争われた事案である。
　上告人 Rosemondは薬物取引に関与し，その際，彼を含む共犯者のうち 1

人が銃器を発射したが，発砲者が誰であったのかは特定できなかった。そこ
で，Rosemondは，自ら薬物取引犯罪に関連して銃器を使用ないし所持した罪
（合衆国法典第18編924条（c））か，あるいは，共犯者の当該犯罪を教唆・幇助
した罪（同 2条）─同条は，犯罪を教唆・幇助した者もまた当該犯罪の正犯
とする旨を規定する─のいずれかに該当するとして起訴された。
　連邦地裁の裁判官は，陪審に対して，Rosemondが，①彼の共犯者が薬物取
引犯罪に際して銃器を使用することを認識しており，かつ，②故意をもって積
極的に薬物取引犯罪に関与したのであれば， 2条の規定によって，Rosemond

（35）　Johnson v. Williams, 133 S. Ct. 1088 （2013）. 
（36）　Wiiliams v. Johnson, 134 S. Ct. 2659 （2014） （per curiam）.
（37）　Rosemond v. United States, 134 S. Ct. 1240 （2013）. ケーガン裁判官執筆の

法廷意見（ロバーツ長官，ケネディ，ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイ
ヨール各裁判官同調，スカリア裁判官一部同調）のほか，アリート裁判官の
一部同意・一部反対意見（トーマス裁判官同調）がある。
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にも924条（c）の罪の教唆・幇助が成立すると説示した。これに対して
Rosemondは，薬物取引犯罪だけでなく，銃器の使用をも助長・促進している
ことを立証する必要があるとして，説示の誤りを争ったが，第10巡回区連邦控
訴裁は連邦地裁の判断を維持した。
　連邦最高裁は，これに対して，以下のような判断を示して原判決を破棄し，
事件を第10巡回区連邦控訴裁に差し戻した。
　共犯者の責任について定める 2条の規定は，行為者が，①当該犯罪を促進す
るために積極的な行為を行い，かつ，②当該犯罪の実行を促進する意図を有し
ていた場合に，処罰をするというものである。そして，①の促進行為に関して
は，対象となっている犯罪のすべての要素に対する促進関係は必要なく，一部
の要素に対する促進関係があれば足りるから，924条（c）が有する 2つの要素
─薬物取引犯罪と，それに関連する銃器の所持・使用─のうち一方のみの
促進で足りると説示した点については，誤りはない。それに対して，②で要求
されている意図については，犯罪の一部だけでは足りず，当該犯罪のすべてを
包摂するものでなければならない。本件においては，薬物取引犯罪のみなら
ず，共犯者のいずれかが銃器を所持するであろうことをあらかじめ─犯罪を
離脱する機会が十分存在したといえるほどに前もって─認識していたことが
必要である。本件陪審に対する説示は，共犯者が銃器を使用することを認識し
ていたかどうかだけを問題にしており，それを認識した時期を問題にしていな
いが，銃器に関する認識を十分前もって有していたことが必要なのであるか
ら，当該説示には瑕疵があり，その瑕疵が評決ないし判決に影響を及ぼすもの
でないかを検討させるため，事件を第10巡回区連邦控訴裁に差し戻すことにす
る。
 （田山聡美）

