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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

　次の各判例は，マロン等が示す令状の特定性の要求の基本原則を踏まえ

ながらも，捜索差押えの実情は，令状請求段階では事前に捜索の場所にど

のような対象物が存在するかを正確に把握することは容易でないこと，捜

索の現場で，当該犯罪の嫌疑に関わる証拠物とそうでない物と判別するこ

とが容易でない場合もあること，特に複雑な詐欺等のスキームの犯罪にお

いてはそれが顕著であることなどの理解から，令状発付段階や執行段階に

おける対象物の特定性の要求について柔軟な判断をして適法としたもので

ある。

（ 1）　�シャーフマン事件　United�States�v.�Scharfman,�448�F.�2d�1352�

（2th�Cir.�1971）

　ニューヨーク州南部地区連邦地裁の有罪判決に対し，被告人シャーフマ

（D.C. Cir. 1993）
　　　（ 4）　ジョーンズ事件　United States v. Jones, 54 F.. 3d 1285 （7th Cir. 1995）
　　 4　 タウン事件　United States v. Towne, 997 F. 2d 537 （9th Cir. 1993）判決とそれ

による諸判例の分析
　　 5　グロー対ラミレズ事件　Groh v. Ramirez, 540 U.S. 551; 124S. Ct. 1284 （2004）
　　 6　検討

（以下次号）
＝＝目次（第 3回）＝＝
　第 2　フランクスヒアリング
　第 3　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）
　第 4　善意の例外による救済の法理
第 3章　詐欺性充満の法理の判例形成過程とその概要
　第 1　検討の方法等
　第 2　「詐欺性充満」の概念の判例法における登場・生成過程の概要等

（以下次々号）
＝＝目次（第 4回）＝＝
第 3　捜索差押えに関する指導的判例が示す詐欺性充満の法理の内容と適用の諸相
 ＝完＝
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ンが，捜索差押令状は相当な理由を欠き，対象物の特定性を欠いた一般的

な差押えであったとして控訴したが，第 2巡回控訴裁判所はこれを棄却し

て有罪判決を維持した。店舗の中の正規の商品の中に多数の盗品が混在し

ているためその選別が困難な場合に正規の商品も含めた包括的な差押えが

許容されたもので，類似事件で頻繁に引用される指導的判例である。

　大量の盗品毛皮等の衣類が積載されたトラックが強奪されたが，数か月

後，その盗品である多数の衣類がシャーフマン経営の店舗にあることが確

認された。令状には対象物として「毛皮のコート，ストール，ジャケット

その他の毛皮製品」「上記犯罪の手段や道具である帳簿・記録類」などの

品目が記載されていた。令状発付の主な根拠は，同種事件でこれまで捜査

協力の実績がある毛皮の専門家から提供された情報であり，それは，被害

会社の従業員が同店舗を訪れて強奪された商品が陳列されていることを確

認したことにも裏付けられていた。捜索の執行においては，個々の毛皮の

衣類が盗品であったか否かの確認はなされず，盗品以外の商品も含めた大

量の毛皮の衣類と帳簿・記録類が押収されたため一般的押収であると争わ

れた。しかし，本判決は，

　「対象物が特徴のない一般的な性質の物である場合には，盗品であるこ

とが明らかに示されなくとも情況によってその可能性があることが示され

れば足りる」

　「本件において，これ以上の特定は無意味。もし，数千点の衣類が存在

する場所で，その中から数百点の盗品の衣類を選別しようとすれば，その

作業には多数の毛皮製品の専門家による相当な期間が必要となろう。捜索

差押えの手続において，修正 4条は，捜査官に『その能力を超える』負担

を課すものではない」

　などと判示（骨子）した。

（ 2）　�ジョンソン事件　United�States�v.�Johnson,�541�F.�2d�1311�

（8th�Cir.�1976）

　アーカンソー州東部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 8巡回控訴裁判
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所への控訴事件である。被告人ジョンソンの自宅において，「宣誓供述書

に記載されたマリフアナ，道具（paraphernalia），通貨」を対象物とする令

状により，宣誓供述書に番号が記載された紙幣と，捜索の際にプレインビ

ューの法理で拳銃が差押えられたため，ジョンソンは拳銃の不法所持罪で

起訴され有罪となった。ジョンソンは，令状の「道具」の記載が，許容さ

れないほど一般的であり，拳銃発見の前提となった捜索自体が違法だった

ので，プレインビューの法理は適用できず，発見された拳銃も排除される

べきだとして控訴した。

　本判決は，クーリッジ等多数の判例を引用して特定性の要求について論

じた上，「「paraphernalia」という語は，捜査官や薬物社会の間で，違法薬

物販売や使用のために使用される道具類を指す標準的な仲間言葉
（vernacular）となっており，このような記載は，柔軟性についての実際的

な余地（practical margin of flexibility）の範囲内にあり，令状は適法であっ

た」と判示（骨子）して原審の有罪判決を維持した。また，通貨について

は宣誓供述書による救済法理も適用できるとした。したがって，この令状

による立ち入りは適法であったため，拳銃の差押えについてプレインビュ

ーの法理が適用できるとして原審の有罪判決を維持した。

（ 3）　�デービス事件　United�States�v.�Davis,�542�F.�2d�743�（8th�Cir.�

1976）

　アーカンソー州東部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 8巡回控訴裁判

所への控訴事件である。強盗に金を強奪された際，銀行員が犯人に手渡し

たバック入りの札束の中に「Bite Money」という赤く発色する染料を仕

込んだ札を含ませており，後日，被告人デービスの自宅を捜索する際，令

状に「5815ドルの紙幣（強奪された額）その内の一部は Bite money」と記

載され，これにより，同自宅から本件被害の Bite money 以外にも同様の

Bite moneyが差し押さえられた。デービスは，令状に差し押さえるべき

紙幣の番号が記載されていなかったので，特定性が不十分で令状は違憲と

主張した。
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　本判決は，クーリッジの一般原則を踏まえつつジョンソン等を引用し，

