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Ⅰ　被逮捕者の携帯電話の捜索と令状の必要性
─ Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 （2014）─

1 　事　実
　本判決は，スマートフォンの捜索に関するカリフォルニア州の事件と，二つ
折り式携帯電話の捜索に関するマサチューセッツ州での事件を併合して審理し
たものであり，それぞれの事件の概要は以下のとおりである。
　前者の事件：2009年 8月，自動車登録の失効した車を運転した交通違反によ
り警察官に停車を命じられた上訴人 Rileyは，車内から銃器が発見されたため
逮捕された。逮捕時にズボンのポケットから押収された携帯電話（スマートフ
ォン）内の文字情報・画像・動画からギャングや以前の銃撃戦と上訴人の関わ
りが判明したため，半自動小銃による暴行と殺人未遂の罪で訴追された。上訴
人は携帯電話の無令状捜索が合衆国憲法修正 4条に違反するため携帯電話から
得られた証拠を排除すべきだと申し立てたが，カリフォルニア州の事実審裁判
所はこれを認めず，上訴人は有罪となり15年から終身までの自由刑を言い渡さ
れた。同州控訴裁判所は，被逮捕者の身体上から押収した携帯電話の無令状捜
索を修正 4条の下で容認した同州最高裁 Diaz事件判決（1） にもとづいて原判決
を維持した（2）。州最高裁判所は Rileyの上訴（petition for review）を斥け，合
衆国最高裁判所はサーシオレイライを認めた（3）。
　後者の事件：2007年 9月に自動車からの薬物取引を警察官に目撃され逮捕さ
れた被上訴人Wurieは，連行先の警察署で所持していた二つ折式携帯電話を
押収された。その携帯電話の液晶画面上に「自宅」と表示される番号から繰り
返し着信があることに気づいた捜査官は，携帯電話を開いて通話記録にアクセ
スし，該当の電話番号を特定した。オンライン上の電話帳を用いてこの番号に
対応する住所を割り出して現地に向かうと，郵便受けにWurieの名前が表示
されていた。また，窓越しに見えた女性が携帯電話内に保存されていた写真の

（ 1） 　People v. Diaz, 244 P. 3d 501 （2011）.
（ 2） 　People v. Riley, 2013 WL 475242 （Cal. Ct. App. Feb. 8, 2013）.
（ 3） 　571 U.S. ─ （2014）.
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女性と似ていたため，警察は令状を取得した上でこの家を捜索した。その結
果，薬物・銃器・弾薬等が発見されたため，薬物と銃器所持等に関連する複数
の罪で訴追された。Wurieは，自宅の捜索から得られた証拠が携帯電話に対す
る違憲な捜索の結実だとして証拠の排除を申し立てたが，マサチューセッツ地
区合衆国地方裁判所はこれを斥けた。Wurieは有罪となり，262か月の自由刑
を言い渡された（4）。第一巡回区合衆国控訴裁判所は，内蔵する個人データが多
量であり，法執行利益に与える脅威は些細である携帯電話の無令状捜索は，
「逮捕に伴う無令状捜索」が許容される他の有形物の場合とは区別されるとし
て，Wurieによる証拠排除の申立てを退けた原判決を破棄し，有罪判決の一部
を取り消した（5）。合衆国最高裁判所がサーシオレイライを認めた。

2 　争　点
　合衆国憲法修正 4条の下で，被逮捕者の携帯電話の無令状捜索は容認される
か。

3 　判　決
　Riley事件につき全員一致で原判決破棄差戻。Wurie事件につき原判決維持。
Roberts首席裁判官による法廷意見。Alito裁判官による結論同意意見。
　被逮捕者の携帯電話の無令状捜索は，合衆国憲法修正 4条の下で例外的に許
容されている「逮捕に伴う無令状捜索」には該当せず，容認されない。

4 　判決理由
　〔法廷意見〕
　（ 1）　「合理的な捜索」と「逮捕に伴う無令状捜索」
　修正 4条は捜索の「合理性」を要請しており，この「合理性」を担保するの
が令状である（6）。他方，原則として不合理な捜索となる無令状捜索も，特定の
例外に該当すれば「合理的な捜索」とみなされ（7），その一類型として「逮捕に
伴う捜索」がある（8）。「逮捕に伴う捜索」は例外と呼ぶには相応しくない位に