・その他
　刑事実体法についての本開廷期の判決としては，ほかに，規制薬物の譲渡罪
の刑を加重することができる場合として合衆国法典第21編841条（b）（1）（C）
が定める「死亡又は重大な傷害の結果が生じたとき」とは，被告人が譲渡した
薬物の使用が死亡等の結果に寄与しただけでは足りず，当該薬物の使用と当該
死亡等の結果との間に前者がなければ後者は生じていなかったであろうという
因果関係の存在を要する趣旨であるとした Burrage判決（38），立入り禁止と指
定されている空軍基地の 2か所を横切る公道脇に平和的な抗議行動のための区
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域が設定され，基地司令官はその区域の管理のためにその区域の使用方針に反
した者の当該区域への立入り禁止等の規制を定めていたところ，不法侵入と破
壊行為を理由に当該区域への立入りを禁じられていた被上告人が当該区域に立
ち入り，立入り禁止命令に反して軍事施設（military installation）に立ち入る
ことを犯罪とする合衆国法典第18編1382条違反の事実で起訴された事案につい
て，同条でいう軍事施設とは司令官の責任範囲にある区域を包含するものであ
り，上記公道および抗議行動区域を含むとした Apel判決（39），自らの子の母親
に対して「意図的に若しくはその結果を認識しつつ傷害を生じさせた」との州
法上の犯罪で起訴され有罪答弁をした被上告人が，「軽罪である家庭内暴力
（misdemeanor crime of domestic violence）」の前科がある者による小火器等の
所持を禁じた合衆国法典第18編922条（g）（9）の規定に基づいて起訴され，
前科に係る犯罪は有形力（physical force）の行使を要件としていないから，上
記連邦法の規定に定める「軽罪である家庭内暴力」に該当しないとして争った
事案について，同規定が必要とする有形力はコモン・ロー上の不法接触
（battery），すなわち，攻撃的な接触（offensive touching）で足りるところ，コ
モン・ロー上の有形力の行使はこれを間接的に利用する場合も包含するので，
コモン・ローの意味で有形力を利用しない限り身体の傷害を生じさせることは
できず，有形力の利用はその行使に当たるから，被上告人の前科に係る犯罪は
「軽罪である家庭内暴力」の要件を充たしているとした Casttleman判決（40），
2011年10月開廷期の連邦最高裁は，化学兵器禁止条約の履行のために制定され
た1998年化学兵器条約履行法（Chemical Weapons Convention Implementation 

Act of 1998）に設けられた合衆国法典第18編229条の規定に基づき起訴された
上告人が，この規定は州に留保された権限を侵害し，合衆国憲法修正10条に違

（38）　Burrage v. United States, 134 S. Ct. 881 （2014）. スカリア裁判官執筆の法廷
意見（ロバーツ長官，ケネディ，トーマス，ブライヤー，ケーガン各裁判官
同調，アリート裁判官一部同調）のほか，ギンズバーグ裁判官の結論同意意
見（ソトマイヨール裁判官同調）がある。

（39）　United States v. Apel, 134 S. Ct. 1144 （2014）. 法廷意見はロバーツ長官が執
筆（全裁判官一致）。ギンズバーグ裁判官の同意意見（ソトマイヨール裁判
官同調），アリート裁判官の同意意見がある。

（40）　United States v. Castleman, 134 S. Ct. 1405 （2014）. ソトマイヨール裁判官
執筆の法廷意見（ロバーツ長官，ケネディ，ギンズバーグ，ブライヤー，ケ
ーガン各裁判官同調）のほか，スカリア裁判官の一部同意・結論同意意見
（トーマス裁判官同調）がある。
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反するとの主張の利益（standing）を有していると判示して第 3巡回区連邦控
訴裁の判決を破棄したが（41），差戻審において修正10条違反の主張および起訴
事実は同規定の対象外との主張のいずれもが斥けられたため，上告人が再度上
告受理申立てをして受理された事案について，連邦制の基本原則の要請や法文
上の鍵となる用語である「化学兵器」の定義があり得ないくらいの広がりをも
つことなどに言及したうえ，本来は戦争行為に関するこの規定を個人的な確執
の末の有毒物質使用にまで拡張することを連邦議会は意図していないとした
Bond判決（42），1968年銃規制法（Gun Control Act of 1968）に基づく規則で銃の
購入時に記入すべきものとして定められている書式には，実際の譲受人・買主
であるかどうかとの質問に回答する欄があるところ，甥のために銃を購入しよ
うとした上告人が，自己が実際の購入者であるとの虚偽の申告をしたため，銃
の販売の適法性について重要である（material）事実について虚偽の申告をし
たこと，および，保存することを必要とされている情報について虚偽の申告を
したことの 2つの事実で起訴された事案について，当該質問に係る事実は重要
であり，保存することを必要とされている情報であるとした Abramski判
決（43），盗んだ小切手を偽造・変造して買い物に利用したとして，「虚偽若しく
は不正の見せかけ……により，金融機関が所有し又はその保管若しくは管理下
にある金銭……その他の財産を取得する計略又は偽計を……実行する」行為の
処罰を定める合衆国法典第18編1344条（2）の規定に基づき起訴された上告人
が，同規定は金融機関に対して背信的不正行為をする意図（intent to defraud a 