「令状に記載されるべき差押え対象物の特定性の程度は，情況と品目のタ

イプによって異なる。対象物の記載の特定性の要求の憲法上の要請には，

柔軟性の実際的な余地（practical margin of flexibility）が認められる」「紙幣

番号を記載しなかったとしても本件令状は特定性を欠いた違法なものとは

いえなかった」などと判示（骨子）して有罪判決を維持した。

（ 4）　�コルテレッソ事件　United�States�v.�Cortellesso,�601�F.�2d�28;�

1979�U.S.�App.�LEXIS�13514�（1979）

　ロードアイランド州連邦地裁の証拠排除命令に対する第 1巡回控訴裁判

所への政府の控訴事件である。

　被告人コルテレッソ経営の衣料品店から盗品であるピエールカルダン等

の多量の衣料品が令状により差し押さえられ，被告人は盗品の不法所持罪

等で起訴されたが，その令状の特定性を争った。被告人は違法な海賊版テ

ープのみならず他のテープも大量に差し押さえた令状が無効とされたクラ

インなどを援用し，「盗品である衣服類特に男女のスーツ，ジャケット，

レザーコート，ブーツ」など品目のみを記載した令状は特定性を欠いた無

効なものであると主張し，地裁はこれを認めて差押物の排除を認めたため

政府が控訴した。

　本判決は，物が一般的な性質を有し特徴がない場合には，それが盗品で

あることが明らかでなくともその可能性があれば足りるとし，令状が対象

物の品目の包括的な記載のみで許されるためには，①捜索場所に類似の盗

品が大量に存在すると合理的に信ずるに足りる証拠があること，②裁判官

に対し，捜査官が被告人の商品の中から盗品を区別する方法が示されてい

ること，を要するとした。そして，本事案は，クラインのように海賊版ビ

デオテープが大量に存在することについて十分な根拠が示されなかった事

案とは異なり，シャーフマンを引用しつつ，本件の令状は，宣誓供述書に

示された事実に照らせば許容できないほど広汎なものではなかったとし

た。具体的には，情報提供者による情報が電話傍受により裏付けられ，盗
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まれた約740点ものスーツ等が被告人の店に存在し，それらのブランドは

ピエールカルダン等でその品目も判明しており，被告人らは，それらの盗

品を他の店より安く販売し，それらの盗品が店舗商品の大部分を占めてい

たことなどを指摘した。そして，ベントレスカの「令状は常識と現実的な

態度でテストされなければならず，過度に技術的な態度によるべきでな

い」旨の判旨を引用し，本件令状は上記の二つの要請を充たし有効であっ

たとした。なお，本件では，問題となった令状による捜索の後，その捜索

により発見された物が第 2の令状によって差し押さえられたため，本判決

は，第 1の本令状について違法とした原審の判断を破棄し，それを踏まえ

た判断修正のために差し戻した。

（ 5）　�ジェイコブ事件　United�States�v.�Jacob,�657�F.�2d�49�（4th�Cir.�

1981）

　メリーランド州連邦地裁の証拠排除決定に対する政府の第 4巡回控訴裁

判所に対する控訴事件である。自動車事故の保険金詐欺事件の捜査過程

で，弁護士である被告人ジェイコブが虚偽の医療費用を保険会社に申告し

た疑いが浮上し，被告人の事務所に対する令状により捜索がなされ，ジェ

イコブは虚偽申告により税金の不正還付を受けた罪で起訴された。

　令状は，1972年 1月から1977年12月までのジェイコブが関与した自動車

保険金請求に関連する財務上の記録を対象とし，「帳簿類」を筆頭に数十

の品目を掲げた上，末尾に「メイルフロードを含み，かつこれに限られな

い（but not limited to）連邦法違反の犯罪の証拠あるいはその可能性を示す

物」と記載されていた。また，診療を担当した医師の氏名が記載され，嫌

疑のある交通事故の発生した期間についても1972年 1月 1日から1977年12

月31日までと記載されていた。ジェイコブは，このような付加文言のある

令状は過剰に広汎であったとして証拠排除を申し立てた。地裁は，令状の

文言は，一見して，令状に記載された人や活動に関するいかなる連邦法違

反の嫌疑の証拠物の捜索差押を可能とするものであり，許容できないほど

一般的なものであるとして申立てを認容したが，本判決はこれを破棄し，
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令状の特定性は充たしていたとしつつ，執行がその範囲を超えていなかっ

たかについて，更なる判断が必要とした。

　本判決は，この付加文言の問題について，特定性の一般論についてはク

ーリッジとマロンを引用しつつ，アンドレセンが，令状末尾の付加文言は

独立したものではなく，当該分譲地に関する虚偽説明の犯罪に関するもの

のみを差し押さえるものとしたことなどを引用し，令状記載の技術的な問

題のために差し押さえた証拠物を排除することを避けるアンドレセンの判

旨は妥当とした。また「差し押さえるべき物を記載する上での特定性の程

度は，情況や対象品目のタイプによって異なる。差し押さえるべき物の記

載における憲法上の特定性の要求は，柔軟性についての実際的な余地
（practical margin of flexibility）を許容する」というデービスを引用し，その