（ 4） 　United States v. Wurie, 612 F. Supp. 2d 104 （D. Mass. 2009）.
（ 5） 　United States v. Wurie, 728 F. 3d 1 （1st Cir. 2013）.
（ 6） 　Veronica School Dist. 47J v. Action, 515 U.S. 646, 653 （1995）.
（ 7） 　Kentucky v. King, 563 U.S. ─, ─ （2011）.
（ 8） 　Weeks v. US, 232 U.S. 383, 392 （1914）.
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令状にもとづく捜索よりも遥かに高い頻度で行われ，一世紀に渡って知られて
いる。しかし，この法理の下で許容される捜索の範囲は同様に長らく議論の対
象であった。これに関して，以下の三つの先例がルールを形成している。
①　Chimel判決
　自宅内で逮捕された者について，自宅全体を捜索対象とすることの是非が争
われた Chimel判決（1969年）（9） は，逮捕に伴う無令状捜索が a.逮捕執行者の
安全確保のために必要な場合，または b.被逮捕者による証拠隠滅防止のため
に必要な場合に正当化される，と判示した。したがって，許容される捜索の範
囲は被逮捕者の身体上と，凶器や隠滅されうる証拠を手に取れる「直接の支配
下にある領域（within the immediate control of the person arrested）」であるこ
とが確認された。
②　Robinson判決
　運転免許停止中に運転していて逮捕された者に対する着衣の上から叩いて凶
器所持の有無を調べる身体検査（patdown search）により，コートのポケット
内に感知されたくしゃくしゃのタバコの箱が取り出され，その箱の中からヘロ
インのカプセル14個が発見されたことをめぐる Robinson判決（1973年）（10） は，
Chimel判決の法理を被逮捕者の身体上の捜索に適用した。Robinson判決は，
身体捜索の目的を逮捕者の安全確保と犯罪の証拠発見としつつも，その正当性
を逮捕場面で凶器や証拠が発見される蓋然性にもとづいて個別判断するアプロ
ーチはとらなかった。代わりに，修正 4条の下で合理的な侵襲となる相当な理
由にもとづく逮捕に伴う捜索であれば，追加の正当化理由を不要とする明確で
類型的なアプローチを採用した。また，身体捜索とそこで発見されたタバコの
箱の内容確認を区別することなく一連の捜索として扱い，後者について追加の
正当化理由がなくても容認されるとした。
③ Gant判決
　さらに，免許停止中の運転を理由に逮捕された者の車両の捜索に関する Gant

判決（2009年）（11） は，Robinson判決と同様に Chimel判決の示した逮捕者の安
全確保と証拠保全を逮捕に伴う捜索の前提としつつ，被逮捕者がまだ確保され
ておらず（unsecured）且つ捜索時に車内座席部分（passenger compartment）

（ 9） 　Chimel v. California, 395 U.S. 752 （1969）.
（10） 　United States v. Roninson, 414 U.S. 218 （1973）.
（11） 　Arizona v. Gant, 556 U.S. 332, （2009）.
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に手の届く範囲にいる場合に限って車両の無令状捜索が容認される，とした。
また，同判決はこれとは別個に，逮捕被疑事実に関連する証拠が車内にあると
信じるにつき合理性がある場合にも逮捕時の無令状捜索が容認される，とし
た。この考え方は Chimel判決の法理によるものではなく，自動車特有の事情
（可動性や公道を走ることによるプライバシーの期待の一般的な低さ）に由来
するものである。
　（ 2）　「逮捕に伴う無令状捜索」法理の本件への適用
　以上の三判決は，「逮捕に伴う無令状捜索」法理を携帯電話に対してどのよ
うに適用するかという判断を当裁判所に迫っている。Riley事件でのスマート
フォンは10年前には聞いたこともなかったものだが，今では成人の米国人の大
半が所持するものになっている。スマートフォンより機能面で劣り，Wurieが
逮捕された2007年以降は早くも人気に陰りが見える折り畳み式携帯電話です
ら，せいぜいここ15年ほどのものである。いずれもほんの数十年前の Chimel

