
捜索差押えの特定性の要求に関する
アメリカ合衆国連邦裁判所判例の諸法理とその実情　　83

　論　　説

捜索差押えの特定性の要求に関する
アメリカ合衆国連邦裁判所判例の

諸法理とその実情
─「詐欺性充満の法理」を中心として─

 太  田  　  茂

＝＝目次（第 1回）＝＝
（はじめに）
　　 1　本研究の問題意識と検討課題・方法等
　　　（ 1）　本研究に取り組んだ経緯等
　　　（ 2）　本研究の検討課題等
　　　（ 3）　本研究の検討方法等
　　 2　 第 4修正を巡る被告人側と検察側との攻防の展開と詐欺性充満の法理の位置付け
第 1章　第 4修正の特定性の要求に関する一般論と指導的判例の概要等
　第 1　令状の特定性の要求に関する重要な連邦最高裁判所の判例
　　　（ 1）　ステイール事件
　　　（ 2）　マロン事件
　　　（ 3）　スタンフオード対テキサス事件
　　　（ 4）　ベントレスカ事件
　　　（ 5）　ヘイデン事件
　　　（ 6）　クーリッジ対ニューハンプシャー事件
　　　（ 7）　アンドレセン対メリーランド事件
　　　（ 8）　ペイトン事件
　第 2　特定性の要求に関する巡回控訴裁判所及び連邦地方裁判所の重要・参考判例
　　 1　令状の特定性を否定し，差押物の排除等を認めた判例
　　　（ 1）　クライン事件
　　　（ 2）　ラフアイエットアカデミー事件
　　　（ 3）　アブラムス事件
　　　（ 4）　カードウエル事件
　　　（ 5）　スピロトロ事件
　　　（ 6）　ボス事件



84　　比較法学 49巻 1号

　　　（ 7）　レーリー事件
　　　（ 8）　ジョージ事件
　　　（ 9）　パトリック事件
　　　（10）　ブリッジス事件 （以下第 2回）

＝＝目次（第 2回）＝＝
　　 2　 柔軟な判断によって令状が特定性の要求を充たしていたとし，あるいは令状に

基づく広汎な差押えを適法とした判例
　　　（ 1）　シャーフマン事件
　　　（ 2）　ジョンソン事件
　　　（ 3）　デービス事件
　　　（ 4）　コルテレッソ事件
　　　（ 5）　ジェイコブ事件
　　　（ 6）　ウェブスター事件
　　　（ 7）　ヤング事件 
　　　（ 8）　シリング事件
　　　（ 9）　リレイ事件
　　　（10）　デイネロ事件
　　　（11）　ウー事件
　　　（12）　ムーア事件
　第 3　問題となった事案の令状の記載例
　　 1　事例
　　　（ 1）　アンドレセン対メリーランド事件
　　　（ 2）　ラフアイエットアカデミー事件
　　　（ 3）　カードウェル事件
　　　（ 4）　スピロトロ事件
　　　（ 5）　パトリック事件
　　 2　検討
　第 4　コンピュータ関連の証拠物に対する捜索差押えについて
　　 1　問題の所在
　　 2　若干の事例
　　　（ 1）　ローザ事件
　　　（ 2）　ケラー事件
　　　（ 3）　ダミーコ事件
　　　（ 4）　ツエムリヤンスキー事件
　　 3　検討
　第 5　ラフエイブによる解説の骨子（参考）
第 2章　令状の特定性の要求とその救済に関する主な判例法理
　第 1　宣誓供述書による救済の法理
　　 1　 令状と宣誓供述書の両文書の物理的一体性と，適切な参照文言の記載による宣

誓供述書の包含の 2要件を不可欠とする判例
　　　（ 1）　ブルーム事件



捜索差押えの特定性の要求に関する
アメリカ合衆国連邦裁判所判例の諸法理とその実情　　85

　　　（ 2）　スピロトロ事件（再掲）
　　　（ 3）　レーリー事件（再掲）
　　　（ 4）　マックスウェル事件
　　 2　 適切な参照文言の記載による宣誓供述書の包含は必要であるが，物理的添付ま

では不可欠でなく，宣誓供述書が捜索現場に伴われ（accompany），対象物の
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　　　　ウ　50州流通会社事件
　　　　エ　アカルド事件
　　　　オ　カイル事件
　　　　カ　ソイヤー事件
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　　　（ 3）　結語 ＝完＝

（はじめに）
1　本研究の問題意識と検討課題・方法等
（ 1）　本研究に取り組んだ経緯等
　筆者は，曽根威彦先生・田口守一先生古稀記念論文集において「いわゆ
る包括的差押えをめぐる諸問題について」と題する拙稿（1）を公にした。
同稿を手掛けた当初の動機は，オウム越谷事件においてフロッピー108枚
をその内容を検討することなく包括的に差し押さえた事案の最高裁判例
等（2）に関する諸論稿において支配的だと思われる考え方が，公判段階に
おける関連性の概念を前提とした上で，捜索差押段階においては，捜査の
流動性や困難性等からある程度の緩やかな判断は許容されるとしても，基
本的にはそのような「関連性」が認められる物か否かを捜索の現場で個別
に判断することが必要であり，相手方による証拠の隠匿・破壊のおそれや

（ 1）　下巻435～462頁（成文堂，2014） 
（ 2）　最決平成10. 5. 1（刑集52巻 4号293頁，判時1643号192頁，判タ976号146頁），

大阪高判平成 3. 11. 6（判タ796号264頁），最判平成 9. 3. 28（判タ946号119頁）
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物理的抵抗などの特殊事情が認められる場合にのみ，内容を検討せずに包
括的な差押えが許容されるとしていることに対し，かねてから疑問を持っ
ていたことにあった（3）。
　筆者のそのような問題意識は，検察官として，複雑な知能犯等事件の独
自捜査における捜索差押えに係る令状請求手続，令状の執行，差し押さえ
た証拠物のいわゆる「物読み」と呼ばれる分析・検討等の作業に従事した
経験に基礎を置く（4）。複雑・大規模な知能犯事件等の捜査過程の比較的初
期段階で行われるのが通常である捜索差押えにおいては，将来の起訴段階
や公判段階において訴因たる犯罪事実との関連性が認められて立証に用い
られる証拠にはどのようなものがあるか，また，捜索しようとする現場に
実際にそのような物が存在するのか，を令状の請求段階で事前に具体的に
予想することは容易でない。更に捜索の執行段階で，現場で発見される膨
大な数量の記録物等について，令状記載の対象物に類型的に該当すること
までは判断できても，記録物の記載内容を個別に検討して個々の物が将来

（ 3）　同拙稿436～437頁
（ 4）　検察庁で取り扱う事件の圧倒的多数は警察等第一次捜査機関からの送致事件

であるので，捜索差押えは通常これらの捜査機関が行い，検察官が直接関与す
ることはない。独自捜査においては警察等は関与せず，内定段階から検察官が
行うため，捜索差押えも検察官や検察事務官が自ら実施する。これらの独自捜
査事件は贈収賄，談合，詐欺等の複雑な経済事犯等が中心であるため，大量か
つ広汎な捜索差押えが行われることが多い。特捜部が設置されている大規模庁
では捜索差押えを実施するための経験豊富な事務官を中心とした態勢が整えら
れている。他方，地方の中小規模で特捜部のない検察庁において独自捜査を行
うことは比較的稀であるが，その場合は十分な態勢確保が容易でないことか
ら，小規模な捜査態勢により，検察官自らが事務官の補佐を得つつ，令状請求
や捜索差押えの実施等を直接的に担うこととなる。筆者は地方の中小規模庁に
おいて独自捜査に従事した機会が多く，担当した主な事件は，建設業組合業者
による談合・市長への贈収賄，選挙違反，交通事故や失明を装った保険金詐
欺，脱税，漁協組合長による業務上横領・補助金適正化法違反，手形詐欺等の
事案であり，これらの事件捜査ではいずれも多様かつ大量の証拠物の捜索差押
えが必要であった。本稿でのアメリカの判例の検討に当たっては，これら筆者
が経験した捜索差押えの実務の実情との比較が大きな視点となっている。
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それに該当し得るものであるかということを判別するのも極めて困難であ
る。したがって，令状請求の段階では，捜索しようとする場所に存在する
可能性があり，将来の立証に用いられ得る蓋然性のある物を類型的な品目
で記載した上，令状の執行に当たっては，令状記載の対象物の類型に該当
するものであれば個別の記録物等の内容を確認することなく大量の物を差
し押さえることが多いのが実情である。このような捜索差押えの実情が，
必ずしもよく理解されず，前記のような考え方が支配的であったのは，こ
れまで，複雑・大規模事件における捜索差押えの実務について，捜査官の
側から実情や問題点等の情報を発信・紹介することが少なかったことに起
因していたようにも思われる。
　このような問題意識に立ち，同拙稿においてまず検討したのは，証拠の
「関連性」の概念の母国であるアメリカ合衆国において，その概念が，公
判段階のみならず捜査段階においても共通して用いられている概念である
のか否かということであった。戦後，証拠の関連性の概念が江家義男博士
らによって我が国の学説判例に紹介・導入されて以降，この概念は，我が
国の実務や学説等において，公判段階における証拠の許容性の判断基準と
して定着したのみならず，捜索差押段階における証拠の選別や収集範囲の
規制概念としても用いられるようになった。しかし，同拙稿で示したよう
に，証拠の関連性の概念は，アメリカ合衆国においては，陪審裁判を前提
とした争点の混乱や不当な偏見等の防止の観点による公判前手続ないし公
判段階での証拠の許容性の規制概念であって，捜査段階における大陪審サ
ピーナによる証拠収集や令状に基づく捜索差押えの段階においては「関連
性」の概念は証拠の収集範囲の規制概念としては用いられてはいない（5）。
　筆者は，当初このような問題意識から，アメリカの連邦裁判所の判例を
手探りで調べていくうちに，当初の問題意識を超えて，アメリカでは，捜

（ 5）　もっとも，アメリカ法に精通した研究者の間では，この点は以前から理解さ
れていたが，それが我が国において必ずしも共通の認識とはなっていなかった
ということだと思われる。
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査段階における証拠の選別や収集範囲の規制に関しては，捜査目的の強力
な実現と，相手方に及ぼす負担の軽減や関係者のプライバシーの保護の必
要性との調和を図るために多様かつ柔軟な判例法理が形成されていること
が印象深く認識された。特に，我が国において，オウム越谷事件等の判例
に関して論議されているいわゆる包括的差押えの問題に関して，アメリカ
では，膨大な証拠物の確保が必要な複雑・大規模事件では，判例の蓄積に
よって多様かつ大量な証拠物に対する包括的差押えが柔軟に許容されてお
り，とりわけ，組織や業務に詐欺性が充満している（permeated with fraud）

場合には，特定性の要求の原則が大幅に緩和されて大量の証拠物の包括的
な差押えが許容されるという「詐欺性充満の法理」が，1980年初頭以降の
比較的最近の判例によって形成されていることが興味深いものであった。
他方，アメリカでは，このような捜索差押えの実務の実情に対する理解を
踏まえた柔軟な判例法理が形成されている一方で，捜索差押えがもたらす
プライバシー等の侵害を最小限に留めるために令状の特定性の許容範囲と
その執行の適法性や妥当性について常に厳しく争われ，緻密かつ厳格な審
理による判断が蓄積されていることも印象深かった。しかし，同拙稿は，
これらに関する多数の判例法理について，それらの形成過程，指導性や先
例価値，また，捜索差押えにおける特定性の要求の問題全体の中での位置
付け等の分析には及ばず，目に留まる主な判例の紹介の域を出ないもので
あった（6）。
　本稿は，同拙稿では十分に検討が及ばなかったこれらの問題について，
詐欺性充満の法理を中心としつつ，その前提となる特定性の要求に関連す
る連邦裁判所の重要かつ指導的な判例が示す法理の内容やその適用が問題
となる具体的事案の整理・検討を試みるものである。
（ 2）　本研究の検討課題等
　アメリカ合衆国憲法修正第 4条（以下「修正 4条」という。）は「不合理