financial institution）を有していたことの証明を必要とするとして争った事案 

（41）　Bond v. United States, 131 S. Ct. 2355 （2011） ［紹介，田中利彦ほか「アメ
リカ合衆国最高裁判所2010年10月開廷期判例概観（下）」比較法学46巻 3号
241頁〔田中〕（2013年）］.

（42）　Bond v. United States, 134 S. Ct. 2077 （2014）. ロバーツ長官執筆の法廷意見
（ケネディ，ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨール，ケーガン各裁判
官同調）のほか，スカリア裁判官の結論同意意見（トーマス裁判官同調，ア
リート裁判官一部同調），トーマス裁判官の結論同意意見（スカリア裁判官
同調，アリート裁判官一部同調），アリート裁判官の結論同意意見がある。

（43）　Abramski v. United States, 134 S. Ct. 2259 （2014）. ケーガン裁判官執筆の法
廷意見（ケネディ，ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨール各裁判官同
調）のほか，スカリア裁判官の反対意見（ロバーツ長官，トーマス，アリー
ト各裁判官同調）がある。
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について，これを不要とした Loughrin判決（44）がある。
 （田中利彦）

Ⅸ　その他

・Paroline判決（45）

　本件は，幼少時に児童ポルノを制作するために性的虐待を受け，その画像が
インターネット上では未だに取引されていることを17歳の時に知った被害者の
Amy─裁判上の偽名─に対する損害填補（restitution）に関する事案であ
る。上告人 Parolineは，Amyの画像 2枚を含む多数の児童ポルノの画像を所持
していたとして合衆国法典第18編2252条違反に問われ，有罪答弁をした。この
事件に関し，Amyは，合衆国法典第18編2259条に基づいて，Parolineに対して，
約350万ドルの損害填補が命じられるべきとの申立て（motion）（合衆国法典第18

編3771条（d）（3））をした。連邦地裁は，被告人の犯罪によって直接的に
（proximately）惹起された損害がどの程度のものなのかが証明されていないとし
て損害補填の支払いを否定したのに対して，第 5巡回区連邦控訴裁は，2259条は
同条（a）（3）（F）以外には直接的な原因という一般的な要件を課しておらず，
被告人は被害者の損害全体について責任を負うべきであるとした。連邦最高裁
は，大要以下のように述べ，原判決を破棄し，事件を差し戻した。
　2259条に基づく損害補填は被告人の犯罪によって直接的に惹起された損害の
範囲に限定されるわけであるが，ある事象が他の事象を直接的に惹起したと
は，前者が後者の事実的な原因（actual cause or cause in fact）であり，かつ，
直接的な原因（proximate cause）であることを意味する。本件においては，
被害者の画像が繰り返し閲覧されていることを知るというトラウマから生じる

（44）　Loughrin v. United States, 134 S. Ct. 2384 （2014）. ケーガン裁判官執筆の法
廷意見（ロバーツ長官，ケネディ，ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨ
ール各裁判官同調，スカリア，トーマス各裁判官一部同調）のほか，スカリ
ア裁判官の一部同意・結論同意意見（トーマス裁判官同調），アリート裁判
官の一部同意・結論同意意見がある。