判決や Robinson判決の時代には考えられなかった技術の産物である。
　令状を免じられる例外的な捜索かどうかについて，憲法起草当時からの精緻
な指針はない。この問題については，捜索が個人のプライバシーを侵害する程
度と，捜索が正当な政府利益すなわち逮捕者の安全確保および証拠隠滅防止の
推進のために必要である程度とを利益衡量して判断するのが一般的である。こ
うした利益衡量の結果が Robinson判決における例外的な無令状捜索を正当化
したのである。この法理を機械的に適用すれば，本件での携帯電話の無令状捜
索も支持されそうである。しかし，Robinson判決の法理が示した類型的ルー
ルは有体物の捜索については適切なバランスを図れるものの，携帯電話内のデ
ジタル・データの捜索には妥当しない。以下にその詳細を検討する。
①　正当な政府利益としての「逮捕者の安全確保」
　携帯電話内のデジタル情報が警察官を傷つけたり，被逮捕者の逃亡を実現し
たりする凶器となることは考えにくい。携帯電話が凶器として使用されないた
めに，例えば本体とケースの間に剃刀の刃を挟んでいるかどうかを確認する必
要がある場合は外表部分を調べればよく，それは逮捕に伴う無令状捜索として
許容される。警察が携帯電話を確保し，潜在的な物理的脅威を減らせば，携帯
電話内のデジタル・データは他害性を持ちえない。この点，未知の有体物の場
合は Robinson判決でのたばこの箱の中身のように，たとえ些細なものであっ
ても危険性があるため，捜索がそれに対する合理的な防御手段となる。
　これに対して，携帯電話内のデータを調べれば共犯者が逮捕現場に向かって
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いる等の情報を得られる場合があり，それが現場の警察官の注意を喚起してそ
の安全につながるとの政府側の主張がある。これはもっともなようで，実際の
経験にもとづく主張ではない。また，Chimel判決は被逮捕者自身による加害
防止を無令状捜索の正当化理由としていたため，逮捕現場外からの加害防止を
根拠とする場合，その法理を不必要に拡張する点でも問題がある。
②　正当な政府利益としての「証拠隠滅防止」
　捜索令状を入手するまでの間，携帯電話を押収し保全することは可能であ
り，これによって被逮捕者自身は携帯電話内のデータを削除できなくなる。確
かに携帯電話内のデジタル情報については遠隔消去や暗号化への懸念はある。
しかし，そもそも Chimel判決による「逮捕に伴う捜索」は被逮捕者自身によ
る証拠隠滅を防止するために行われるものであり，現場にいない第三者によ
る，あるいは電話のセキュリティ機能から生じる証拠隠滅の危険は，「逮捕に
伴う捜索」を正当化しない。また，これらの問題はほとんど実例がない。とり
わけ暗号化は電話をロックすることで行われる。ロックはボタン 1つ押せばか
かるし，ごく短時間電話を操作しなければ自動的にかかる。したがって，まだ
暗号化されていない状態の携帯電話を捜索できる例はほとんどない。
　さらに，携帯電話内のデジタル・データを捜索しても，遠隔消去や暗号化に
対抗する効果は見込めない。こうした問題にはむしろスイッチを切ったり，電
池を抜いたり，あるいは電波を遮断するアルミ製の袋に携帯電話を入れたり等
捜索以外の方法で対処できる。
③　プライバシー侵害の程度
　Robinson判決では，着衣上から叩く身体の捜索やポケットから見つかった
たばこの箱の中身の検分は，前提となった身柄拘束に比してプライバシーに対
する些細な追加的侵襲に過ぎず，それは逮捕によって被逮捕者のプライバシー
が減じられたためであるとした。もっとも，被逮捕者のプライバシーの利益が
減じられている事実は修正 4条の問題を封じ込めるわけではない。つまり，身
柄拘束がなされたからといってあらゆる捜索が承認されるものではない。反対
に，プライバシーに関する懸念が十分に大きい場合には，捜索には令状が必要
とされるのである。被逮捕者の自宅全体の無令状捜索を否定した Chimel判決
はまさにその一例である。
　政府側は，携帯電話内のデジタル・データの捜索が有体物の捜索と実質的に
区別不可能だと主張するが，これは乗馬と月旅行を区別できないと言うに等し
い。いずれも A地点から B地点に移動する手段ではあるが，それ以外に両者