（ 6）　同拙稿442頁脚注 4参照」
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な捜索及び逮捕・押収に対してその身体，住居，書類及び所有物が保障さ
れるという人民の権利は侵されてはならない。また，令状は，宣誓又は確
約によって裏付けられた相当な理由に基づいて，かつ，捜索される場所及
び押収される人又は物を特定的に記述していない限り，発せられてはなら
ない。」と規定する（7）。この後段の「捜索される場所及び押収される人又
は物の特定的な記述」がいわゆる特定性の要求（particularity requirement）

であり，これによって洗いざらいの証拠漁り的な一般令状を許さず，捜索
は，証拠物発見のために必要な場所においてのみ実施され，差押えは嫌疑
のある犯罪の立証のために有用と思われる物に限定され，これらについて
捜査官の恣意的な裁量・判断を許さないことにより，人民がそのプライバ
シー等を侵害されるのは，必要やむを得ない範囲に限定されるという重要
な目的が果たされる。
　このような特定性の要求は，直接的には，令状に記載された捜索すべき
場所及び差し押さえるべき物が特定性を充たしているか，ということが問
題となる。しかし，このような令状の「特定性」について，より実質的に
は，その前提として，①令状発付の根拠となる嫌疑のある犯罪はどのよう
な性質のものであり，その犯罪がどの程度特定され，その嫌疑がどの程度
存在しているか，②そのような嫌疑のある犯罪の解明や立証に役立つ蓋然
性ないし可能性のある物としてどのような物が想定されるか，③差押えが
許容されるためにはその蓋然性や可能性にはどのような程度が要求される
か（8），④捜索しようとする場所に，そのような物が存在する蓋然性ないし

（ 7）　修正 4条の生成・成立過程については，井上正仁「強制捜査と任意捜査新版
（有斐閣2014年）」33～57頁

（ 8）　この②及び③の点が我が国でのいわゆる「関連性」の問題と対応する。「関
連性」の語を言葉の自然的な意味で考える限り，事件と無関係の物を差し押さ
えることは許されないということは，我が国でもアメリカでも当然の原則であ
り，そのような意味では捜索差押え段階でも事件となんらかの関連を有する物
のみが差押えの対象物である。しかし，アメリカでは，連邦証拠規則上や公判
段階での証拠の許容性判断基準としての「関連性（relevancy）」概念は捜索差
押段階では用いられていない。大陪審捜査についての判例では「捜査に関連す
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可能性はどの程度あることが要求されるか，という問題があり，これらに
ついては，それぞれ「相当な理由（probable cause）」によって裏付けられ
なければならない（9）。また，令状の記載自体の「特定性」の問題は，これ
らの「相当な理由」と密接に関連し，また，これらの①ないし④の問題も
相互に密接に関連しあうものである。例えば，頭部の殴打による殺人事件
で，兇器の捜索差押えを行おうとする場合，犯人が野球のバットで殴った
との目撃者の供述がある場合には，令状には「兇器と思われる野球のバッ
ト」などと特定して記載すべきことになろう。しかし，遺体の傷から何ら
かの鈍器で殴打されたことは認められるがその鈍器が何であるか分からな
い場合には「本件の兇器と思われる鈍器類」という程度の記載が許され，
捜索現場で野球のバット，鉄パイプ，煉瓦など，いずれも兇器となり得る
ような物が発見された場合にはそれらを全て差し押さえることが許されよ
う。また，一般人による単発的な詐欺事件であれば，その犯行の立証に有
用な証拠物は当該詐欺の行為に関するものに限定されるが，組織防衛が強
いマフイア等による詐欺，脱税，マネロン等の複雑かつ多数の大規模事件
であれば，嫌疑がある個々の犯罪の特定や（10），その立証に役立つ証拠物

る（relevant to investigation）」表現が時々用いられているが，これは公判段階
での関連性概念とは異なるものである。また，本稿で検討した後掲の多数の判
例では，捜索差押えにおいて「relevant」「relevancy」の語が用いられること
自体が極めて稀であり，たまに用いられることがあっても，それは上記の自然
的な意味での関連という脈絡での用い方に過ぎない。これは，事件となんらか
関連する物のみが差押えの対象であるということは自明のものとして，その具
体的な判断は「相当な理由」の問題の中で検討されるため，敢えて公判段階の
ような「関連性」という特化された判断基準を用いる必要がないからではない
かと思われる。

（ 9）　特定性の要求の要件や意味を，相当な理由との関係において論じ，示唆に富
む論稿として井上正仁「捜査手段としての通信・会話の傍受」38～46頁（有斐
閣，1997）及び前掲井上「強制捜査と任意捜査新版」58～76頁

（10）　我が国での捜索差押令状の請求では「罪名及び犯罪事実の要旨」を記載した
資料が必要とされる（刑訴規則155条 4号）。薬物犯罪等においては，疎明資料
となる情報により令状請求の際に記載された犯罪事実の要旨が，捜索差押えの
執行によって発見される薬物の如何等によって，その後の逮捕勾留・起訴にお
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にはどのようなものがあるか，また，それが捜索しようとする場所に存在
する可能性がどの程度確実にあるかを事前に予測するのは容易でない場合
が多く，それとの相関関係において，令状の記載の特定性の要求は緩和さ
れることになる。
　したがって，令状の特定性の要求を中心とした判例法理の研究に当たっ
ては，単に令状の記載の特定性の問題のみに焦点を当てるのではなく，そ
の前提となり，密接に関連するこれらの相当な理由の問題についても併せ
検討する必要がある。
　ただ，捜索差押えに関する問題は極めて多岐に及ぶところ，特定性の要
求に関する問題はそれらの広汎な諸問題の一部に過ぎず，筆者はアメリカ
刑事法の全般的・体系的な理解や判例研究等の十分な素養・経験は有して
いない。したがって，本稿においては，特定性の要求に関する比較的新し
い判例法理である詐欺性充満の法理に焦点を当てつつ，同法理は，特定性
の要求の原則に対する例外法理として生成・発展してきたものであるた
め，その前提としての特定性の要求に関する原則と例外に関する諸法理に
ついての検討を行うことをも課題とし，また，それに当たっては，上記の
①ないし④の視点も念頭においた上で可能な限りの検討を行うこととした
い。
　また，本稿において特定性の要求等に関する連邦の判例の整理検討の研
究を行うに当たっては，個々の判例の事案の犯罪やその捜査・審理の具体
的な経緯等を，紙面の許す限り紹介した上で各判例が示す法理等を整理検

ける訴因事実と異なったり事実のずれが生じることは少なくない。しかし，殺
人や詐欺等の一般事件においては，通常，令状請求の際に記載される「犯罪事
実の要旨」は，令状請求の段階からかなりの程度絞り込んで特定されており，
嫌疑の高まりとともにそのまま逮捕状・勾留状請求や公判請求における訴因と
しての事実となって行くことが多い。しかしアメリカの場合には，後掲の諸判
例が示すとおり，特に知能犯等の複雑大規模事件では，宣誓供述書を疎明資料
とした令状請求の段階では，嫌疑のある犯罪の特定が我が国よりも遥かに緩や
かであり，また 1個の犯罪に限定されず様々かつ多数の犯罪の嫌疑を示すこと
が極めて多く，事情がかなり異なっている。
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討することを旨とした。いうまでもなく，判例とは具体的事案についての
事実認定と当該事案の適切な解決のための判断を示すものであり，本稿に
おいて検討する判例の諸法理のよりよい理解のためには，それが有用であ
るとともに，アメリカの連邦犯罪における捜査や公判審理の実情をよりよ
く窺い知ることにも資するであろう。
（ 3）　本研究の検討方法等
　本稿における検討方法は，まず，Lexis.comの「Federal Court Cases, 

Combined」のデータベースで「詐欺性充満（permeated with fraudないし

pervaded with fraud）」の概念で検索される約140件の連邦裁判所の判例の中
から，刑事事件における捜索差押えに関して特定性の要求が問題とされた
事案の判例74件を絞り込んだ。また，これに加え，これらの判例が引用す
る，用語は若干異なるが実質的に同じ法理について判示した相当数の判例
も検討した。アメリカは判例法の国であり，周知のように，アメリカの判
例は，ある問題点を含む事案を検討するに際し，その問題に関して先行す
る重要かつ指導的な判例をほとんど漏らさず引用した上，それらの判例の
判旨を踏まえ，当該事案の事実関係の特徴や先行する判例の事案との違い
等についても比較・検討した上で当該事件における判例法理の適用の可否
等を判断していくのが通常である。
　詐欺性充満の法理は，前述のように，令状の特定性の要求の原則に対す
る例外法理として生成・発展したものであるため，これらの各判例も，詐
欺性充満の法理の適用の可否等を判断するに際し，まず，特定性の要求に
関する一般的・原則的な法理についての先行する重要かつ指導的な判例を
できる限り引用している。そのため，類似事案についての極めて多数に及
ぶ先行判例の中では，後の判例で引用される頻度が高いものほど，判例と
しての重要性や指導性が強いということが一般的には言えるであろう。
　したがって，本稿においては，まず，第 1章で，詐欺性充満の法理に関
する前記の各判例が引用する，特定性の要求の一般原則に関する多数の判
例の中から，その時期や引用される頻度の高さ等に照らして重要性や指導
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性が高いと思われるもの，また特徴的で参考となる判示をしたものを選別
し，整理検討することした。
　次に，これらの判例を検討すると，その中に，特定性の要求についての
原則的な判例法理を踏まえつつ，令状の記載の特定性等に問題や欠陥があ
る場合であっても，複雑・大規模事件等の捜査の捜索差押えにおける特定
性の要求の原則を厳格に順守することが実際上極めて困難であることや，
流動的・迅速に遂行される捜査の実情への理解から，特定性の要求の原則
に対する例外的な法理として，宣誓供述書による救済法理や令状の部分的
無効の法理が確立している上，レオン判決（11）等で著名な善意の例外法理
は，特定性の要求の欠陥に対する救済法理としても頻繁に適用が検討され
ている。詐欺性充満の法理も，特定性の要求の原則に対する例外法理の一
つとして1980年初頭以降の比較的新しい時期に生成・確立したものであ
る。これらの救済諸法理は，単独ではなく重畳的・競合的に主張されて適
用の検討がなされる場合が多い。また，これらの判例の中には「フランク
スヒアリング」という判例法上確立した手続の実施の可否が争点として頻
繁に登場する。これは，令状の記載等がそれ自体では外見上違法でないと
思われる場合であっても，被告人側から，令状発付の根拠となった宣誓供
述書の記載に虚偽等があったために令状は無効であったと主張し，その主
張の当否を判断するためのヒアリングが申し立てられ，それが一定の要件
の下に許容されるというものであり，被告人側に与えられる救済法理であ
る。本稿においては，第 2章で，詐欺性充満の法理の生成以前から確立し
ているこれらの様々な救済法理について整理検討することとした。
　そして，このような，第 1章の一般的・原則的法理や第 2章の様々な救
済法理の検討を踏まえつつ，第 3章として，本稿の中心的検討課題である
詐欺性充満の法理について，その生成・確立の過程，この法理の内容と具
体的事件への適用の諸相，一般的・原則的法理や救済の諸法理との関係等