（45）　Paroline v. United States, 134 S. Ct. 1710 （2014）. ケネディ裁判官執筆の法
廷意見（ギンズバーグ，ブライヤー，アリート，ケーガン各裁判官同調）の
ほか，ロバーツ長官の反対意見（スカリア，トーマス各裁判官同調），ソト
マイヨール裁判官の反対意見がある。
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被害者の損害が児童ポルノ犯罪の直接的な結果であることに問題はない（つま
り，被告人の行為が被害者の損害の事実的な原因であることを前提にするなら
ば，直接的な原因であることも肯定され得る）。したがって，事実的な原因の
認定基準こそが，本件における最大の争点となる。
　この点で，Paroline─本件被害者の児童ポルノの所持者の 1人─の行為
がなければ被害者の損害は小さくなったであろうと証明することは不可能であ
るから，「あれなければこれなし（but for）」公式は適切な基準とはいえない。
他方で，例えば，行為者の行為が単独では損害を生じさせるのに不十分であっ
たとしても，他者の行為と結び付くことによって十分，あるいはそれ以上のも
のとなる場合に，事実的な原因性をその行為者の行為に認める「集合的原因の
理論（the theory of aggregate causation）」も採用し難い。というのも，本件被
害者の損害に対する Parolineの寄与度は，他の関与者すべての行為を結合し
た全体行為と比較しても，また，他の関与者ら─とくに，児童ポルノを流通
させた者や児童ポルノの最初の制作者─の個別行為と比較してもわずかなも
のであるにもかかわらず，この理論によると，本件被害者の損害全体について
Parolineが責任を問われることになってしまうからである。
　しかし，本件被害者に対する損害填補を全く認めないわけにもゆかない。本
件被害者が被った被害は児童ポルノが非合法化された理由の 1つであるし，連
邦議会がそうした被害者に対する損害填補を意図していたことも明らかである
からである。また，2259条は，行為者らの行為によって実際に被害が生じてい
るのを認識させることも目的としているわけであるが，損害填補を否定するこ
とはこの点とも相容れないものである。したがって，被告人が被害者の画像を
所持していること，および，画像の取引が継続されることによって被害者に損
害が生じていることは明らかであるが，被告人個人が生じさせた損害の程度を
示すことはできない場合，裁判所は，損害を生じさせた因果経過（causal 

process）において被告人が果たした役割に応じた額の損害填補を命じるべき
である。その際，裁判所は，画像の取引が継続することによって生じた損害の
額を算定したうえで，被告人の行為の因果的重要性（causal significance）に関
係する様々な要素─例えば，被害者が被った損害に寄与した，あるいは，将
来的に寄与するであろう関与者がどれほどいるか，被告人が被害者の画像を複
製したかどうか，それを流通させたかどうか，被害者の画像の最初の作成に被
告人が関係していたかどうか，被害者の画像を何枚もっていたのかなど─を
基礎に裁定額（award）を定めることになるのである。
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 （伊藤嘉亮）

・Lane判決 (46)

　上告人 Laneは，連邦政府の補助金を受けて運営されている，恵まれない若
者のための州全体のプログラムである CITY（Community Intensive Training for 

Youth）の責任者として中央アラバマ・コミュニティ・カレッジ（CACC）に
雇用─試用期間中─され，CITYの日々の事業（operation），従業員の採
用と解雇，プログラムの財務に関する決定を監督する責任を負っていた。プロ
グラム費用の包括的監査により，CITYの賃金台帳に載っているアラバマ州下
院議員の Schmitzが出勤していないことが明らかとなり，最終的に Laneは
Schmitzを解雇した。2008年 1月，Schmitzは郵便詐欺（mail fraud）と盗罪
（theft）で起訴された。同年 8月の裁判に召喚された Laneは，Schmitzの解雇
の経緯について証言した。Schmitzは有罪となった。
　その間，CACC学長となっていた Franksは，CITYの深刻な財政難に鑑み，
2009年 1月，Laneを含む29人の職員を解雇する決定を下したが，まもなく，
Laneともう 1人の職員以外の解雇をすべて撤回した。そこで，2011年 1月，
Laneは，Schmitzに不利な証言をしたことに対する報復としての Laneの解雇
は合衆国憲法修正 1条違反であると主張して，Franks個人に対しては損害賠
償を求め，CACCの学長としての Franksに対しては雇用上の地位回復を求め
る訴えを連邦地裁に提起した。
　これに対して，連邦地裁は，公務員が職務上の義務に基づいて発言する場
合，一市民として発言したとはいえず，修正 1 条で保護されないとした
Garcetti判決（47）に基づき，Laneは職務上得た情報について証言したのである
から，証言は職務の一部と考えられると判示して，サマリー・ジャッジメント
で Laneの訴えを棄却した。第11巡回区連邦控訴裁も，この判断を支持した。
　上告を受理した連邦最高裁は，召喚されて通常の職務の外で真実を証言した