上で，本件については，令状は様々な財務上の記録類の差押えを許容して

いるが，詐欺事案の嫌疑の複雑性にも照らせば，証拠物の類型と対象期間

を特定した本件令状は，特定の医師が診療したものや一定の保険会社に対

する特定された期間の保険金請求等に関する記録類に限定されており，本

令状の付加文言は，この種の事件においては，令状が許容される実際的な

柔軟性の範囲内にあり，本件令状により差し押さえられたすべての証拠物

を排除した地裁の判断は誤りであるとした。その上で，令状自体には特定

性の問題はなかったが，差し押さえられた物がその範囲を超えていなかっ

たかという点については更なる検討が必要であるとし，破棄差戻しした。

（ 6）　�ウェブスター事件　United�states�v.�Webster,�734�F.�2d�1048�（5th�

Cir.�1984）

　テキサス州北部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 5巡回控訴裁判所へ

の控訴事件である。

　テキサス州ダラスにおける過去最大規模のコカイン密売等事件であり，

被告人ウエブスターらからコカインを購入して密売していた者が，その負

債を払えず命の危険を感じて検察庁に来訪し，以後刑事免責を受けて協力

者となった。捜査官は通信傍受を行い，おとり捜査でコカインを買い入
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れ，身体に隠匿したマイクで会話を録音するなどの捜査を遂行し，被告人

らがフロリダから大量のコカインを入手していたことなどを突き止め，被

告人らを逮捕するとともに令状で自宅を捜索し，現金や大量のコカイン，

道具類，武器等を差し押えた。令状には対象物として「現金，金銭関係の

手段，ロレックスの時計，金，ダイヤのリング，規制薬物，薬物の道具
（paraphernalia），自動車 3台（特定されている）」などと記載されていた。

主な被告人ウエブスターら 3名は懲役25年から60年の刑を宣告されたが，

被告人らは，令状は記載が過剰に一般的で探索的な捜索を許容するもので

あり無効と主張した。本判決は，クック（1） やアンドレセンを引用し，「詳

細な特定はしばしば不可能な場合がある。我々は，これまで，そのような

場合には，包括的（generic）な用語であっても，それが差し押さえられる

べき物の類型（type）を特定していれば許されるとしてきた。『現時点で

知られていない犯罪の証拠となる道具（paraphernalia）』，『その他の果実，

手段（instrumentality）』などの記載も許される」とし，本件の令状の記載

の特定性は充分であったとした。

　また，被告人は，令状の相当な理由の欠如も主張し，捜査官が得た情報

と捜索の時点との間に相当な隔たりがあったため情報が陳腐化していたこ

と（staleness）や（2），会話録音で被告人が話した用語が隠語であり，それ

が薬物取引を意味すると解するのは妥当性を欠くなどと争ったが，これら

についても判決は退け原審の有罪を維持した。

（ 7）　�ヤング事件　United�States�v.�Young,�745�F.�2d�733�（2th�Cir.�1984）

　ニューヨーク南部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 2巡回控訴裁判所

への控訴事件である。ヤング，マイヤーほか 4名が，大量のヘロイン密売

（ 1） 　United States v. Cook, 657 F. 2d 730 （5th Cir. 1981）本稿第 3回で令状の一部
無効の法理に関する判例として紹介する。

（ 2） 　宣誓供述書に記載された相当な理由等を示す事実が古いものであるため令状
発付時点における相当な理由としては陳腐化しているということはしばしば重
要な争点となる。なお前掲指宿監訳「アメリカ捜査法」169頁参照。
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目的所持等で起訴され，マイヤーは懲役40年，ヤングらは10年の有罪とさ

れた。

　麻薬取締局（DEA）が，10か月にわたる捜査で協力者からの情報や通信

傍受等によって被告人らのヘロイン密売を探知し，被告人らの住居を一斉

に捜索した。マイヤーの邸宅から，現金約137万9000ドル，時価約137万

1000ドル相当の宝石，メルセデスベンツ 2台，毛皮コート29着，ショット

ガン 2丁，マイヤーと他の被告人に関する多数の写真や書類が，また，他

の被告人自宅やオフフイスからも，大量の薬品や密売道具，ライフル，宝

石類等が押収された。

　被告人らは，令状の相当な理由や特定性が不十分と争い，特にマイヤー

の自宅への捜索が主な争点となった。令状の対象物は，「多量のヘロイン

及びその他の（other）規制薬物，他の化学物質，設備，装置，道具，容

器，金銭，ノート，記録類，及び規制薬物の密売目的所持又はその共謀に

関するその他の（other）証拠」と記載されていた。被告人らは，これは自

宅と所有物の洗いざらいの（rummage through）捜索を許す一般令状であ

ると主張し，特に「その他の証拠」という無制限の（open─ended）用語

は，令状に特定的に記載されていない宝石類，毛皮，高級自動車，多数の

写真等の差押えを許すもので違法，と強調した。

　本判決は，マロンの特定性の一般論を述べつつ，アンドレセン，ワグノ

ー，デービス，カードウェル，アブラムズ，ラフアイエットアカデミーな

どを引用し，主に次の判示（骨子）をして令状の特定性を認めた。

　「しばしば引用されるマロンの判旨は，常にその文字通りに適用される

のではない」

　「裁判所は，捜査官が具体的情況の下で期待される最善を尽くした場合

には，より程度の大きい曖昧さも許容する傾向にある。本事案は，具体的

情況の下で，発見され得る犯罪の手段のより詳細な記載ができない場合に

当たる」

　「（最も争われた本件令状末尾記載の決まり文句（boilerplate）の用語は）差
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し押さえられるべき物のより特定的なリストに付加されたものであり，そ