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をひとくくりに扱う理由はない。携帯電話の捜索には一般に，たばこの箱や財
布や鞄の捜索に伴うそれをはるかに超えたプライバシーへの懸念を伴う。した
がって，被逮捕者のポケットの中身の捜索がそれに先立つ逮捕を超える実体的
且つ追加的なプライバシー侵害を生じないとの考え方は有体物には妥当して
も，これをデジタル・データに拡張することはできない。
　携帯電話は被逮捕者が所持する他のものとは質・量共に異なり，そもそも携
帯電話という呼称自体，その小型コンピュータとしての実態を表すものとして
正確とはいえない。
　携帯電話はまず，多彩な情報について膨大な量の保存能力をもつという量的
側面において特徴的である。標準仕様で16ギガバイトというその容量は，従来
の書類や写真に置き換えれば膨大な量に相当し，持ち運ぶはずもない情報量で
ある。しかも多くの種類の情報が組み合わされることで，個々の記録からわか
るより遥かに多くのことを明らかにする。また，一種類の情報であっても過去
に遡れるその膨大な量は，個人のプライベートな生活の概要を再構成できる。
また，携帯電話はその普及率の高さによっても性質づけられる。携帯電話の普
及により，デジタル時代以前には持ち歩くことなど考えられなかったセンシテ
ィブな個人情報の塊を人々は普通に持ち歩くようになっている。逆に携帯電話
を持たず，そうした情報を持ち歩かない人の方が珍しい。
　携帯電話内のデータはまた，質的側面においても有体物としての記録とは異
なっている。インターネット機能を備えた携帯電話内の検索・閲覧履歴は，個
人の興味・関心を明らかにする。多くのスマートフォンに標準的な位置確認情
報機能は，個人の移動経路を詳細に示すことができる。平均的なスマートフォ
ン利用者で33種類もインストールしているとされるアプリケーションは，利用
者の個人像を正確に構成できる。
　さらに，多くの携帯電話上で利用者が見ているデータが，クラウド・コンピ
ューティングによって携帯電話の本体内ではなく遠隔サーバに保存されている
かもしれない点は，ここでのプライバシー利益の範囲を複雑にする。この場
合，携帯電話を容器ととらえてその中身であるデータを逮捕に伴って捜索でき
るとの見方は無理がある。クラウド上に保存されている情報が「逮捕に伴う無
令状捜索」の射程を外れる点は政府も争っていない。しかし，携帯電話内のデ
ータのうち何が携帯電話本体内に保存され，何がクラウド上に保存されている
かは，捜査官はおろか利用者自身にすらもわからないのである。したがって，
携帯電話の捜索は被逮捕者の「直接の支配下とある領域」を超えてクラウド上
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のデータに及ぶ可能性は否めず，問題となるプライバシー利益は Robinson判
決でのそれよりもずっと大きいものとなる。
④　Robinson判決の拡張以外の政府側の主張について
　政府は限定要件をかけて携帯電話の無令状捜索を認める解釈を主張するが，
いずれも個別判断を要し，法執行官に明確なガイダンスを与えるために我々が
とる類型的なアプローチには合わない。
　まず，Gant判決の法理により，携帯電話内のデータに「逮捕嫌疑となった
犯罪の証拠が発見されると捜査官が信じるにつき合理性がある場合」に限って
無令状捜索を容認する方法を主張した。しかし，この法理は「減じられたプラ
イバシーの期待」と「高度な法執行の必要性」という自動車の捜索に特有の事
情を踏まえたものであり，そうした事情のない携帯電話の捜索には適用できな
い。Gant判決の法理は過去の犯罪の証拠捜索や，交通違反のような軽微な犯
罪を理由とする広範な捜索の阻止を意図したが，携帯電話の捜索からはいつ・
いかなる犯罪の証拠でも見つかる可能性があるため，Gant判決の法理は捜索
に対する何等の制約にもならない。
　また，「被逮捕者の身元や警察官の安全に関連した情報が発見されるであろ
うと警察官が信じる範囲」に限定して携帯電話の無令状捜索を認めるアプロー
チも，どんな情報がどこに存在するかを警察官が事前に知りえない携帯電話で
は結果的に膨大な量の捜索が可能になってしまい，捜索に対する有意な限定に
ならない。
　さらに，政府は電話会社の敷地内でペンレジスターを用いて特定の電話利用
者がダイヤルした電話番号を特定する際に令状を不要とした Smith v. Maryland