（46）　Lane v. Franks, 134 S. Ct. 2369 （2014）. 法廷意見はソトマイヨール裁判官が
執筆（全裁判官一致）。トーマス裁判官の同意意見（スカリア，アリート各
裁判官同調）がある。

（47）　Garcetti v. Ceballos, 547 U.S. 410 （2006） ［紹介，浅香吉幹ほか「合衆国最
高裁判所2005─2006年開廷期重要判例概観」アメリカ法2006年 2号267─275頁
（2007年），前田聡・筑波法政42号83頁（2007年），田中ほか・前掲注（ 4）
185─187頁〔前田聡〕］.
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ことを理由に，公務員を解雇すること，あるいは，公務員にその他の雇用上不
利な扱いをすることが許容されるかについて，次のような判断を示した。
　公務員の発言が修正 1条により保護されるためには，第 1に，言論が一市民
として公の関心事についてなされたものでなければならないが，法廷で証言す
る者が法廷と社会一般に対して負う真実を述べる義務は，従業員が雇用主に対
して負う義務とは別個独立であるから，Laneの宣誓証言は明らかに公的関心
事についての一市民としての発言と認められる。Garcetti判決は，発言が単に
職務に関するか否かではなく，通常の職務の範囲内にあるか否かを問題にする
ものであるから，Laneの発言が，職務上知った情報を内容としていても，市
民としての発言であることに変わりはない。そして，Laneの証言内容は公的
プログラムの腐敗と州の資金の濫用という明らかに重大な公の関心事であり，
裁判上の宣誓証言という形式および状況がこのことをさらに強化する。
　一市民としての公の関心事についての発言であると認められても，なお，発
言することにつき公務員が有する利益と，効率的な公的サーヴィスを行うこと
に関して雇用主としての政府が有する利益との比較衡量が問題となるが，本件
では被上告人 Franksが政府側の利益を主張しておらず，またそれを示し得な
いから，Laneの発言は修正 1条の保護を受けるに値すると結論づけられる。
　しかし，第11巡回区連邦控訴裁の先例は，政府側の雇主は公務員が宣誓のも
と職務外で行った発言を理由に当該公務員を解雇できると，Franksが Lane解
雇時に信じたことを妨げるものではなく，当裁判所の先例も第11巡回区連邦控
訴裁の先例に疑いを投げかけるほど十分に明らかなものではなかったから，
Franksには賠償金に関して限定的免責が認められる。
　他方，Franksの後任の学長に対する請求─当初の訴えのうち学長として
の Franksに対するもの─については，原判決を破棄し，差し戻す。
 （大庭沙織）

・McCullen判決（48）

　本件は，病院内以外の場所であって，中絶を行う場所と定義される生殖医療
施設（reproductive health care facility）から35フィート─10.67メートル─