のリストと結合して（in conjunction with）解釈されるべきであり，令状の

『その他の証拠』とは，記載された『金銭』の発現（manifestation）として

の毛皮類，宝石，高価な自動車等の差押えを許容するのに十分である。

『写真』については，許容されないかもしれないが，その差押えは実害の

ない過誤に過ぎない」

（ 8）　�シリング事件　United�States�v.�Shilling,�826�F.�2d�1365�（4th�Cir.�

1987）

　バージニア州西部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 4巡回控訴裁判所

への控訴事件である。

　銃器，薬物等の不法所持事件であり，被告人シリングの自宅から50丁も

の銃器，違法な酒類，脱税関係の記録類等が押収されたが，被告人は，こ

の令状が過剰に広汎で，その執行も過剰であり，一般令状による捜索であ

ったと争った。

　本判決は，「令状に要求される特定性は，柔軟性の実際的な余地の範囲

内で，情況によって異なる」とのトーチ（3） を引用した。そして，本件令

状は， 2頁に及ぶ対象物のリストを含み，「帳簿類，記録類，銀行取引明

細書」など，詳細な表現を欠く包括的な用語を用いているとはしつつ，令

状記載の対象物について，その期間の限定が付されていなかったことにつ

いては，政府が，特定の記録類の日時を知ることができない場合には，令

状で特定の期間に限定する必要はなく，本件では政府が特定の記録類の期

間を知ることは困難であったこと，脱税については，最近における脱税の

嫌疑について，それ以前の記録類も支えとなること，対象物の記載が広汎

であることについては，本件では政府としては，具体的にどのような記録

類が被告人により保管されているかを知ることは困難であったこと，など

を指摘して本件令状の広汎性について欠陥はなく令状は有効であったとした。

（ 3） 　United States v. Torch, 609 F. 2d 1088 （4th Cir. 1979）本稿第 3回で令状の部
分的無効の法理の判例として紹介する。
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　最も大きな問題は令状の執行場面であり，捜査官が，令状記載の対象物

以外の広汎な物も入っていたフアイルキャビネットの全体を被告人の自宅

から運び出したことが問題となった。これについては，捜査官は，この運

び出しは捜索差押そのものではなく，記録類が余りに大量であるため現場

ではそれらをすべて確認することは困難であったし，その目的は，これら

の記録類が隠滅されることを防ぐためのものであったと認めていた。

　判決は，本件では，記録物が大量であるために，このような方法には，

証拠が隠滅されないようにすることの実際的メリットがあることを認めつ

つも，タムラ事件判決（4） を引用し，タムラが示したように，封印の上で

移動して事後の裁判官による更なる捜索の許可を待つような方法もあるこ

とを指摘した上，これに照らせば本件での対象物以外の差押えの適法性は

疑問であるとした。しかし，結論において，被告人が起訴された事実に関

連する証拠は，令状の有効な部分によって差し押さえられたものであり，

それ以外の証拠物は公判に用いられていないので，この問題が証拠排除を

必要とまではしない，として原審の有罪判決を維持した。

（ 9）　�リレイ事件　United�States�v.�Riley,�906�F.�2d�841�（2th�Cir.�1990）

　バーモント州連邦地裁の証拠物の排除命令に対する第 2巡回控訴裁判所

への政府の控訴事件である。

　大規模なマリフアナ，コカイン等事件であり，被告人リレイらがフロリ

ダから数十キロのコカインやマリフアナを購入して取引していることを

DEAが探知し捜査を行った。被告人自宅に対する捜索差押令状では「コ

カインなどの違法薬物の取引の証拠となるコカイン，銃器，計量器等のコ

カインの販売道具，包装具，電話帳等」の記載に加え，「コカインの取引

記録，コカイン取引の投資のための支払い又は受領の有形若しくは無形の

記録で，これらを含むがそれに限られない（including but not limited to）銀

行記録，業務記録，貸金庫のキーやそれに関する記録その他，規制薬物販

（ 4） 　U.S. v. Tamura, 694. F 2d. 591 （9th Cir. 1982）前掲拙稿446～447頁参照。
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売の共謀の犯罪の証拠となるその他の物」と記載されていた。

　この令状により大量のマリフアナと被告人が借りていた貸倉庫の契約書

類が差押えられ，また，銃器も差し押さえられた。捜査官は，この契約書

類に基づいて貸倉庫捜索の令状を更に取得し，前同様の対象物を記載し，

貸倉庫から 3キログラムのコカインを差し押えた。

　証拠排除の申立てに対し，地裁は，自宅の令状については，銃器につい

ては相当な理由がなかったとし，また，令状記載の後半部分の対象物は特

定性が不十分であった上，貸倉庫に対する第二の令状については，その発

付の根拠となった当初の令状で差し押さえられた貸倉庫の契約書類が令状

の有効部分に基づくものでなく，無効な捜索の果実であったとし，善意例

外法理も適用できないとして倉庫から差し押さえたコカインも排除した。

政府の控訴に対し，本判決は下記の判示（骨子）をして地裁の排除の判断

を破棄した。

　まず，コカインについてはヤングやアンドレセンを引用し，

　「令状は，差し押さえられるべき記録のタイプの十分な例示を提供して

いる。～銀行記録，業務記録，貸金庫記録その記載は例示的であり，執行

する捜査官の裁量を一切排除しているとまではいえない。～特定性の要求

は，それほど厳密なものではない。差押可能な書類が，差押対象物の例示

的リストによって部分的に詳しい説明を伴って適切に表現されていれば，

捜査官が，特定の書類がその表現されたカテゴリーに含まれるか否かにつ

いて最小限の判断が求められるとしても第 4修正の違反とはならない」

　「本件では，令状は，対象物の記録のタイプの例示を十分に提供してい

る」

　「犯罪活動の記録の差押えを認める令状は，被疑者の所有する物が令状

に記載されたカテゴリーに含まれるかどうかを捜査官が調べることを許容

する。これに関してある程度の自由裁量が許されることは，犯罪の取引の

記録を『薬物記録』などと表示したフオルダーに記録する者など誰もいな

いという単純な認識による」
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　など判示（骨子）して令状の前記記載を適法とした。したがって，自宅