判決（12） を根拠に，通話履歴（call log）については常に捜索が容認されるとも
主張した。しかし，この先例で問題となったペンレジスターの利用は捜索に該
当しないと最高裁が判断しており，捜索であることに争いのない本件とは区別
される。また，通話履歴はWurie事件での「自宅」表示のように身元を特定
する情報を含むため，単なる電話番号と同質ではない。
　最後に，政府はデジタル時代以前の有形記録から同じ情報を取得しうる携帯
電話内のデータ場合に限って無令状捜索を容認する方法を主張した。しかし，
デジタル情報に対応する有形記録があっても量的にアンバランスであったり，
対応関係の判断が困難であったりするため，このような無令状捜索容認の基準

（12） 　442 U.S. 735 （1979）.
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は受容できない。
　本判決が法執行能力に影響することは間違いないが，それはプライバシー保
護のためのコストである。もっとも本判決により被逮捕者の携帯電話は捜索を
一切免除されるわけではなく，捜索令状の取得を義務付けられたに過ぎない。
また，必要な場合は緊急事態の例外により，個別の事案で無令状捜索が認めら
れる余地もある。
　〔Alito裁判官による結論同意意見〕
　修正 4条の採択以前の18世紀半ばに確立した「逮捕に伴う無令状捜索」は，
法廷意見が述べた Chimel判決における「逮捕者の安全確保」と「証拠隠滅の
防止」よりもむしろ「犯罪を立証する証拠発見」の必要を根拠として認められ
てきたものである。しかし，このようなデジタル化以前の古い法理を携帯電話
の捜索に対して機械的に適用すべきではない点については，法廷意見に同意す
る。現在使われている携帯電話は，ハードコピー形式では持ち歩きえない高度
に個人的な情報を含む多量の情報を保存したり，そうした情報にアクセスした
りする能力を持つものであり，法執行利益とプライバシー利益の間の新たなバ
ランスのとり方を要請している。
　法廷意見のアプローチは，携帯電話中の全ての情報につきプライバシー利益
を優先させた。これは，類似の情報をハードコピー形式で所持している場合と
携帯電話内にデジタル形式で所持している場合とで，後者については令状なし
では捜索できず前者についてはできるという不合理な結論をもたらすが，機能
しうる代替案が見当たらない。法執行官は「逮捕に伴う捜索」に関して明確な
ルールを必要とするし，裁判所がより微妙な調整を図った（nuanced）ルール
を形成するためには多くの判例と長い年月が必要であり，その間にもアメリカ
人が持ち歩く電子機器類は変化し続けるだろう。そこで，議会が法執行機関の
正当なニーズと携帯電話所持者のプライバシー利益を評価した後に，情報類型
その他にもとづいて合理的な線引きをする立法をしたならば，その時点でここ
での問題を再検討したい。携帯電話とそれを使う社会の，これまでの，そして
これからの発展に照らして，21世紀のプライバシー保護について判断するのは
裁判所よりも議会の方が望ましい。