（48）　McCullen v. Coakley, 134 S. Ct. 2518 （2014）. ロバーツ長官執筆の法廷意見
（ギンズバーグ，ブライヤー，ソトマイヨール，ケーガン各裁判官同調）の
ほか，スカリア裁判官の結論同意意見（ケネディ，トーマス各裁判官同調），
アリート裁判官の結論同意意見がある。
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以内の公道または歩道（public way or sidewalk）に，それと知りながら立ち入
ることを犯罪化していたマサチューセッツ州法が，合衆国憲法修正 1条に違反
するか否かが争われた事案である。
　中絶施設付近で患者と思しき女性に近づき，話しかけることによって中絶を
思いとどまらせる活動をしていた上告人McCullenらは，マサチューセッツ州
法によって設けられた緩衝地帯（buffer zone）の存在により，施設入口に近づ
くことができず，カウンセリング活動が著しく妨げられていると主張し，この
法律の執行の差止めを求めた。
　上告を受理した連邦最高裁は，マサチューセッツ州法は修正 1条に違反する
とした。法廷意見は，大要，以下のとおりである。
　マサチューセッツ州法は，言論に対して伝統的に開かれてきた公道や歩道へ
のアクセスを制限するものである。これらの場所は，修正 1条において特別の
地位を占めることから，表現の内容に立ち入らない規制であっても審査対象と
なり，また，そのような場所における表現を規制する政府の権限は非常に限定
される。修正 1条に関する Rock Against Racism判決（49）は，①言論に対する
制限が言論の内容に関わりなく正当化され，②その制限が政府の重要な利益に
資するために限定的に策定された（narrowly tailored）ものであり，③情報の
伝達について他の代替手段が十分に残されている場合には，パブリック・フォ
ーラム（public forum）であっても，時間や場所，表現の態様につき政府が合
理的な制限を課すことができるとする。本件では，州法が，これらの要件を充
たすかが問題となる。
　この点で，マサチューセッツ州法は，言論の内容や観点に基づいた規制を設
けておらず，厳格な審査（strict scrutiny）を要さない。なぜならば，文言上中
立な法律が，ある種の問題に不均衡な影響を与えることのみを理由として，価
値中立的でないとは直ちにみなされず，表現の内容に関わらない目的に資する
統制は中立的と解されるからである。州法の直接の目的が「施設周辺の公共の
安全」であることを考慮すれば，言論の自由が侵害されたとは即座には判断で
きない。
　他方，マサチューセッツ州法が内容中立的（contents neutral）だとしても，
政府の正統な利益を促進することを目的に，言論の自由に対し必要以上の制限
を課す点で，同法が「限定的に策定された」ものとは評価できない。州法は，

（49）　Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 （1989）.
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公共の安全を維持し，中絶施設へのアクセスを保護するという州の正統な利益
に適うが，同時に，近い距離から個人の会話として話しかけ，配布物を手渡す
という，施設を訪れる患者とのコミュニケーション手段を奪うものであり，
McCullenらの言論に看過できない負担を課している。
　まず，McCullenらは，中絶に対する反対意見を伝えるだけでなく，中絶以
外の代替手段について，個人的で相手を思いやるような，合意のうえでの会話
を試みているのであり，「緩衝地帯からもMcCullenらの活動を見聞きするこ
とができる」というのは回答とならない。
　また，マサチューセッツ州は，中絶施設に対して妨害，脅迫，ないし干渉を
行った場合に刑事・民事制裁を課している連邦法と同様の法律を施行すること
も可能であった。中絶施設付近の公道における妨害行為は，地域の交通法令に
よって容易に対処可能であり，この種の問題は，時間的・場所的にも限定的
で，中絶施設入口を妨害するような群衆に対し，警察が一定時間の解散を命じ
ることのできる法律によっても対処可能だからである。
　さらに，マサチューセッツ州は，妨害や脅迫の故意といった心理状態の立証
困難性，および緩衝地帯が警察の仕事を結果として容易なものにすると主張し
たが，限定的策定基準を充足するには，言論の自由への負担がより小さい手段
では，政府の利益を達成することができないことを政府側が示さなければなら
ず，選ばれた方策が単により容易なものであることを示せばよいわけではな
い。
　このことから，マサチューセッツ州が依拠した Freeman判決（50）─他のよ
り制限的でない手段は不適切であるとして，投票所の外部で緩衝地帯を設ける
ことが是認された─とは，事案の性質を異にする。というのも，選挙プロセ
スでは威圧を避けるため，警察が投票所付近に近づくことが制限され，投票者
に対する脅迫や選挙違反に対する抑止が困難となるが，中絶施設における妨害
やいやがらせは，対処困難なものと評することはできないからである。
 （竹川俊也）