に対する令状は有効であったため，それに基づく貸倉庫の契約書類の差押

えは有効であり，これによって得られた貸倉庫に対する令状も有効である

ので，倉庫でのコカインの差押えは適法であったとした。また，銃器につ

いては，相当な理由が欠けていたとしても令状に銃器の記載があったこと

から善意の例外法理が適用され，差押えは適法であったとした。

（10）　�デイネロ事件　United�States�v.�Dinero�Express,Inc.,�2000�U.S.�

Dist.�LEXIS�2439�（S.D.N.Y.�2000）

　ニューヨーク州南部地区連邦地裁の判例であるが，マネロン等の複雑事

案における令状の特定性の要求について現実的で柔軟な考え方により広汎

な令状を適法とした上，詐欺性充満の法理の適用をも肯定した事案であり

しばしば引用される。

　デイネロ社の幹部である被告人らは大量の違法薬物を取引し，その利益

を合法的な取引を装ってプエルトリコに送金し，1000～2000万ドルのマネ

ロンを行っていた。その手口は， 1回を20万ドル以下に分散し，仮名を用

いて極めて多数回の送金をするものであった。捜査官は， 2年間をかけた

綿密な捜査に基づく32頁の詳細な宣誓供述書等により，デイネロ社の二つ

のビルデイングのオフイスに対する捜索差押令状を取得して執行し多量の

証拠物を差し押さえた。これらの捜査により起訴された被告人らは，令状

が広汎で無効であり差押えは違法であったとして証拠排除を申し立てた

が，本判決は以下の判示（骨子）をしてこれを棄却した。

　「本件において合法的な送金と違法な送金を識別することはほとんど不

可能であり，合法的な送金が，違法な送金を偽装するために用いられてい

たので，合法的な送金がマネロンの証拠となる。本件の令状は，10のカテ

ゴリーに分けた広汎なものではあったが，1993年から現在まで，と期間も

限定していた上，列挙された品目は捜査官が差し押さえるべき物を明確か

つ容易に判断できるものであり，特定性の要求は充たしていた」

　「宣誓者は，『薬物取引の利益を捜査から免れて送金する唯一の方法はそ
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れを合法的な送金で取り囲む（surrounding them with lawful remittances）こ

とである。合法的な送金が汚染された送金に合法性のカバーをするのだか

ら，合法的な送金もマネロンの証拠となる』と宣誓供述書に記載していた」

　「これに加え，業務に詐欺性が充満している場合や，業務の全ての記録

類が犯罪の証拠となり得る場合には，業務の全ての記録類の差押えは適切

である。デイネロ社が 2年以上にわたり，マネロンを続けていたことはそ

の全ての業務に詐欺性があったと認めてよく，本件での全記録類の差押え

は適法である」

（11）　�ウー事件　United�States�v.�Woo,�53�Fed.�Appx.�824;�（9th�Cir.�

2002）

　証拠排除の申立てを棄却したハワイ連邦地裁の判断に対する第 9巡回控

訴裁判所への控訴事件である。

　ビデオテープの違法な複製事件の捜査で，被告人ウーから，令状により

違法な複製品とそうでない物を含めた全てのビデオテープを差し押さえた

ことが，令状が過剰に一般的であったと争われたが原審はこれを却下し

た。本判決は，令状が特定性を充たすために求められる，①令状に記載さ

れた特定のタイプの物を差し押さえるための合理的な理由が認められる

か，②令状が，捜査官が差し押さえるべき物とそうでない物とを区別する

ための客観的な基準を示しているか，③令状発付段階において，政府が把

握できた情報に照らしてより以上特定した記載が可能であったか，という

スピロトロの判旨を引用した上，本件においては，すべてのビデオテープ

は，違法な複製の制作を証明するために必要であり，いずれのテープが違

法な複製であるかを捜索の執行中に判断することは困難であったとした

上，令状は，合法的なビデオとそうでないものとを選別するための判断基

準を示してはいなかったものの，令状発付の段階で得られていた情報に照

らせば，より以上の特定の記載をすることはできなかったことから，令状

は許容できないほど一般的なものではない，と判示して原審の判断を支持

した。
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（12）　�ムーア事件　United�States�v.�Moore,�498�Fed.�Appx.�195�（4th�

Cir.�2012）

　バージニア東部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 4巡回控訴裁判所へ

の控訴事件である。

　ストリップクラブを経営する被告人ムーアが2005年から2007年までの 3

年間の脱税事件を起訴されて有罪となったがムーアは様々な主張をして控

訴した。その中で，ムーアは捜索差押令状発付のための宣誓供述書には嫌

疑の対象である脱税やマネロンに関して2006年と2007年の出来事しか記載

されていなかったにもかかわらず，令状には「全ての銀行記録及び金銭の

取得，隠匿，移動，支出の証拠となる全ての物」と記載し，何らの期間的

限定をしていなかった（set no temporal limit）ので過剰に広汎であり違法で

あると争った。

　本判決は，シリングを引用して政府が特定の記録類の日時を知ることが

できない場合には令状で特定の期間に限定される必要はないとし，本件で

は，捜査官は被告人の銀行預金についての一般的な情報は有していたが，

どの記録類が被告人の脱税やマネロンを明らかにできるものであるか，そ

れらがどの年に行われたものに対応するのか，などについて知ることはで

きなかったとした。更に，詐欺事件については，より広汎な令状を許容す

る裁量の余地がある，としてオロイードを引用し，本件では特定性の要求

は充たされていたとし，控訴を棄却して有罪判決を維持した。

第 3　問題となった事案の令状の記載例

　上記で紹介した判例の中から，問題となった事案における令状の対象物

の記載例の典型的なものを幾つか例示して比較対照してみる。

1 　事例

ア　アンドレセン対メリーランド事件（1976）

　「メリーランド州法140節27条に違反する，ポトマック林の販売区画 Lot 
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13─Tの販売購入に関する虚偽説明に関連する証拠であり，あるいはその