（11）　United States v. Leon, 104 S. Ct. 3405 （1984）本稿第 3回で検討予定
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について検討を行うことにした。
　本稿において，判例を引用する場合，例えばレオン，レオン判決，レオ
ン事件などの略称を適宜用いることとする。なお，本稿では多数の判例を
紹介する際，その判旨等で注目すべき部分について傍線を付すこととする
が，傍線を付した部分は必ずしも判決文の忠実な訳ではなく骨子である場
合も含む。また，判旨について「 」で示す部分は，基本的には当該部分
の筆者による訳であるが，問題のないと思われる程度で骨子とした部分も
含まれることをお断りしておく。

2 　�第 4 修正を巡る被告人側と検察側との攻防の展開と詐欺性充満の
法理の位置付け

　本稿では，第 1ないし第 3章において特定性の要求に関する一般的・原
則的な法理と，その様々な救済法理についての多数の判例の検討結果を論
述するが，それらに先立ち，まず，これらの多数の判例を通観した結果ほ
ぼ明らかとなった，第 4修正を巡る被告人側と政府（検察官）側との攻防
の展開とその中での詐欺性充満の法理の位置付けを，要約して示してお
く。
　被告人側が捜索差押えの適法性を争うのは，捜索の執行後，起訴前の段
階から，起訴後の公判前手続の段階，公判段階等の様々な場面に及ぶが，
多くの場合，①捜索差押えの違法を主張して差し押さえられた証拠物の返
還を求める，②違法収集証拠として証拠の排除を申し立て，それを踏まえ
て公訴の棄却や無罪を求めて争う，③これが認められずに有罪判決がなさ
れた場合に，上訴においてその違法を主張して原判決の破棄を求めるなど
の経緯をたどる。
　それらの主張を巡る争いの展開の経過は事件によって一様ではないが，
後掲の諸判例を概観すると，本稿の主眼である特定性の要求に関する問題
を巡る典型的な攻防の展開は概ね次のようなものである。
　まず，被告人側が，公訴棄却や無罪判決を求めるための前提として，当
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該令状が第4修正の要求する特定性を充たしていない一般令状であって無
効であり，差押えは違法であるとして，証拠物の返還あるいは証拠排除を
申し立てる。被告人側の第一段階の具体的主張にしばしば見られるのは，
ア　犯罪の嫌疑が抽象的であり，特定されていない
イ　令状記載の捜索場所の特定が十分でない
ウ　令状記載の対象物の特定が十分でないとして
　ア　対象物の記載が欠如している
　イ　対象物を記述する文言が抽象的・曖昧で特定できていない
　ウ　対象物の記載が包括的な文言（catch all phrase）である
　エ 　当該業種の事業所に存在することが一般的に想定されるあらゆる記

録類等について膨大な数のカテゴリーと品目を列挙して記載している
ため，対象物を特定しているように見えても，実質的・結果的には当
該場所に存在するあらゆる物の差押えを許す一般令状となっている

　オ 　対象物が業務の記録類である場合など，犯罪の嫌疑と関係のない時
期のものも含めた無限定に広汎な期間に及んでいる

などである。
　これに対し，検察側が，上記の主張を争って令状の特定性は充たしてお
り適法な令状であるなどと反論するが，その反論は，被告人側の主張の否
定に加え，
ア 　事案の性質上，捜査官が努力を尽しても，これ以上の特定が困難な事
情があった

イ 　犯罪の嫌疑が複雑なスキームであるため，犯罪行為に直接関係する物
のみならず，そうでない物を含めた広汎な差押えを行わなければ事案が
解明できない

ウ 　令状自体の対象物の記載に特定性が欠けていたことは否定できない
が，令状発付の根拠となった宣誓供述書の記載や，宣誓者が捜索場所に
現在して必要な物に限定した差押えが実行されるよう監督することなど
により，令状の記載の特定性の不足の瑕疵が治癒されている（宣誓供述
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書による救済法理）

エ 　被疑者の組織や業務に詐欺性が充満しているので，全記録類の包括的
な差押えが許容される（詐欺性充満の法理）

などである。
　また，被告人側と検察側の攻防は，上記の特定性の問題以外にも多様な
争点をめぐってなされ，例えば，犯罪の嫌疑や捜索場所に対象物が存在す
る可能性についての相当な理由（probable cause）の欠如は，令状の特定性
の問題に先立って極めて頻繁に主張される。この他にも，捜索場所が法律
事務所である場合の弁護士特権の問題，差押物が被疑者作成の書類である
ための第 5修正違反の問題，令状自体は特定性が充たされていたとして
も，捜索差押えの執行が，令状が許容する範囲を超えてなされた過剰な差
押えの問題等，多岐に及ぶ。
　このように特定性の要求を充たしていたか否か等が争われた結果，これ
が肯定されれば，令状は有効であり差押えは適法とされるが，仮に特定性
の要求が充たされておらず令状は違法・無効であった，と判断される場合
であっても，それが直ちに，捜索差押えを違法として，対象物の返還や証
拠排除の結論をもたらすものとは限らない。検察側からしばしば主張され
る反論は
ア 　当該令状は，特定性が認められる有効な部分と無効な部分とに区分が
可能であり，返還ないし証拠排除の対象となるのは，令状の無効な部分
によって差し押さえられた物に限られる（部分的無効の法理）

イ 　令状は特定性を欠く違法なものであったとしても，捜査官はその令状
が有効であると合理的に信頼して執行したため差押えは無効とはならな
い（善意の例外法理）

ウ 　令状による差押えとしては許容されないとしても，被疑者の逮捕に基
づく無令状差押え，自動車捜索の例外（automobile exception），同意によ
る捜索（consent searches），プレインビューの法理等による差押えとし
て許容される
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などであり，これらの主張は，重畳的にも予備的にもなされている。
　これらの攻防の中で，詐欺性充満の法理は，第一段階の令状の特定性の
要求に関する政府側の反論としての法理であり，被疑者の組織や業務に詐
欺性が充満している場合には，第 4修正の特定性の要求が大幅に緩和さ
れ，広汎な包括的差押えを許容する令状が有効とされる，という主張とし
て活用されている。

第 1章　第 4修正の特定性の要求に関する
　一般論と指導的判例の概要

第 1　 令状の特定性の要求の問題に関する重要な連邦最高裁
判所の判例

　まず，特定性の要求の諸問題，あるいはその前提となる捜索差押えに関
する基本的な問題について重要な判示をし，頻繁に引用される連邦最高裁
判所の判例を検討する（12）。これらを概観すると，令状の特定性の要求に

（12）　捜索差押えに関する諸問題は極めて広汎に及ぶが，本稿では令状の対象物の
特定性の要求の問題が中心的課題であるため，下記に示す判例はこれに関する
ものとその前提となる重要問題に関するものに絞っている。ただ，特定性の問
題が争われる場合，それと併せて令状の相当な理由の欠如が争点となる場合が
極めて多く，これに関する指導的判例として頻繁に引用される連邦最高裁の判
例に，スピネリ（Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 ; 89 S. Ct. 584, 1969）や，
ゲイツ（Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 ; 103 S. Ct. 2317, 1983）がある。前者は，
賭博事件について宣誓供述書に記載された情報提供者の情報の信頼性を否定し
て控訴審の有罪判決を破棄したもの，後者は，夫婦の薬物所持事件で，犯罪の
嫌疑についての相当な理由を否定して証拠を排除した控訴裁判所の判決を破棄
し，相当な理由とは，有罪認定のためのような嫌疑の明白性が要求されるので
なく，嫌疑についての実際的で常識的な可能性であり，それは個々の事実を分
断した固い判断によるのでなく，情況の総合性（totality─of circumstances）に
よって判断されるべきであるとした。この「情況の総合性」の表現は他の判例
により頻繁に引用されている。
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関しては，1927年のマロンが厳格な原則的指針を示したが，その後，複
雑・大規模事件における差押えの対象物の特定が容易でないことや迅速に
遂行すべき捜査の実情などへの理解から，1965年のベントレスカや1976年
のアンドレセン等を始めとし，対象物の特定等やその前提問題等に関し
て，次第に柔軟で現実的な判断を行う判例が蓄積されていったことが窺わ
れる。
（ 1）　�ステイール事件　Steele�v.�United�States,�267�U.S.�498�;�45�S.�

Ct.�414�（1925）
　捜索差押令状無効の申立てを棄却したニューヨーク南部地区連邦地裁の
判断に対するステイールの上告を連邦最高裁が棄却した事件であり，論点
は主に場所の特定性に関するものであるが，しばしば引用される重要判例
である（13）。禁酒法時代の密造ウイスキー事件であり，ステイールが賃借
していた 4階建てのビル内部の全体が捜索され，多量のウイスキーやジン
などの酒類が押収された。捜査官が，同ビルの外部から，トラックから降
ろされた「ウイスキー」と印刷された多量のケースがビルのガレージに持
ち込まれたのを目撃して，目撃状況等を記載した宣誓供述書を作成し，直
ちに令状を取得して捜索を開始した。令状では「611番地の同ビルのガレ
ージとそれに繋がるすべてのビル若しくは部屋」とされ，対象物は「ケー
ス入りウイスキー」とされていた。しかし，実際は，このビルは609番地
と611番地の二つの住居表示を有するもので出入り口も複数あったこと，
捜索は 1階のガレージのみならず，倉庫として使用され，一部は従業員の

（13）　場所の特定性に関する重要な連邦最高裁の判例で頻繁に引用されるものとし
てMaryland v. Garrison, 480 U.S. 79 ; 107 S. Ct. 1013 （1987）がある。これは，
マリフアナの不法所持事案で，令状には捜索場所として「パークアベニュー
2036番地の 3階のアパート」と記載されていたが，実際にはその 3階には被告
人が占有する二つの分離されたアパートが存在した。控訴審は令状が無効とし
て証拠を排除したが，連邦最高裁はこれを破棄し，令状は発付時に捜査官から
示された情報に基づけば有効であり， 3階のフロア全体に対する捜索の執行も
合理的に許容されるものであったとした。
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就寝用にも供されている上部の階のすべての部屋にまでなされたことなど
から，ステイールは令状の場所の特定がなされておらず，捜索すべき範囲
も逸脱しているなどと主張して令状の無効を申し立てたが原審は棄却し
た。本判決は，場所の特定性については，二つの住居表示があっても，こ
のビルは，全体をステイールが賃借しており，ビル内部で609番地部分と
611番地部分の区分はされておらず， 1階のガレージと 2階以上の倉庫部
分とは，エレベーターで繋がり，何らの仕切り等もなされていなかったこ
となどを指摘して，令状の場所の特定は十分であるとした。なお，令状に
は「ウイスキー」しか記載されていないが，アルコール，ジンなども押収
されたことについて，特定性は足りるとした。宣誓供述書には，「ここで
発見されるすべての酒類」と記載されていた（14）。
（ 2）　�マロン事件　Marron�v.�United�States,�275�U.S.�192�;�48�S.�Ct.�

74�（1927）
　一審カリフオルニア州北部地区連邦地裁の有罪判決への控訴を棄却した
第 9巡回控訴裁判所の判決に対する上告事件である。禁酒法時代の酒の密
売事件に関する連邦最高裁の判決であり，令状に記載すべき対象物の特定
性の原則を厳格に示したもので，特定性が争われる事件では必ずといって
いいほど冒頭に引用される最も指導的な判例である。
　カリフオルニア州で，ビル内の被告人らが酒を密売していたフロアの全
室を捜索場所とし，「酒類（intoxicating liquors）及びそれらを製造するため
の物（article  for their manufacture）」を対象物とする捜索差押令状が執行さ
れ，共犯者の一人が逮捕されるとともに，多量の酒類のほか，酒類の在庫
の台帳，電気やガス代の領収書，警察官へのギフト代も含む費用等の明細
その他密売の業務に関する帳簿や書類も差し押さえられた。被告人マロン
は，密売の共謀に加わっていたとして起訴されたが，令状には上記の記載

（14）　宣誓供述書による救済法理については，本稿第 2回で検討するが，これは
1970年代後半ころから判例法理として形成されるようになったものであり，本
判旨には，その萌芽がみられるように思われる。
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しかないのに，台帳等他の証拠物を差し押さえたのは，修正 4条及び 5条
違反であると主張し，それらの証拠排除と差押物返還を申し立てたが棄却
された。一審で有罪とされ，控訴審においても差押えは適法とされて控訴
が棄却されたため，連邦最高裁で捜索差押の適法性が争われた。本判決は
「第 4修正は，不合理な捜索から保護される権利は侵されてならないこと，
更に，いかなる令状も，宣誓又は確約により支持された相当な理由に基づ
き，捜索されるべき場所と差し押さえられるべき人又は物を特定した記載
がなければ発付されてはならないことを宣言する。一般的捜索はこれらの
基本的権利の侵害であると長く考えられてきた。」
「令状には，捜索されるべき場所と差し押さえられるべき物を特定的に記
載されなければならないという要求は，令状による一般的な捜索を許さ
ず，令状記載の物以外の物が差し押さえられることを防止する。何が差し
押さえられるべきかの判断は，令状を執行する捜査官の裁量には一切委ね
られてはならない（nothing is left to the discretion of the officer）。」
と判示（骨子）した上で，本件においては令状には酒類等しか記載されて
いなかったので，これにより台帳等の他の証拠物を差し押さえることは許
されなかった，としつつ，共犯者が逮捕されたので，その逮捕の現場にお
ける無令状の差押えとして，これらの証拠物の差押えは適法であったと
し，結論において控訴審の判断を支持した。
　この判決の，「何が差し押さえられるべきかの判断は，令状を執行する
捜査官の裁量には一切委ねられてはならない」という判旨が，その後，連
邦最高裁の指導的判例として令状の適法性や執行の適法性判断の指針とな
り，以後の多くの判例の中で頻繁に引用されることとなった。しかし，後
述のとおり，マロンの判旨を文字通り厳格に適用することが令状とその執
行の実際にはそぐわない事案が少なくないため，マロンの判旨を軸とはし
つつも，様々な柔軟な考え方を示す判例が蓄積していくこととなる。
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（ 3）　�スタンフオード対テキサス事件　Stanford�v.�Texas,�379�U.S.�
476�;�85�S.�Ct.�5060�（1965）

　対象物が，修正 1条の表現の自由に関わる物である場合には令状の特定
性はより厳格でなければならない，との重要な判示をし，頻繁に引用され
る指導的判例である。
　共産党活動を非合法とする州法違反の事件であり，同法は，様々な非合
法活動について最大懲役20年以下の刑を定めるとともに，同法違反のいか
なる罪に関しても，いかなる文献，記録類その他の証拠物の差押えを可能
とする条文が設けられていた。この法に基づき，スタンフオードの自宅を
捜索場所とし，「テキサス共産党とその活動に関する，文献，記録類，パ
ンフレット，名刺，領収書，リスト，メモ，写真，録音物その他の記録媒
体」を対象物とする令状により，約2000点の証拠物が差押えられた。しか
し，大半はスタンフオードの通信販売業務に関係する物であり，私物も含
まれていた反面，共産党に関する記録類は含まれていなかった。州の裁判
所では，令状の無効と差押物の返還を求める申し立てを棄却したが，移送
に基づく連邦最高裁の本判決は，差し押さえるべき物の特定の憲法上の要
請は，それらの文献等が思想を含むものである場合には，第 1修正の表現
の自由の侵害にも及びうるため最も慎重な厳密さ（most scrupulous 

exactitude）を求めるとし，本件の無差別で一掃的な令状の記載は，憲法
上容認できない，と判示し，本件の令状は特定性を欠く一般令状で憲法に
反するとして，州裁判所の判断を破棄した。
（ 4）　�ベントレスカ事件　United�States�v.�Ventresca,�380�U.S.�102�;�

85�S.�Ct.�741�（1965）
　一審マサチューセッツ連邦地裁の有罪判決を控訴審の第1巡回控訴裁判
所が破棄したため政府が上告し，控訴審判決が破棄されたものである。令
状発付のために要求される相当な理由の程度，宣誓供述書の評価の在り
方，自動車に対する無令状捜索，逮捕の現場における無令状の差押え等に
ついて判示した連邦最高裁の重要判例である。令状の特定性が直接の争点



104　　比較法学 49巻 1号

ではなかったが，令状が有効とされるための相当な理由の意義，また，令
状や宣誓供述書を裁判所が事後的に評価・判断する際の基本的な姿勢につ
いての判示は，特定性の問題の前提としても重要な意義を有する。
　事案は酒の密造事件であり，自動車に積まれた大量の砂糖の袋や液体入
りの缶が被告人ベントレスカの自宅に持ち込まれ，あるいは持ち出されて
いる状況，自宅からの麦芽の発酵臭，ポンプが作動する音などをタバコ・
アルコール局の捜査官が見聞し，それらをまとめた宣誓供述書によって発
付された捜索差押令状により密造の証拠物が差し押さえられた。これらの
情報は，宣誓者自身が直接見聞したもののほかに，同僚の捜査官が見聞
し，宣誓者に口頭も含めて伝えられたものも含まれていた。被告人は，宣
誓供述書は宣誓者の直接の見分内容と他の同僚捜査官ないし匿名の情報提
供者から得た伝聞情報との区別がなく，全体が再伝聞も含めた伝聞情報に
基づくもので相当な理由に欠けると争った。一審では被告人の主張を認め
ず有罪としたが，控訴審ではこれを認め，令状は相当な理由を欠いていた
として有罪判決を破棄したため，政府が上告した。
　本判決は，令状の有効性等について主に以下の判示（骨子）をして有効
とし，控訴審判決を破棄した。
「本件におけるような宣誓供述書は，裁判官や裁判所によって，常識的で，
現実的な方法で吟味され，解釈されなければならない。それらは，通常，
非法律家である捜査官により，迅速な（haste）犯罪捜査の只中で作成され
るものである。裁判所が，令状に対するレビューを行う際に，嫌々ながら
の（grudging）ネガテイブな態度を採ることは，捜査官が裁判官に捜索前
に証拠を提出することをためらわせることとなる。なんらかの情況証拠が
示され，情報源の信頼性の理由が示され，裁判官が相当な理由ありと認め
た場合は，裁判所は，宣誓供述書を常識的でない過度に技術的なやり方で
解釈することによって令状を無効とすべきではない。事案によっては，宣
誓供述書が合理的な理由を示しているか否かの判断が容易でない場合もあ
るが，その場合には，令状に沿うことを優先させるべきである。これらに
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照らせば，本件の場合，宣誓供述書を技術的でなく常識を持って読めば，
相当な理由を示す十分な事実が記載されている。本件では，宣誓供述書記
載の事実は，他の捜査官等からの伝聞情報のみではなく，宣誓者自身が観
察した事実も含まれている。」
「令状は，伝聞証拠に基づく場合でも許容される。令状に求められる合理
的な理由は，有罪判決のための証拠よりも低い程度のものである。宣誓供
述書は，匿名者からの伝聞情報に基づくものであっても，その情報提供者
や提供された情報が信用できるとした宣誓者の判断の基礎となる何らかの
情況が示されていればそれらの伝聞情報に基づくことが許される。」
　なお，本判決は，このほかにも，管轄外に逃亡するおそれのある自動車
について令状を取得することが現実的でない場合の無令状の捜索差押え
や，適法な逮捕の際の無令状の捜索差押えの例外についても判示してい
る。
（ 5）　�ヘイデン事件　Warden�v.�Hayden,�387�U.S.�294�;�87�S.�Ct.�1642�

（1967）
　メリーランド州裁判所の一審がヘイデンの人身保護請求を棄却し，控訴
審の第 4巡回区控訴裁判所がこれを破棄したため連邦最高裁に上告された
事件である。
　拳銃を用いた強盗事件発生直後に，犯人であるヘイデンの人相や帽子・
ジャケットの衣服の特徴の通報を受けた警察官がヘイデンの自宅に直行
し，妻の承諾を得て無令状で捜索し，ヘイデンを逮捕するとともに，洗濯
機の中から拳銃と通報内容に一致するジャケットを差し押さえた。一審で
は手続の違法は争われず，これらの証拠物が立証に用いられて有罪が確定
し，ヘイデンは服役したが，刑務所長を相手取り，有罪の証拠となったジ
ャケットの差押えは違法であったと主張して人身保護請求の訴えを提起し
た。原審は，無令状での差押えは，ジャケットに関しては「単なる証拠物
（mere evidence）」に過ぎず，逮捕に伴う無令状捜索差押えとしては認めら
れないとしてヘイデンの請求を認めたために連邦最高裁に移送された。本
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判決は，無令状による差押えが許容される対象物について，かつては，単
なる犯行を立証するための証拠に過ぎない物の場合と，犯行自体に用いら
れた兇器等の道具類及び犯行によって得た物や法禁物との場合を区別し，
後者のみが許容されるとの判例（Gouled v. United States, 255 US 298, 41 S. Ct. 