5 　判例研究
　（ 1）　判決の背景
　逮捕に伴う携帯電話の捜索が意味するところを知る手がかりとして，いくつ
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かの前提的情報を確認しておかねばならない。まず，全米における逮捕件数は
2013年度のデータで1130万2102件（交通違反による逮捕件数を除く）に上
る（13）。自動車のシートベルト非着用のような軽微な違反でも逮捕される米国
では，25人に 1人に逮捕歴があるとも，若年層ではほぼ 3人に 1人が23歳まで
に 1度は逮捕される，ともいわれる（14）。このように逮捕が日常的な出来事と
なっている背景には，無令状逮捕が広く認められ，基本的には全ての刑事事件
において逮捕が行われる米国ならではの捜査のやり方がある（15） とされる。
　また，携帯電話と米国人に関する調査によれば，携帯電話を所有する割合は
2005年 1月時点で66％だったところ，2013年 5月には91％に増加し，且つそれ
がスマートフォンである割合は2011年 5月時点では33％に過ぎなかったとこ
ろ，2013年 6月には55％に増加している（16）。2015年の報告ではその割合はさら
に64％に上昇している（17）。また，携帯電話利用者の 3 / 4はほぼいつも携帯電
話が自分から 5フィート以内にあると回答しており，12％はシャワー中も手放
さないという（18）。
　このように，逮捕の頻度と携帯電話の普及率がともに高い米国社会では，本
件で争われた被逮捕者の携帯電話の捜索とそこでの令状の要否がその人口の極

（13） 　U.S. DEP’T OF JUSTICE, UNIFORM CRIME REPORT: CRIME IN THE UNITED STATES, 
2013, available at https://www.fbi.gov/about─us/cjis/ucr/crime─in─the─u.
s/2013/crime─in─the─u.s.─2013/persons─arrested/persons─arrested 
（accessed on June 27, 2015）.

（14） 　Donna Leinwand Leger, Study: Nearly 1 in 3 Will be Arrested in the United 
States, USA TODAY （Dec. 19, 2011）. http://usatoday30.usatoday.com/news/
nation/story/2011─12─19/youth─arrests─increase/52055700/1

（15） 　成瀬剛「アメリカの刑事司法・法学教育の一断面　最近の連邦最高裁判例
を素材として」法学教室411号164頁，169頁（2014年）。

（16） 　PEW RESEARCH CENTER, SMARTPHONE OWNERSHIP 2013 UPDATE （2013） at 8, 
avai lable at http://www.pewinternet .org/f i les/old─media//Files/
Reports/2013/PIP_Smartphone_adoption_2013_PDF.pdf （accessed on June 
27, 2015）.

（17） 　PEW RESEARCH CENTER, US SMARTPHONE USE IN 2015, at 2, available at http://
www.pewinternet.org/files/2015/03/PI_Smartphones_0401151.pdf （accessed 
on June 27, 2015）

（18） 　HARRIS INTERACTIVE, 2013 MOBILE CONSUMER HABITS STUDY （June 2013）, 
available at http://pages.jumio.com/rs/jumio/images/Jumio％20─％20Mobile％
20Consumer％20Habits％20Study─2.pdf （accessed on June 27, 2015）.
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めて広い範囲に影響する問題であることがわかる。
　（ 2）　判決の意義と課題
　本判決は過去10年ほどの間，各地の裁判所で判断が分かれていた（19） 逮捕時
における携帯電話の無令状捜索の可否につき，デジタル・データの特性に注目
してその捜索を有体物に対する捜索一般とは区別し，捜索令状の取得という基
本に立ち返って手続面の保障を確認した。本判決が全員一致でこうした結論に
至ったことは，プライバシー擁護派に歓迎された（20）。
　他方で，本判決が用いた合理性の衡量テストは，逮捕に伴う無令状捜索に関
する先例から逸脱した手法であり，今後プライバシー擁護の傾向を牽引するこ
とは期待できないとの指摘（21） もある。本来 Chimel判決の法理によれば，携帯
電話の捜索が「逮捕官憲の安全」のためでも「証拠隠滅の防止」のためでもな
ければ，無令状捜索は認められないのであって，さらに被逮捕者のプライバシ
ー利益を検討する必要はなかったからである。
　しかもこの手法は，理論的には刑事被告人のプライバシー利益を考慮するよ
うでいて，実際にはこれに逆行する結論が導かれることが多い。被逮捕者から
の DNAサンプル採取に関する2013年のMaryland v. King判決（22） や，拘禁施設
への新規被収容者を対象とする身体検査に関する2012年の Florence v. Board of 