可能性がある，権限証書，摘要，概要報告，ラフアーレ社からマウントバ

ーノン社への販売契約・譲渡関係書類，抵当権のペイオフに関する通信，

メモ，ローンの設定に関する管理者との通信，メモ，支払に関する書類，

メモ，小切手，小切手の控え，支払に関する通信，メモ，抵当権の解放に

全部または一部関係する帳簿，記録類，書類，メモ，通信」

イ　ラフアイエットアカデミー事件（1979）

　「合衆国法典18編の286条，287条，371条，1001条，1004条に違反する犯

罪の証拠となる帳簿（books），書類（papers），学生名簿，手紙，通信，記

録，メモ，契約，合意書，台帳，清算表（worksheet），計算書類，学生フ

アイル，フアイルカバー及び内容物，コンピュータのテープ及びデイス

ク，コンピュータ操作マニュアル，テープログ，レイアウト，プリントア

ウト，教育事務所の記録類及び記入用紙，キャンセル報告及び指示，復学

報告及び記入用紙，政府のローン登録，ローン償還台帳，報告記録及び用

紙，事務報告，財政データカード，授業及び進級カード及び登録関係記

録，学生集めの報告，財政記録，日誌及び学生調査のデータ」

ウ　カードウェル事件（1982）

　「合衆国法典26編7201条に違反した果実又は手段で，ミッドウエストグ

ローワー社，コーストエクスプレス社，ウェストコーストシステム社，イ

ンターステートキャリアー社に係る，下記を含み，それに限られない会社

の帳簿や記録類で，キャンセルされた，あるいは写しの小切手，小切手，

小切手の控え，日誌，台帳，週計表，ダイレクトメール，予定表」

エ　スピロトロ事件（1986）

　「合衆国法典18編1084条，1952条，1955条，892～894条，371条，1503条，

1511条，2314条，2315条，1962～1963条の違反の証拠となる物で，例えば，

手帳，メモ，アドレス帳その他の記録，貸金庫の鍵，現金，宝石その他の

貴金属類，写真，電子的検査装置，その他の物又は道具類，及び犯罪の実

行の証拠となる物，禁制品，犯罪の果実あるいは犯罪によって所持された
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物，犯罪の実行の手段として用いられあるいは用いようとされた物」

オ　パトリック事件（1996）

　「① 　合意書，契約書，注文書，インボイス，作業指示書，支払記録，

メモ，ノート，通信，その他の記録や書類で，メトロプリンテイン

グサービス社と合衆国政府との間の業務に関するもの

　② 　メモ，ノート，通信その他の記録で，メトロプリンテイングサービ

ス社と，その従業員や合衆国政府との契約の履行に関係する会社との

業務契約に関するもの

　③ 　銀行取引明細書，預金払出伝票，預金伝票，小切手，小切手の控え

その他の記録や書類で，メトロプリンテイングサービス社の銀行口座

に関するもの

　④ 　賃金支払張，タイムカード，日計・月計表その他の記録や書類で，

メトロプリンテイングサービス社に関するもの及び破産報告，破産申

立書

　⑤ 　1989年から現在までのメトロプリンテイングサービス社の会計帳簿

　⑥ 　会計帳簿，小切手，小切手の控え，銀行取引明細書，賃金支払張，

メモその他の記録や書類で，メトロプリンテイングサービス社とジェ

フアーソンプレス社との間のいかなるジョイントビジネスに関するもの

　⑦ 　会社の幹部及び従業員のカレンダー及びアポイント張」

2 　検討

　上記の典型例を比較すると，いずれも複雑な組織的犯罪について広汎で

包括的な品目を掲げ，大規模な捜索押収が行われた点では共通している

が，アンドレセンの場合，令状の特定性が肯定されたのは，ポトマック林

の Lot 13 Tという特定の販売区画についての虚偽説明という犯罪が特定

され，実際に差し押さえられた物は同区画に関する物に限られない大量・

多数に及んだものの，それらの証拠物も特定された Lot 13 T区画につい

ての虚偽説明の立証上必要であった，ということが重視されていた。
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　他方，ラフアイエットアカデミーでは 5～ 6台のトラック分の大量な証

拠物を差し押さえられたところ，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，特定性の要

求に違反するとした。

　カードウエルでは，1968年から約 9年間分の会社の記録類等約10万点，

約160箱分もの証拠物が押収されたが，アンドレセンのような特定の犯罪

の嫌疑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とされた。

　また，スピロトロでは，高利貸しの嫌疑について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された。

　更に，無効とされたパトリックの令状は，七つのカテゴリーに分け，各

カテゴリーに複数の品目を掲げているが，これがカテゴリーと品目を列挙

した典型的な令状の一つである。事案によっては，20前後のカテゴリーで

合計200近くの品目を掲げるようなものもある。パトリックでは，嫌疑の

ある犯罪との関係を示すような記載がない上，対象期間も，⑤が会計帳簿

について1989年以降のものという限定を付しているのみで，特に問題とされ

た④や⑥では，対象物に関する期間的な限定がなんら示されていなかった。

　このように，複雑事案における大規模な捜索押収のための令状に必要な

特定性に関する記載の程度については頻繁に問題とされている。特に，嫌

疑である犯罪について，抽象的な条文の引用のみでそれ以上の特定をなん

ら行わないとか，その期間を示していないとか，あるいは，対象物である
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品目の期間を何ら示していないような令状については問題が大きく，違