・その他
　以上のほか，ジョージア州の空港で麻薬取締官代理に任命されて勤務してい
た上告人が被上告人らを捜索の対象とし，現金を押収したことに対し，被上告

（50）　Burson v. Freeman, 504 U.S. 191 （1992）.
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人らが不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をネヴァダ州の連邦地裁に提起した
という事案について，連邦裁判所は人的裁判権（personal jurisdiction）につい
て通常州法に準拠するところ，当該州の居住者ではない者が州の判決に拘束さ
れるのは，その者と州との間に「最低限の接点（certain minimum contacts）」
がある場合であるとし，上告人とネヴァダ州との間にはそれは認められないと
して，ネヴァダ州の連邦地裁は上告人に対する人的裁判権を欠くとした Fiore

判決（51），2つの銀行に対する住宅ローンの不正な申込みで有罪判決を受けた上
告人が，1996年必要的被害弁償法（Mandatory Victims Restitution Act of 1996）
（MVRA）（合衆国法典第18編3663A条（b）（1））─財産犯の加害者は，弁償
済みの，犯罪による損失財産の一部の価格（弁償時の価格）を減じた残りの損
失財産の価格に相当する金額を支払わなければならないとする─のもとで
は，銀行が抵当権を取得した時点の住宅の価格によって被害弁償額が減じられ
るべきであるとして，連邦地裁の被害弁償額の算定─上告人に貸し付けられ
た金額とローンの担保となっていた住宅を競売にかけた際に銀行が受領した金
額との差額─は誤っていると主張したという事案について，銀行が取得した
上記抵当権は弁償済みの損失財産の一部には当たらず，担保である住宅が競売
にかけられ，銀行がその売却代金を受領するまでは，損失財産の一部の返還は
なされたことにはならないとした Robers判決（52），被上告人の同僚の警察官が
車両のナンバープレートの番号を誤ってコンピュータに入力した結果，当該車
両を盗難車であると誤解した被上告人が当該車両から降りてきた上告人らを拘
束しようとした際に用いた有形力が合衆国憲法修正 4条に違反する過剰なもの
であったとして，合衆国法典第42編1983条に基づき上告人らが被上告人らに対
して損害賠償を求めたところ，被上告人が限定的免責を主張してサマリー・ジ
ャッジメント─法的問題以外には重要な事実問題に関する「真正な争点
（genuine issue）」がない場合になされる陪審審理を経ない判決─を申立てた
という事案について，サマリー・ジャッジメントの申立てと限定的免責を認め
た第 5巡回区連邦控訴裁による原判決は，サマリー・ジャッジメントが適切か
否か─「真正な争点」があるか否か─を判断する際には証拠を反対当事者

（51）　Walden v. Fiore, 134 S. Ct. 1115 （2014）. 法廷意見はトーマス裁判官が執筆
（全裁判官一致）。

（52）　Robers v. United States, 134 S. Ct. 1854 （2014）. 法廷意見はブライヤー裁判
官が執筆（全裁判官一致）。ソトマイヨール裁判官の同意意見（ギンズバー
グ裁判官同調）がある。
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に有利な方向で評価しなければならないという原則（53）に違反しているとして，
破棄・差戻しとした Tolan判決（54）がある。
 （松田正照）

（53）　Adickes v. S.H. Kress & Co., 398 U.S. 144 （1970）; Anderson v. Liberty 
Lobby, Inc., 477 U.S. 242 （1986）.

（54）　Tolan v. Cotton, 134 S. Ct. 1861 （2014） （per curiam）. アリート裁判官の同意
意見（スカリア裁判官同調）がある。