261 （1921））があったが（15），本判決は，これを変更し，逮捕に伴う無令状
捜索差押えにおいて，この両者を区別する意味はないとし，ジャケット
は，追跡の最中（hot pursuit）において発見され，犯人の特定のために適
切な証拠物であってその差押えは適法であったとして，原判決を破棄した
（ダグラス判事の反対意見がある）。
（ 6）　�クーリッジ対ニューハンプシャー事件　Coolidge�v.�New�

Hampshire,�403�U.S.�443�;�91�S.�Ct.�2022�（1971）
　「第 4修正は，個人の物に対する一般的，探索的でくまなく探しまわる
（rummaging）な捜索差押を許す令状を許容しない」との原則を示した重
要判例の一つとして頻繁に引用される。
　14歳の少女が殺害され，被告人クーリッジの嫌疑が強まり，捜査官はク
ーリッジを逮捕状で逮捕するとともに，その自動車（ポンテイアック）に
対する捜索令状により，クーリッジの自宅から少し離れたところに駐車し
ていたポンテイアックを警察署まで牽引し， 2日後に車内をくまなく吸引
して銃弾の粉末や被害者が乗車していたことを示す微物を押収し，この微
物は後の公判で証拠として採用された。クーリッジはこれらが違法収集証
拠であると争ったが，ニューハンプシャー州の最高裁判所は証拠の排除を
認めず，クーリッジは無期懲役の有罪とされたため連邦最高裁判所に事件
が移送された。本判決は，まず，自動車に対する捜索差押令状は，その発

（15）　Gouledは，1921年に出された証拠排除に関する連邦最高裁の重要な判例の
一つであり，「第三者が関与し，令状によって差し押さえられた，財産的価値
はないが被告人に対する裁判で証拠としての価値はある書類を証拠として許容
するのは第 4， 5修正に違反する」とした。なお，ジョシュア・ドレスラー，
アラン・C・ミカエル「アメリカ捜査法」170～172頁（指宿信監訳　レクシス
ネクシス・ジャパン株式会社　2014）参照。
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付者が当該事件捜査に従事していた州の検事長であり，後に公判での主任
検察官となったことから，公平で独立な裁判官によって発付されたもので
ないため令状自体を無効とした。そして，無令状による捜索として許容さ
れないかについては，①クーリッジは住居内で逮捕され，自動車は離れた
場所に駐車していたのだから逮捕に伴う捜索は許容されない，②自動車は
正常に駐車されており，逃走するおそれもなく，捜索の対象物は法禁物で
もなかったので，無令状の自動車捜索の例外（automobile exception）にも
当たらない，③自動車自体は犯罪の手段ではなく，警察は事前に自動車の
存在を知っており有効な令状を取得する十分な機会もあったのだからプレ
インビューの法理も適用できない，とした上，この判旨に反する部分につ
いて州裁判所の判決を破棄し，差し戻した（バーガー，ブラック，ホワイト
3判事の反対意見がある）。本事例は，令状の対象物の特定性自体が直接の
争点となったものではないが，本判決が上記の判断を示す前提として，プ
レインビューの法理が適用されるためにはその場所に立ち入ることを認め
る捜索令状が有効であることが必要であり，そのために相当な理由の存在
と差し押さえられるべき物を令状が特定して記載していなければならない
ことを，マロンなどを引用して前記の判示をした。
（ 7）　�アンドレセン対メリーランド事件　Andresen�v.�Maryland,�427�

U.S.�463�;�96�S.�Ct.�2737�（1976）
　メリーランド州の特別上訴裁判所における証拠排除申立ての棄却に対す
る連邦最高裁への移送申立事件であり，原裁判が維持された。この判例
は，マロンが示した特定性の要求の厳格さに対して，特に複雑な事件にお
ける特定性の要求は，柔軟かつ現実的に考慮されるべきことを示したもの
で，多数の判例が引用する連邦最高裁の重要な指導的判例である。
　被告人は，弁護士で，不動産販売の会社を経営するとともに，不動産に
関する調停等を行っていたが，顧客への不動産販売における虚偽説明等の
罪により有罪とされた。起訴事実は，ワシントン DCのポトマック林とい
う分譲地の一角である Lot─13Tの区画に関する販売の顧客 1名への虚偽



108　　比較法学 49巻 1号

説明と，他の顧客から，権利証取得等のために必要として受領した金員の
不正流用の罪であり，虚偽とは，販売する土地には抵当権がついていたの
に，それを隠して抵当権がない，と説明したものであった。
　捜査において，被告人の会社と法律事務所が捜索されたが，令状は，冒
頭に「Lot─13T区画の販売に関する」，と付した上で，「権利証，販売契約
書」等数十の品目を列挙した上で，その末尾に「他の果実，手段，現時点
においてまだ知られていない犯罪の証拠物を含む」 という網羅的包括的な
記載が付加されており，この令状により大量の記録類等の証拠物が押収さ
れたが，それらには，上記 Lot─13T区画のみならず，長期間に及ぶ他の
区画の販売に関する証拠物も広汎に含まれていた。また，被告人事務所か
ら押収された物の中に被告人自身作成の文書が含まれていた。
　州の裁判所では，これらの捜索差押えは適法とされ被告人は有罪とされ
たが，被告人は，令状が対象物の特定性を欠いた一般令状であり，第 4修
正に違反すること，被告人自身作成の文書の差押えと証拠の許容は第 5修
正にも違反することなどを主張して連邦最高裁に上告した。
　本判決は，第 5修正違反の主張については，差押えとその証拠使用につ
いては，被告人自身に供述を強いるなど何らの義務を課すものでなく，ま
た押収された書類は被告人自身が自ら任意に作成したものなので適法とし
た。また，第 4修正違反の主張については，令状は，虚偽説明の罪に関す
るものを対象としており特定性は十分であった，と判示し，原判決を維持
したが，その中で特定性の要求については，捜索差押の一般論に関してク
ーリッジとスタンフオードを引用しつつ，次のような重要な判示（骨子）
をした（ブレナン，マーシャル判事の反対意見がある）。
「令状は，当該区画（Lot─13 T）に関する記録類について網羅的包括的な記
載（「他の果実，手段，現時点においてまだ知られていない犯罪の証拠物を含
む」）はあるが，これらは，すべて当該区画に関する証拠物の例示の後に
付加されたものであり，これらの用語は，当該区画販売における虚偽説明
の罪に限定されているので，致命的に一般的とまではいえない。」
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「当該区画以外の区画に関する証拠物も差し押さえられてはいるが，それ
らも，当該区画についての特定的な理解あるいは有罪認定を助ける証拠で
ある。他の区画も当該区画と同じ分譲地にあり，共に抵当権がつけられて
いたこと，他の区画についても同様の苦情が寄せられるなど，同様の嫌疑
があることを示す証拠もあり，本件は被告人の継続的な犯行の一環である
と疑われていた。それらは当該区画に関する虚偽説明が，単なる過誤に基
づくものではなかったことなど，その犯意の立証に用いられるものであっ
たので，違法ではなく排除されない。」
「本件の捜査は，複雑な不動産販売に関するスキームであり，犯罪の立証
のためには，多数の証拠物をつなぎ合わせる（piecing together many bits of 

evidence）ことが必要である。その証拠を単独で見れば意味がほとんどな
いように見えるものでも，ジグソーパズルのように（like a jigsaw puzzle），
それらの多数の証拠を適切に組み合わせることによって，被告人の虚偽説
明の全体像が示されることになる。」
　なお，本判決は，一般論としてではあるが，令状について有効な部分と
無効な部分を区別できる場合には，無効な部分に基づいて差し押さえられ
た物のみが排除され得ることを示唆している。
　本判決は，複雑なスキームの犯罪捜査における捜索差押えについては対
象物の特定は広汎で柔軟なものでなければならない実情への理解を示した
ことに重要な意義がある。本判決は極めて頻繁に引用され，例えば後掲の
詐欺性充満法理の適用を肯定したソイヤー事件（16）は，上記のジグソーパ
ズルの譬えなど，本判決を引用しているが，1980年初頭から判例に明示的
に現れるようになった詐欺性充満の法理には，その布石として，1976年に
なされた本判決のような考え方の理解・浸透がその基盤にあったことが窺
える。

（16）　United States v. Sawyer, 799 F. 2d 1494 （11th Cir. 1986）本稿第 4回で紹介す
る。
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（ 8）　�ペイトン事件　Payton�v.�New�York,�445�U.S.�573�;�100�S.�Ct.�
1371�（1980）

　ニューヨーク州控訴裁判所の殺人と強盗の二つの事件の裁判に対する連
邦最高裁判所への上告事件である。特定性の問題を争点とするものではな
いが，住居に対する捜索について，修正 4条による保護が特に厚く考慮さ
れるべきことを判示したものであり，本法理に関する前提問題としても意
義を有する（17）。同州の刑罰法には，重罪事件の犯人を無令状で逮捕する
ために，緊急の情況がない場合であっても住居に強制的に立ち入ることを
許す規定があった。殺人事件については，捜査官は，犯人を無令状で逮捕
するため，犯人のアパートのドアを壊すなどして立ち入ったが，犯人は不
在だったものの，砲弾ケースが発見されたため，プレインビューにより差
し押さえた。強盗事件についても，捜査官は，犯人を無令状で逮捕するた
め犯人の自宅に立ち入って犯人を逮捕した際，洋服ダンスを捜索して違法
薬物を発見し，差し押さえた。州の最高裁は，同法によりこれらの無令状
での立ち入りは適法として，証拠物の排除を認めなかったため，被告人
は，修正14条に基づき同法は修正 4条に違反するとして上告した。連邦最
高裁は，「緊急の情況がない限り，武器や法禁物を捜索差押えするために
立ち入ることは，重罪が犯され，その証拠が発見されると合理的に疑われ
る場合であっても許されない」「人民の住居の安全の権利は侵されてはな
らない。第 4修正の中核は，人民が彼の自宅に避難し，政府の不合理な侵
入を受けることのない権利の保障にある。」「それは，人の逮捕について
も，物の押収についても妥当し，第 4修正は，住居への侵入に対し堅固な
線を画している。緊急の事態がないかぎり，令状無くしてその敷居をまた

（17）　第 3章で検討する詐欺性充満の法理は，企業等組織の犯罪の場合にも，個人
の業務の犯罪の場合にも適用され得るが，後者において，捜索差押が被疑者の
住居に対してなされる場合には，犯罪に関係する証拠物の他に，事件と無関係
な個人のプライバシーに関わる物も捜索の対象となり得るため，企業等組織の
捜索の場合以上の配慮が求められることになる。本稿第 4回で紹介するフアロ
ン（United States v. Falon, 959 F. 2d 1143 （1th Cir. 1992））を参照。
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ぐことは許されない。」 などと判示し，重罪事件の犯人の通常の逮捕
（routine felony arrest）のために，緊急の情況も相手方の同意もないのに住
居に立ち入ることは第 4修正に違反するとした。

第 2　 特定性の要求に関する巡回控訴裁判所及び連邦地方裁
判所の重要・参考判例

　マロンが示した特定性の厳格な指針と，それを踏まえつつ柔軟で現実的
な判断を示すアンドレセンなどの連邦最高裁の判例の下で，巡回控訴裁判
所及び連邦地裁レベルでは令状の特定性の問題に関して膨大な判例が蓄積
されているが，それらのすべてを検討・紹介することには到底及び得な
い。そこで，以下に，本稿の主題である詐欺性充満の法理に関する判例を
検討する中で，その前提となる特定性の要求についての一般論について重
要ないし特徴的な判示をし，他の判例において頻繁に引用され，指導性が
高いと思われるものを中心に検討する。各判例は，それぞれの具体的事案
に則して合理的かつ妥当な結論を求めており，各判例の論旨や結論につい
て，いくつかの類型に分類することは必ずしも妥当ではない。しかし，膨
大な判例が示す論旨や結論をよりよく理解するための一つの整理の方法と
して，①厳格な判断によって令状の特定性が欠けていたとし，証拠物の排
除や返還等を命じた判例，②柔軟な判断によって令状の特定性を肯定した
判例，に大別して検討する。なお，各類型の判例は，時系列に沿って古い
ものから列挙した。

1 　令状の特定性を否定し，差押物の排除等を認めた判例
（ 1）　�クライン事件　United�States�v.�Klein,�565�F.�2d�183�（1th�Cir.�

1977）
　マサチューセッツ州における海賊版ビデオテープ販売の著作権法違反事
件であり，令状により被告人クライン経営の店から海賊版もそうでないも
のも含めた約2000点のビデオテープが差し押さえられたが，令状の対象物
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特定が十分でないとして被告人が排除を申立てたところ，同州連邦地裁，
第 1巡回控訴裁判所の本判決はいずれもこれを容れて証拠排除を認めた。
宣誓供述書には，捜査官が，被告人の店で 2回ビデオテープを購入した
が，いずれも違法な複製品であったと判明し，店内には，捜査官がその経
験から，違法な複製品だと思われる500本以上のテープがあったことを視
認したことが記載されていた。
　本判決は，捜査官が500本以上のテープも海賊版と思われると判断でき
た経験の基礎や，捜査官が違法な複製テープとそうでないものとを判別す
る方法が宣誓供述書にはなんら記載されていないことから，令状を発付す
る裁判官に対して示されていたのは一般的な品目に過ぎなかった旨判示し
た。また，宣誓供述書による特定性の救済法理は認められるが，本件の宣
誓供述書には，特定性の根拠がなんら記載されていないので同法理は妥当
しないとした。政府は，後掲のシャーフマン（18）では，店舗内にある数千
点の毛皮類の中に盗品である数百点の毛皮類が含まれていた事案につい
て，盗品に限られない全商品の包括的差押えが適法とされたことを援用
し，本件の海賊版テープを含む2000点のテープの差押えも適法であると主
張した。しかし，本判決は，シャーフマンでは，数百点の毛皮を積載した
特定の積荷がハイジャックされたこと，情報提供者自身が毛皮の専門家で
あり，捜査官に，その盗品の毛皮が被告人の手元にあると情報提供したこ
と，ハイジャックされた船荷所有者の従業員が，被告人の店舗内にある毛
皮が被害品の一部であると確認したことという事実があり，本件とは事情
が異なるとした。
（ 2）　�ラフアイエットアカデミー事件　Lafayette�Academy�v.�United�

States,�610�F.�2d�1�（1th�Cir.�1979）
　一審のロードアイランド連邦地裁が，令状の特定性が欠けていたとして
証拠物の返還を命じたことに対する政府の控訴を棄却して地裁の判断を維

（18）　United States v. Scharfman, 448 F. 2d 1352 （2th Cir. 1971）本稿第 2回で紹介
する。



捜索差押えの特定性の要求に関する
アメリカ合衆国連邦裁判所判例の諸法理とその実情　　113

持したものであり，頻繁に引用される指導的判例である。事案は，職業訓
練学校であるラフアイエットアカデミーの，連邦の保証による生徒の学費
ローンに関する詐欺事件であり，捜査官は，学費ローン詐欺の不正につい
て捜査を進め，学校や関係組織に対して，「Books, Papers」に始まる数十
の品目を記載した上，「合衆国法典18編の 5つの詐欺関連の該当条文の違
反の証拠となる物」と記載した広汎な令状により，約30人の捜査官が， 5

～ 6台のトラック分の大量の証拠物を差し押さえた。同アカデミーは，令
状が特定性の要求を充たしていないとして地裁に差押物返還の申立てを行
い，地裁はこれを認容したため政府が控訴した。本判決は，このような令
状は，捜索場所に存在するほとんどすべての記録物の差押えを可能とする
ものである上，令状は犯罪の該当条文として18編の 5つの条文を引用した
が，これらは嫌疑のある学生ローン詐欺の犯罪に限定せず，いかなるタイ
プの詐欺行為や共謀をも含む条文であって犯罪の特定性が十分でないこと
から第 4修正の特定性の要求に違反するとし，原審の申立認容の判断を維
持した。本事案では，令状発付の資料となった宣誓供述書自体には，対象
物として学費ローンに関する証拠物が列挙されていたので，令状もこれに
沿って対象物を限定的に記載していれば適法とされ得るものであったが，
令状の方は，宣誓供述書の記載を超えて，嫌疑のあるローン詐欺に関する
もののみならず，その場所に存在し得るあらゆる物をすべて読み込める多
数の対象物の品目を網羅していることが問題であった。政府は，宣誓者が
捜索の現場で執行の指揮指導をしていたため，執行においてはローン詐欺
の証拠物に限っての差押えが可能な情況にあったことを主張した。しか
し，本判決は，一般論として，令状自体の特定性が欠ける場合であって
も，特定を可能とする記載のある宣誓供述書が令状に伴われ（accompany），
令状がその内容を引用する適切な用語を用いている場合には宣誓供述書に
よる救済は認められるとしたが，本件ではそのような情況もなかったとし
た（19）。また，令状の記載は，執行する捜査官の裁量を許さないという目
的のみでなく，捜索を受ける者に，捜査官が何を差し押さえることが許さ
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れているのか，ということを知らせるという目的もあることを指摘しつ
つ，本件の場合，令状自体の対象物の記載が余りに無限定で包括的なもの
であるため無効であったとした。
（ 3）　�アブラムス事件　United�States�v.�Abrams,�615�F.�2d�541�（1th�

Cir.�1980）
　医者の被告人アブラムズによる医療保険詐欺事件において，マサチュー
セッツ州連邦地裁の証拠排除命令に対して政府が控訴したが，第 1巡回控
訴裁判所が原審の判断を維持したものである。
　捜査官は，医者の元従業員から1972年と73年の医療報酬請求が架空であ
ったなどの情報を得て，診療所に対する捜索を行ったが，令状には，架空
の医療報酬請求の嫌疑について期間の限定がなかった上，捜索では架空請
求によるものと否とを問わず，被告人の病院のオフイス内の一切の医療に
関する証拠物が差し押さえられた。
　本判決は，マロン，クーリッジ，スタンフオード，ボイド（20）を引用し
て特定性要求の一般論を判示しつつ，緊急を要する捜査では，令状の記載
にマイナーな誤りが含まれることはあり得るが，本件のように 4年もかけ
た捜査では，令状請求について，第 4修正の要求に沿うような特定をなす
十分な余裕はあったはずであるとした。そして，次の判示（骨子）をして
本件令状は一般的探索的なものであって第 4修正に反する無効なものとし
た。
「（シャーフマンなどを引用し）対象物の包括的な類型の記載も許されてきた

（19）　宣誓供述書による救済法理の適用の可否の要件の問題であり，本稿第 2回で
検討する。

（20）　ボイド（Boyd v. United states, 116 U.S. 616 ; 6 S. Ct. 524 （1886））は証拠排除
法則生成過程の著名な指導的判例であり，本稿で検討する判例の中でもしばし
ば引用されている。事案は，ガラス製品の不法な輸入事件で，没収のための裁
判手続において被告人から自己負罪の証拠となるインボイスの提出を命じる法
律とその提出命令が憲法に違反して無効であるとされた。ボイドについては，
井上正仁「刑事訴訟における証拠排除（昭和60年　弘文堂）」63～64頁参照。
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が，そのほとんどの場合は，対象物が法禁物であるとか，盗品である場合
であった。しかし，『業務記録』については，それが詐欺の証拠を含んで
いる可能性があっても，法禁物等とは同視できず，なんらかの限定が必要
である」
「令状には，犯罪の期間が示されていない上，宣誓供述書は， 4人の元従
業員からの情報を記載しているが，それらの情報は，従業員が関わった診
療報酬請求の時期や範囲が限定されており，被告人の全てないしそれに近
い診療報酬が架空請求であったことまでカバーできていない。もし従業員
が，自己の勤務期間中，すべて架空請求を行っていたことを断言するので
あれば，その従業員の勤務期間中における全診療記録の差押えは許される
であろうが，そのような事情は認められない」
　ただ，キャンベル判事は，法廷意見に同意しつつ，法廷意見がやや厳し
すぎることを指摘し，複雑な詐欺事件等では，犯罪に関する記録類と合法
的活動の記録類とが混在（jumble of innocent as well as guilty materials）し，
それらを宣誓供述書や令状において特定することが困難な場合が多いこと
を強調した上，マロンが「何が差し押さえられるべきかについては捜査官
の裁量判断には一切委ねられてはならない」としたことについて，第 4修
正の捜索差押えに関する権威ある解説書である　ウエイン　R. ラフエイ
ヴの「捜索差押」が「令状の文言を形式的に読むだけではほとんどの令状
が許されなくなる（4.6, Vol. II, p. 96）」とすることを引用しつつ（21），「この
言葉（マロン）は価値のある理想を示したものではあるが，全く非現実的
であり（utterly unreal），この判旨を援用することは止める時期が来たかも
しれない（time may have come to stop quoting the phrase）」と述べている。
また，ホワイトカラークライムでは，犯罪者が証拠物を破壊などすること
もあり，大陪審サピーナによる提出命令が常に有効とはいえないこと，令
状による捜索差押については第 4修正の特定性の要求があり，大陪審サピ

（21）　ラフエイヴの解説の骨子については，本稿第 2回で紹介する。
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ーナのように緩やかではないとしても（22），犯罪行為が全体あるいは広汎
に及ぶような限定された事件については，より柔軟な考慮がなされるべき
ことを示唆しており，このキャンベル判事の意見も他の判例でしばしば引
用されている（23）。
（ 4）　�カードウエル事件　United�States�v.�Cardwell,�680�F.�2d�75�

（9th�Cir.�1982）
　カリフオルニア州中部地区連邦地裁が原審の有罪判決に対する第 9巡回
控訴裁判所への控訴事件である。
　事案は，被告人カードウェルらによる，ミッドウエスト社を中心とする
関係会社間の利益の移し替えによる脱税事件であり，関係 5会社の記録類
として，小切手，日誌，帳簿，など対象物の類型のみを記載し「それらを
含むが，それに限られない（including but not limited to）」と付記した令状
により，1968年から約 9年間分の会社の記録類等約10万点，約160箱分も
の証拠物を押収した事案について，地裁はカードウェルらを有罪とした。
被告人の控訴に対し，政府はアンドレセンを援用して令状は適法と主張し
たが，本判決は，「令状は修正 4条の特定性の要請を充たしておらず，申

（22）　大陪審サピーナによる証拠の提出命令の範囲は，令状による捜索差押えより
も遥かに広汎であることについては，前掲拙稿448～451頁参照。同一の事件の
捜査において，証拠物の収集を捜索差押令状によって行うことと大陪審サピー
ナによって行うこととが，重畳的になされることはしばしばある（本稿第4回
で紹介するハワイセンターギャラリーオブアート事件など）。大陪審サピーナ
は，令状に要求される「相当な理由」の要件はなく対象範囲は極めて広汎に及
び得る反面，相手方が命令違反のぺナルテイのリスクを負っても必要な証拠物
を提出せず隠匿することがあるのに対し，令状の場合は，令状発付の要件は大
陪審サピーナよりも厳格ではあるが，相手方が隠匿した証拠物を強制的に発見
押収できるメリットは少なくない。この両者のいずれかのみを用いるか，双方
を用いるか，その場合いずれを先に行うか，などは，具体的事件における捜査
手法・手順の的確な判断の問題となる。

（23）　キャンベル判事意見を引用する判例としてワグノー（United States. v. 
Wuagneux, 683 F. 2d 1343, 1348─51 （11th Cir. 1982），本稿第 2 回で紹介す
る。），SGS社事件（1982 U.S. Dist. LEXIS 10436 （S.D.N.Y. 1982），本稿第 4回
で紹介する。）など。
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立人の業務財産に対する違法な一般的捜索であった」とし，以下の判示
（骨子）をして原審の有罪判決を破棄した。
「アンドレセンの場合は，ベントレスカの『令状は常識を持って読まれな
ければならない』ということに照らし，lot 13Tの区画についての虚偽説
明の犯罪の証拠のみを令状がカバーしていたが，本件の令状には特定の犯
罪に限定する記載はなく，単に一般的な脱税，としかされておらず，アン
ドレセンとは大きく異なる」
「犯罪の期間の限定もなされていない」
「令状の包括的な類型の記載は，それ以上の詳細な記載ができない場合に
のみ許容されるのであり，本件では 2年間の捜査で，嫌疑の対象をもっと
絞り込めたはずであったが，それが令状に反映されていない」
「令状の有効部分と無効部分の区別による救済の法理（部分的無効の法理）
については，本件では，令状のどの部分も特定性を十分に充たしていない
ので全てが排除されるべきである（24）」
「宣誓供述書も，その参照によって，令状の効力範囲を限定するために必
要な情報をなんら提供していない」
（ 5）　�スピロトロ事件　United�States�v.�Spilotro,�800�F.�2d�959�（9th��

Cir.�1986）
　ネバダ州連邦地裁の証拠排除命令に対する政府の第9巡回控訴裁判所へ
の控訴事件であり，捜索差押えの令状が修正4条に違反する「絶望的なほ
ど一般的（hopelessly general）なものであったため，捜索自体が違法であ
り，その結果としてプレインビューの法理で差し押さえられた大量の盗品
宝石類についても原審は証拠排除し，控訴審もこれを支持して控訴を棄却
した事案である。令状が適法であるかの判断基準を示し，また，宣誓供述
書による救済法理，令状の部分的無効の法理，善意の例外法理（25），プレ

（24）　部分的無効の法理については本稿第 3回で検討する。
（25）　特定性の要求に関する善意の例外法理の適用の問題については本稿第 3回で

検討する。



118　　比較法学 49巻 1号

インビューの法理の適用も争われた典型的な事件であり，頻繁に引用され
ている。
　事案は，ラスベガスでのマフイアの幹部らによる高利貸し，賭博，盗品
宝石販売等事件であり，FBIが被告人スピロトロらの組織的な高利貸し等
事件の捜査中，スピロトロが経営する宝石店で盗品宝石が売買されている
若干の情報も掴んだ。捜査官は1978年 6月，同宝石店や共犯者の住居，貸
金庫等を捜索場所とする約70通もの令状を取得したが，令状請求のための
宣誓供述書は157頁にも及び，それは 1年半に及ぶ通信傍受の延々とした
記録などが記載され，スピロトロが，高利貸し行為の監督をしていたこと
の相当な理由は示されていたが，犯罪行為の一般的な情況は窺わせても，
特定の犯罪行為を示す相当な理由は記載されていなかった。
　令状記載の対象物は，連邦犯罪の13か条の条文を記載の上，「これらの
犯罪の証拠となる，例えば，ノート，記録，住所録，その他の記録，現
金，貴金属類，写真，及びそれらの犯罪の果実，手段，法禁物」などとの
み記載されていた。捜索の執行に当たり，指導官は，捜査官らに，高利貸
し，裏帳簿，賭博関係の証拠物を差し押さえるべきことを指示した。盗品
の宝石については，テイッシュペーパーに包まれている何点かの未研磨の
宝石が差押えの対象物であると説明し，宣誓供述書に記載されている当該
部分の写しを捜査官に交付した。
　執行の際，捜査官は，店の作業室で，多数の貴金属や道具類等を発見
し，これらが盗品を加工するためのものであると直感した。同捜査官は，
更なる令状が必要かどうか，同僚に相談したが，同僚からのアドバイスに
より，プレインビューの法理で差押え可能と判断し，幾つかの貴金属類が
加工されていることを確認の上で，5000点以上の貴金属類を差し押さえ
た。
　スピロトロらは，宝石店等に対する 4通の令状が特定性を欠く一般的な
ものであったとして証拠排除を申立てた。政府は，令状の部分的無効の法
理や善意の例外法理，宣誓供述書による救済の法理，プレインビューの法
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理などの適用を主張したが，地裁は，政府の主張をすべて否定して証拠排
除の申立てを認容したため政府が控訴した。
　本判決は，カードウエルを引用しつつ令状の特定性の要求の問題につい
て検討し，要求される特定性は，当該事件の情況や含まれる物のタイプに
よって異なること，令状の包括的な品目の記載は，それ以上の詳細な記載
が不可能な場合には許容されることを指摘した。更に「記載が十分に特定
されているか否かの判断に当たっては，①令状に記載されたすべての物又
は特定の物を押収するべき相当な理由が存在するか否か，②捜索を行う者
が，押収すべき物とそうでない物とを区別できる客観的な基準を設定して
いるか否か，③令状発付の時点で，政府が，入手可能な情報に照らして，
より特定性のある記載が可能であったか否か，の一ないしそれ以上を考慮
すべきである」と判示（骨子）した。その上で，本件については，政府
は，対象物をより具体的に特定して記載するか，あるいは少なくとも犯罪
の嫌疑について，単に条文を列挙するだけでなく具体的犯罪行為自体を記
載することによって令状の範囲を限定することもできたはずであるとし
た。しかし，本件令状は，例えば，高利貸しについても，借入者はなんら
特定されていないこと，具体的な犯罪行為の記載はなく，13か条の連邦犯
罪のいずれかの違反という抽象的なものに過ぎなかったこと，盗品である
若干の宝石類とそれ以外の物とを選別する根拠が何ら示されていなかった
ことなどから，犯罪行為の証拠とはならない物も含めた大規模な差押えを
可能とするものであり，特定性を欠いた許容できない一般的令状であった
とした。
　また，宣誓供述書による救済法理についても，本件ではそれが令状に添
付されず参照文言の記載も欠き，また，宣誓供述書自体が令状の広汎性を
補うような記載を欠いていたとして適用を否定した。令状の部分的無効の
法理による救済については，これが認められるためには，宣誓供述書の識
別可能な部分を無効部分と区別できるよう十分に明確で特定されていなけ
ればならず，本件ではそのような事情はなかったとした。
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　また，政府が主張する多数の貴金属類の差押えについてのプレインビュ
ーの法理の適用について，本判決は，同法理の適用のためには，捜索場所
に捜査官が現在すること自体が適法でなければならないところ，本件では
令状自体が本質的に一般令状で無効であったため，この法理も適用できな
いとした。
　また，これらを踏まえ，本件の令状は，「絶望的なほど一般的（hopelessly 

general）」 であり，捜査官が有効であると客観的に信頼できるようなもの
ではなかったため，レオンの善意の例外法理も適用できないとし，地裁の
排除の判断を支持した。
（ 6）　�ボス事件　Voss�v.�Bergsgaard,�774�F.�2d�402�（10th�Cir.�1985）
　コロラド州連邦地裁による差し押さえられた全証拠物の返還命令に対す
る政府の第10巡回控訴裁判所への控訴事件である。
　ボスらが幹部で，多数の顧客に対して先物取引を取扱う団体が顧客の脱
税の隠れ蓑となり，架空経費の計上や仮名使用などの手口で財産取引を行
っていた嫌疑を掴んだ国税庁（IRS）が捜査を開始し，令状により大量の
証拠物を差し押さえた。令状には，「全ての記録類」に始まり，様々な類
型品目を網羅的に列挙した上「IRSを欺罔し，あるいは詐欺を隠蔽するこ
とについての共謀者間での通信に関する書面等」と末尾に付されていた。
地裁は，この令状は余りに広汎（pervasive）であり，捜査官の目に止まっ
たものは全て差し押さえる自由裁量を与えるもので無効であるとした。
　政府の控訴に対し，本判決は，クーリッジやスタンフオード等を引用の
上，本件では，宣誓供述書には脱税の嫌疑しか記載されていなかったの
に，令状は，脱税に限らずなんらかの全ての連邦犯罪に関する証拠物の差
押えを許すものであって何らの限定がなされていなかったこと，実際に差
し押さえられた物の中には，政府の税金政策に反対する組織の印刷物や会
員の名簿まで含まれており，スタンフオードが示した思想に関わる問題に
も抵触する甚だしさがあることなどを指摘し，地裁の命令を全面的に支持
した。なお，政府は，詐欺性充満法理の適用も主張したが，政府の税金政
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策に対する反対運動自体は合法的なものであり，本団体の活動の全てに詐
欺性が充満しているとはいえないとした。
（ 7）　�レーリー事件　United�States�v.�Leary,�846�F.�2d�592�（10th�Cir.�

1988）
　コロラド州連邦地裁による差押えられた全証拠物の排除命令に対する政
府の第10巡回控訴裁判所への控訴事件である。
　レーリーが幹部であるクラインバーク社が香港経由で中国に通信機器の
違法な輸出をしている嫌疑を掴んだ税関当局が令状により同社事務所を捜
索した。令状発付の根拠となった宣誓供述書には，中国への違法な輸出の
1件のみの事実とその輸出ルートに関係した会社名しか記載されておら
ず，違法な輸出についてのその他の国，関係会社，商品等に関する記載は
何もなかったが，令状の記載は，「通信，テレックスメッセージ，契約書，
インボイス」等に始まる多数の類型品目リストに続いて，「武器輸出規制
法及び連邦の貿易規則に違反する購入，販売及び違法な輸出に関係するそ
の他の記録や通信」と末尾に付加されており，それ以上の限定はなかっ
た。
　この令状により20箱分の大量な記録類の証拠物が差し押さえられたが，
それらは中国のみならず，オーストラリア，南アフリカなど全世界に対す
る輸出に関する記録類や被告人の貿易関係以外の業務の記録類も含まれて
いた。
　本判決は，クーリッジ，スタンフオード，マロン，アンドレセン，ボ
ス，カードウェル，スピロトロ，アブラムズ，ラフアイエットアカデミ
ー，ヤングなどを引用の上，次の判示（骨子）をして，排除を命じた原審
の判断を維持した。
「本件令状は，輸出貿易会社が一般的に保有するあらゆる記録類の品目が
記載されている上，何らかの連邦犯罪に対する一般的捜索を可能とするも
ので，令状がそれ自体一見して過剰に広汎であり，何らの限定も加えてい
ない（26）」
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「政府は宣誓供述書による救済も主張したが，それが認められるのは，令
状と宣誓供述書とが一つの文書を構成している場合である。宣誓供述書
は，令状に物理的に添付されるか，令状が適切な参照文言を用いて宣誓供
述書の内容を包含していなければならないが（多くの判例を引用，略），本
件では，令状に宣誓供述書はなんら引用されていないし，捜索の執行で
は，宣誓供述書にはなんら記載のない国との貿易関係の記録類も差し押さ
えられており，捜索差押えの執行自体が過剰に広汎であった」
「（ヤングを引用し（27））本令状はもっと特定することが可能であったので，
『捜査官が，具体的状況の下で最善を尽くした場合には，曖昧さについて
もより許容され得る』との一般論は本件には該当しない。本件では，嫌疑
のある香港や中国向けの輸出について，期間も限定することが可能であっ
たのにそれをしなかった」
「ソイヤー（28）では，対象物のリストと，二つの連邦犯罪の条文のみしか記
載されていなかったにもかかわらず，適法とされたが，その事件の場合に
は，『詐欺性が充満』していたと認められたものであり，その場合には，
政府は令状による捜索差押について特定の記録類に限定されない」