法・無効とされることが多かったことが理解できよう。

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

　複雑な知能犯等の事件やポルノ等の性犯罪事件において，立証の証拠と

なる資料情報が関係者の使用管理するコンピュータに記録・保存されるこ

とは近年とみに顕著となっており，これらの捜索差押えはほとんど必須の

問題となる。他方，コンピュータの記憶容量が飛躍的に増加し，その記憶

媒体中には嫌疑のある犯罪関係の情報のみならず，犯罪性のない合法的な

業務や個人のプライバシーに関する膨大な情報をも共に記録・保存されて

いることが極めて多いので，コンピュータ関連の捜索差押えについては，

特定性の要求問題とも密接に関連し，捜索差押えの必要性と関係者のプラ

イバシー保護との調和を図る実施の工夫が特に強く求められる。この問題

は，技術的な面も含めてそれ自体極めて複雑高度な問題や課題を抱えてい

るため本稿でそれに立ち入って検討を行うことは内容面の複雑さからも筆

者の知見の限界からも到底及び得ない。したがって，本稿では，紹介・検

討した多くの判例の中で，令状に基づくコンピュータ関連の捜索差押えが

問題となった最近の若干の事案の実情等を例示的に紹介するに留めたい。

2 　若干の事例

（ 1）　ローザ事件　United�states�v.�Rosa,�626�F.�3d�56�（2th�Cir.�2010）

　ニューヨーク州北部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 2巡回控訴裁判

所への控訴事件であり，コンピュータ関係の広汎な捜索差押えについて違

法とした上で，善意の例外法理の適用は肯定した指導的判例の一つである。

　被告人ローザは，児童ポルノ製造と証人干渉の罪により起訴され，自宅

への捜索差押令状が特定性を欠いて過剰に広汎であったとして証拠排除を

申し立てたが，地裁がこれを棄却したので条件付きの有罪答弁をし，懲役
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合計120年の有罪判決を受けたため控訴した。

　捜査は， 9月26日の夜半，二人の母親が，彼女らの男の子供達が隣人の

ローザから性的虐待を受けたことを電話で郡の保安官事務所に報告したこ

とから開始された。ブルク捜査官は直ちに母親や児童から事情を聴き，ロ

ーザが児童と性的行為をもち，それらの画像や他の児童の裸体画像をコン

ピュータに保存していること，また拳銃も所持していることなどの詳細を

把握した。その夜の午前 2時ころ，捜査官は同郡で児童ポルノのコンピュ

ータフオレンジック捜査を専門としているブレーク捜査官の援助を求め，

ブレーク捜査官が，ローザの自宅への捜索差押令状請求のための宣誓供述

書作成等の手続を行った。発付された令状は，対象物として，コンピュー

タの各種機器や装置，記憶保存装置等や拳銃等を網羅的に列挙して記載さ

れていたが，犯罪との関連性については「犯罪行為を確認する傾向がある
（which would tend to identify criminal conduct）」という抽象的な記載しかな

く，具体的犯罪行為，特に児童ポルノに関する記載はなんらなされていな

かった。また，令状の請求書には児童ポルノを含む二つの性犯罪や銃器の

不法所持について 3つのニューヨーク州の犯罪に関する証拠物が差し押さ

えられるべきことは記載されており，犯罪行為や差し押さえられるべき物

が記載された宣誓供述書も裁判官に示されていたが，発付された令状自体

には，宣誓供述書はなんら内容に取り込まれていなかった。捜索は，午前

5時ころから開始され， 6台のコンピュータを始めとして膨大なコンピュ

ータ関係の機器や記憶装置のほか，マリフアナや拳銃なども差し押さえら

れた。この捜索は，宣誓供述書を作成したブレーク捜査官自身が臨場し，

差押がその許容範囲内に収まるための責任を担っていた。執行終了後，ブ

レーク捜査官はフオレンジックサーチを実施し，数千以上の児童ポルノの

画像などを発見し，それには被害届が出された二人の児童とローザとの性

行為も含まれていた。ローザは，令状が，犯罪行為を特定せず，対象物も

特に電子機器類の差押物の記載が包括的で過剰に広汎であったとして無効

を主張した。本判決は，ローザの主張を認め，本件令状は，コンピュータ
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機器類の捜索差押えの範囲がなんら犯罪行為との関連を示しておらず第 4

修正に反するとした。しかし，本判決は，後記のとおり（5），善意の例外法

理の適用を肯定し証拠排除を否定した。

（ 2）　�ケラー事件　United�States�v.�Karrer,�460�Fed.�Appx.�157�（3th�

Cir.�2012）

　ペンシルベニア州西部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 3巡回控訴裁

判所への控訴事件である。

　児童のウェブサイトをチェックしていた捜査官が，被告人ケラーによる

児童との違法な性的コンタクトを示す記録を発見し，この罪の嫌疑により

被告人自宅のコンピュータや携帯電話を対象物とする令状を取得した。令

状には，コンピュータと携帯電話に関する全てのハードとソフトを網羅的

に含む数十の明細品目が対象物として記載されており，捜索においては，

コンピュータに関係する物を捜索の現場で内容確認することなく全て差押

え，場所を移動させた上で，その全ての内容のフオレンジックサーチを行

った。宣誓供述書には，コンピュータでは，記録された証拠を隠すための

様々な手段があるため，そのような差押えとサーチの方法をとらなければ

ならないことも記載されていた。令状には，犯罪の時期は2007年11月から

2008年 5月までということが宣誓供述書の参照文言によって示されてい

た。現場で発見された携帯電話について，捜査官がその場で児童との性的

コンタクトの通信記録の残存の有無を確認したところ，児童との通信記録

のほかに，男の手が女児の陰部を触っている画像が発見された。この画像

が児童ポルノ所持罪に該当するため，被告人は同罪で起訴され，有罪とさ

れた。

　ケラーは，このようなコンピュータ関係物について内容をその場で見分

せず全て差し押さえることを可能とする令状が違法な一般令状で無効であ

ると争ったが，本判決は，令状は非技術的で常識を持って全体として読ま

（ 5） 　本稿第 3回で善意の例外法理の適用事例として紹介する。
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れなければならないこと，コンピュータには嫌疑ある犯罪と関係のない大