Chosen Freeholders判決（23） はその例である（24）。
　こうした中，本件がプライバシー擁護の結論に転じたことには，やや不可解
な印象もあった。とりわけ最高裁が「比類なき証明能力」と描写した DNAに
ついて無令状採取が肯定された King判決と，携帯電話内のデジタル・データ
について被逮捕者のプライバシーが優先された本判決は，両者が共に犯罪捜査
における政府によるプライバシー侵害を問題としていただけに，携帯電話内の
データに特別な肩入れをしない限り整合的な理解は難しいようにも思われる。

（19） 　See Thomas Rosso, Unlimited Data?: Placing Limits of Searching Cell Phone 
Data Incident to Lawful Arrest, 82 FORDHAM L. REV. 2443, 2458─67 （2013─2014）.

（20） 　See Adam Liptak, Major Ruling Shield Privacy of Cellphones, N.Y. TIMES （June 
25, 2014）, available at http://www.nytimes.com/2014/06/26/us/supreme─
court─cellphones─search─privacy.html?_r=0 （accessed on June 28, 2015）.

（21） 　Leading Case, 128 HARV. L. REV. 251 （2014）.
（22） 　133 S. Ct. 1958 （2013）. 森本直子「被逮捕者の DNA採取と修正 4条」比較

法学48巻 2号72頁（2014）。
（23） 　132 S. Ct. 1510 （2012）.
（24） 　See Leading Case, supra note 21. 
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　この点について，本判決がプライバシー保護の結論に至った背景には携帯電
話にかかわるプライバシー利益が，広く共感され，直観に訴えるためではない
かという見方（25） は興味深い。もしも自分の携帯電話が押収・捜索の対象とな
ったら，プライバシーがどのような影響を受けるかを最高裁の裁判官が反射的
にそして正確に理解できたことが今回のプライバシー擁護の結論をもたらした
というのである。
　もっとも，本判決で明らかになったのは，携帯電話の捜索をめぐる問題の入
口部分に過ぎない。本判決は携帯電話の捜索自体を禁じたわけでなく，それに
先立つ令状取得という手続的要件を確認しただけである。しかも本判決の結論
にかかわらず携帯電話本体の押収は尚可能であり，要求される捜索令状の取得
もそれほど困難な手続ではない。技術の進歩が令状取得のプロセスを効率化し
た結果，電子メールによる請求ならば令状取得に要する時間は15分以内だとも
いわれる。さらに，個別の事案が「緊急時の例外」に該当する場合は，携帯電
話内のデータを無令状捜索する余地も残されている。
　このようにみてくるならば，プライバシー保護の観点からより重要な課題は
実体的な問題，すなわち携帯電話内のデジタル・データをどこまで捜索対象と
するかであり，限界づけが可能かどうかを含めて今後詰めてゆく必要があるだ
ろう。そこでは携帯電話本体内蔵のデータの取り扱いにとどまらず，クラウド
に保存されたデータについても検討しなければならない。また，携帯電話以外
のデジタル・データ一般についての方針も必要になろう。さらに，最近ではス
マートフォンの入力装置として機能するジーンズの開発が進んでおり（26），新
たな課題も出てきそうである。デジタル時代に対応した修正 4条のあり方を探
る試みは本判決で幕開けとなったばかりである。
 （森本直子）

（25） 　Noah Feldman, Jus t ices Don’ t Want Their Smartphones Searched , 
BROOMSBERGVIEW （June 25, 2014）, available at http://www.bloombergview.
com/articles/2014─06─25/justices─don─t─want─their─smartphones─searched 
（accessed on June 28, 2015）.

（26） 　「米グーグル，『スマートジーンズ』開発　リーバイスと」日本経済新聞2015年
5月30日付　http://www.nikkei.com/article/DGXMZO87502790Q5A530C1I00000/ 
（accessed on oct. 10, 2015）