（26）　このように，令状に個々の対象物の品目が詳細に記載されているため，その
記載だけを見れば対象物が詳細に特定されているようであっても，それらの品
目が，違法な業務であろうとなかろうと，被疑者のみならず同種の業務や組織
において一般的にオフイス等に通常存在し，保管されていると思われるあらゆ
る物を網羅している場合には，結果的に「その場所に存在・保管されているす
べての物」を対象とする一般令状と変わりがなくなる。このような問題が生じ
る令状では，例えば20項目にも及ぶカテゴリーを列挙し，各カテゴリーにそれ
ぞれ10数件以上の品目を記載するため，合計すれば200品目を優に超えるもの
が令状に記載される例もある。しかも，嫌疑となる犯罪についても特定がな
く，単に連邦犯罪の抽象的な条文（中には条文すら記載されないものもある）
のみしか記載されず，また犯罪の嫌疑や対象物についての期間の限定も記載さ
れていなければ，令状の特定性の要求は骨抜きになるが，本件や後掲のブリッ
ジス事件などがそのような典型的な問題事例である。

（27）　United States v. Young, 745 F. 2d. 733 （2th Cir. 1984）。ヤングについては本稿
第 2回で紹介する。

（28）　前掲（16）参照（ソイヤーは本稿第 4回で紹介する。）
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　なお，本判決は善意の例外法理についても適用を否定した。
（ 8）　�ジョージ事件　United�States�v.�George,�975�F.�2d�72�（2th�Cir.�

1992）
　バーモント州連邦地裁による証拠排除命令に対する政府の第 2巡回控訴
裁判所への控訴事件である。
　1989年 4月18日，マグドナルドの店内で従業員ら 2名の被害者を拳銃で
脅した強盗事件が発生し，翌日，捜査官が令状により被疑者のアパートを
捜索した。令状には「ブルガンデイの財布，バック，ダウンウッド（被害
者名）のクレジットカード，マクドナルドの業務書類が入ったアタッシュ
ケース，マグドナルドの制服，拳銃，」などと強盗事件で奪われた物や強
盗の手段である拳銃を具体的に記載していたが，その末尾に「犯罪を犯し
たことに関連するその他の証拠（other evidence relating to the commission of 

a crime）」という包括的文言（catch-all phrase）が付加されていた。被告人
宅の捜索では，被害品や兇器の拳銃とは異なるショットガン，ブーツ，時
計，実包も差し押さえられ，被告人ジョージらは，このショットガンの不
法所持罪で後日起訴された。
　ジョージらは，令状末尾の包括的な付加文言は特定性を欠いた無効なも
のであると主張し，原審はこれを認めた上，この令状は一見して余りに欠
陥があるため捜査官が善意の例外法理によってこれを合理的に信頼するこ
とは許されないとし，差し押さえられた全証拠物の排除を命じたため政府
が控訴し，アンドレセンなどを引用してこの包括的な文言はマックの強盗
事件に関係する証拠に限られているので有効と主張した（29）。

（29）　アンドレセンの場合は，包括的な付加文言は，具体的嫌疑のある販売区画
Lot 13T に関する物と解釈可能である上，多数の分譲地販売事案において，具
体的嫌疑のある区画の事実の立証のためには他の区画の関係記録類も併せて解
明し「ジグソーパズル」のように多数の証拠を組み合わせて立証する必要があ
ったのに対し，本件では，強盗の手段に使われたのは拳銃であることが明白で
あり，ショットガンが強盗事件の証拠物としては意義がないことは歴然として
いたことに違いがあろう。
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　本判決は，カードウェルやクラインを引用し，本件令状の付加文言はア
ンドレセンの事案とは異なるもので，広い犯罪の条文や一般的な犯罪行為
の証拠，との記載のみでは，捜査官が何を差し押さえるべきかのガイドラ
インとはならず，捜査官の裁量を縮小する何らかの限定がなされなけれ
ば，裁判官が捜索の範囲を限定するための防護柵とはならないとした。
　また，宣誓供述書による救済も検討し，特定性が記載された宣誓供述書
はそれ自体によって救済できるのではなく，その内容が令状の中に包含さ
れ，添付されていなければならないとし，本件では，捜査官に対して宣誓
供述書を参照することの指導はなされておらず，令状に包含されていたと
はいえないとした。
　善意の例外法理についても，本件では，犯罪の限定を何ら記載していな
いので，一見して無効であり，捜査官がこれを信頼することは許されなか
ったとした。
　しかし，本判決は，令状のすべての部分が特定性を充たしていないのな
ら，令状の有効部分の区別はできないが，本件令状に有効な部分があって
それを区別できるとすれは，その令状による捜索場所への最初の立ち入り
は適法となり，プレインビューの法理が適用によってショットガンの差押
えが許容される余地があり，原審ではこの検討がなされていなかったた
め，その検討を求めて破棄差戻しした。
（ 9）　�パトリック事件　United�states�v.�Patrick,�916�F.�Supp.�567��

（1996）
　バージニア州北部地区連邦地裁の判例であるが，令状の特定性，宣誓供
述書による救済法理，同意による捜索等の問題に加え，詐欺性充満の法理
についても触れたものである。
　破産した会社であるメトロプリンテイングサービス社は，政府の印刷局
との契約により印刷やメーリングサービスを請け負っていたが，入札での
不正行為を働くなどして破産に陥り，会社の破産財産である資産を隠匿し
たために捜査が開始された。その過程で経営者の妻であった被告人パトリ
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ックが，従業員の福利厚生資金から 3万ドルを横領した嫌疑が強まり，捜
査官は破産会社を捜索場所とし， 7つのカテゴリーに分け，各カテゴリー
ごとに多数の品目を記載した令状により，会社の大量の記録類等を差し押
さえた。その中で，特に問題とされた 6番目のカテゴリーは，「破産会社
及びジェフアーソンプレス社とのいかなるジョイントビジネスにも関する
帳簿類，小切手，銀行書類，メモその他の記録又は書類」と記載されてい
た。ジェフアーソンプレス社とは，パトリックの夫が社長であり，従業員
からの情報により，破産会社の資産や記録類のすべてがこの会社のビルに
移転・隠匿されていることを捜査官は把握していた。パトリックは特定性
を欠いた令状による違法な捜索差押えであるなどと主張し，政府は，宣誓
供述書による救済法理，善意の例外法理や不可避発見法理の適用を主張し
て争ったが，地裁裁判官は，令状による捜索差押えとしては違法であり，
これらの法理による救済は認められないとしつつ，破産管財人の同意によ
る捜索差押えとしては許容される余地があるとしてその判断のための事実
認定手続を開始すべきと判断したところ，本判決はこれを支持してその開
始を命じた。
　本判決が令状を無効とした理由は，シリング（30）を引用し，令状の特定
性の要求に関する指導的な判例を踏まえ，「柔軟性の実際的余地」を考慮
すべきとしながらも，本件令状の上記の記載は，犯罪の具体的嫌疑やその
期間についてなんらの記載がないこと，宣誓供述書にはそれを判断できる
記載はあったため，令状を発付する裁判官には理解できていたとしても，
本件の場合，宣誓供述書は封印され，発付された令状に添付されていなか
ったため，執行する捜査官に対しては何らのガイドラインが示されていな
かったこと，本件の令状は，より具体的な特定の記載が可能であったこ
と，などであった。
　また，本判決は，傍論として，オロイード（31）を引用し，業務に詐欺性

（30）　 United States v. Shilling, 826 F. 2d 1365 （4th Cir. 1987）本稿第 2回で紹介す
る。
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が充満していれば嫌疑ある犯罪の分野に関連するすべての記録類の差押え
が許容される，としつつ，本件ではそのような詐欺性の充満や，それら詐
欺性の充満する部分が合法的な業務と区分が可能であることなどについて
宣誓供述書ではなんら主張もされていないため，この法理の適用もできな
い，としている。
（10）　�ブリッジス事件　United�States�v.�Bridges,�344�F.�3d�1010,��

2003�U.S.�App.�LEXIS�19665�（2003）
　モンタナ州連邦地裁の有罪判決に対する第 9巡回控訴裁判所への控訴事
件であり，証拠排除の申立てを却下して被告人を有罪とした原裁判を破棄
し，再審理を要求したものである。
　税金コンサルタント業を営む被告人ブリッジスが，30州の300人以上の
顧客に対し，非居住の外国人だと申告すれば税金が課されないことを助言
するなどし，1997年からの 3年間で，非居住外国人を代理して100件以上
の不正な税金還付請求を行っていた。IRSはおとり捜査官が被告人主催の
セミナーに参加して脱税の手口を聞き，顧客が税金を払う必要なしと指導
されたことを聴取し，過去の顧客数名からも聴取するなどして嫌疑を深
め，令状により被告人のオフイスを捜索し，コンピュータシステム，顧客
フアイル，顧客との通信，その他の記録や設備用品等膨大な証拠物を差押
えた。ブリッジスは，令状が特定性を欠いた一般令状であり，違法な捜索
差押えであるとして，証拠物の還付，証拠排除や公訴棄却を申立てたが，
地裁はこれらを却下し，ブリッジスは，合衆国への虚偽陳述罪とメールフ
ロードの多数の訴因について有罪とされた。
　本件の令状には別紙が添付され「下記を含むがそれに限られない
（includes but not limited to）として，13のカテゴリーに分け，各カテゴリー
には「記録，書類，電磁的な情報～」「全ての電話応答を記録したカセッ
ト」等々多数の品目が列挙されていた。

（31）　United States v. Oloyede, 982 F. 2d 133 （4th Cir. 1992）　本稿第 4回で紹介す
る。
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　本判決は，スタンフオード，マロン，ペイトン，ベントレスカ，カード
ウェル，ボイド，ルード，カウ，ハワイセンターギャラリーオブアー
ト（32），ジョージなどを引用して特定性要求の一般論を踏まえた上で，本
件の令状は，特に「includes but not limited to」という記載の問題点を指
摘しつつ，「余りに豊富（bountiful）で拡張的（expansive）であるため，個
人の書類や財産の実質的にすべてを網羅した網（dragnet）となっており第
4修正の原則を基本的に犯している」「カテゴリーと品目のリストは，別紙
に記載されてはいるが，そのリストは余りに拡張的（expansive）であり，
それらの用語は，被告人のコンサルタント業のほとんど全ての書類や財
産，事務所の設備等の差押えを許容するものである。そのリストは，合衆
国の中小規模事業者において発見が期待される種々の全資産の包括的で洗
いざらいの（comprehensive laundry）ものである（33）。令状は，捜索される
場所以外については，差し押さえられるべき物の範囲についてなんらの実
質的な限界を示していない」「詐欺的な取引」というだけでは，いかなる
犯罪が捜査されているのかを示していない」などと判示（骨子）した。
　また，宣誓供述書による救済法理の一般論を述べつつ，本件令状の別紙
は，犯罪についての特定的な主張は記載されておらず単に「犯行」という
一般的なものにすぎない上，被告人が捜索の現場で捜査官に宣誓供述書を
見せるよう求めたが，その権利がないと拒絶されたことなどを指摘し，こ
の法理の適用も否定した。
　なお，政府は，ルードを引用し，詐欺性充満の法理の適用も主張した
が，本件で IRSは被告人の業務に詐欺性が充満していたとは主張してお
らず，宣誓供述書は，その業務がその性質上全体として詐欺的なものであ

（32）　ルード（United States v. Rude, 88 F. 3d 1538, 1551 （9th Cir. 1996）），カウ
（United States v. Kow, 58 F. 3d 423 （9th Cir. 1995）），ハワイセンターギャラリ
ーオブアート（Center Art Galleries─Hawaii v. United States, 875 F. 2d 747 （9th 
Cir. 1989））は本稿第 4回で紹介する。

（33）　前掲（26）参照
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ることを十分に示していないとしてこの法理適用も否定した。
 （以下第 2回）