量の情報が含まれ，それらも一時的に捜査官の目にさらされることはやむ

を得ないものであること，コンピュータではしばしば犯罪に関する情報が

表記を偽るなどして隠されている場合が多いこと，令状における包括的な

品目の記載は，より以上の正確な記載が困難である場合には許容されるべ

きであることなどを指摘して本件令状は特定性に欠けていなかったとし

た。また，犯罪の嫌疑は児童との性的コンタクトであったのに，児童ポル

ノの画像をも含む携帯電話が押収されたことについては，プレインビュー

の法理によって適法であるとした。

（ 3）　�ダミーコ事件　U.S.�v.�D’Amico,�734�F.�Supp.�2d�321�（S.D.N.Y�

2012）

　後掲の（6） 詐欺性充満の法理の適用を肯定したニューヨーク州南部地区

連邦地裁の判決であり，マフイアによるリコー法違反や証人殺害等の重大

事犯の捜査において，マフイア幹部が経営するアメリカンブラスト社の事

務所に対し，メールフロードやマネロンの嫌疑で大規模な捜索差押えが行

われた。令状の対象物として「コンピュータ，同記憶装置，それらに含ま

れるフアイル，データ，それらのハードウエアの周辺機器，これらにアク

セスするための付随資料」が含まれ，これに基づいて膨大なコンピュータ

のハード・ソフトの関連機器等が差し押さえられた。令状に添付された宣

誓供述書には，関係する記録がコンピュータの電磁的記録として存在する

可能性を示した上，コンピュータ捜索の手順（protocol）について「捜査

官はコンピュータを差し押さえた（seize）上で捜査機関の研究所（law 

enforcement laboratory）に運搬（transport）し，そこにおいて，適切に訓練

された職員が，宣誓供述書で差し押さえるべき物として記載された範囲に

含まれるデータを抽出して差し押さえるために，いかなる特殊な技術をも

用いてコンピュータをレビューする」と記載され，コンピュータの捜索差

（ 6） 　本稿第 4回で詐欺性充満の法理の適用判例として紹介する。
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押はこの手順によって実行された。

　本判決は，令状が過剰に広汎で違法であると争われた中で，特にコンピ

ュータ関係の捜索差押えについて，最近の問題状況を踏まえ以下のような

詳細な判示（骨子）をしている。

　まず，コンピュータ関係の捜索差押えに伴う顕著な問題状況について次

のような指摘と問題提起を行う。

　「多数の判例や評論家が，コンピュータの捜索は第 4修正の問題にユニ

ークな懸念を生じさせることを指摘する。関連する電子的記録は，しばし

ば政府が相当な理由を有しない数千の他のフアイルと混合（intermingle）

している。問題を複雑にするのは，時間的技術的な制約のため，コンピュ

ータの捜索は捜索場所の現場では実行できないことである。本件でもそう

であったが，そのため，まずコンピュータを差し押さえ，その後にそれを

捜索するということがしばしば行われるが，この「seizure and search（7）」

は，捜査官が令状の範囲を超えたフアイルを洗いざらい見るリスクを伴

う。他方，コンピュータフアイルは，混合し，暗号化されるため，『現代

的な犯罪者の最良の友（the modern criminal`s best friends）』ともなる。そ

のため，政府は，電子的記録を広汎に調べることの差し迫った必要性を強

調する」

　そして，第 9巡回控訴裁判所の判例である U.S. v. Comprehensive Drug 

Testing, Inc., 579 F. 3d 989 （9th Cir. 2009）が，コンピュータ捜索の手続と

保護策についての手順を示した次の判示事項を引用する。

　「第 9巡回控訴裁判所では，この双方の要請の適切なバランスを確保す

るため，コンピュータ捜索の手続と保護策について，次の判示をした

　① 　裁判官は電磁的証拠の事案においては，政府がプレインビューの法

（ 7） 　通常は「捜索差押え（search and seizure）」であるが，コンピュータの場合
には，まずコンピュータを物理的に確保して現場から持ち出し，場所を移動し
た上でデータの見分を行い，令状の範囲内に収まるデータのみを抽出するため
に，「差押え，捜索（seizure and search）と表現されている。
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理に依存することを差し控える（waive）ことを要求（insist）しなけ

ればならない

　② 　分離（segregation）と編集（redaction）が，専門家又は独立の第三

者によってなされなければならない。もしその分離が政府のコンピュ

ータの専門家によってなされる場合には，令状の請求の際，その専門

家が，令状の目的以外のいかなる情報も捜査官には開示しないことを

同意しなければならない

　③ 　令状とサピーナは，情報が破壊される危険や，他の裁判所で以前に

その情報の差押えがなされようとした事実があればこれを開示しなけ

ればならない

　④ 　政府の捜索の手順は，相当な理由のある情報を明らかにすることの

みのために策定され，捜査官はその情報のみを調べることができる

　⑤ 　政府は，関係のない情報については，これを消去するか，相手方が

それを適法に保有できるものであれば返還し，裁判官に対し，いつそ

れを行ったか，どの情報を保持したかを報告しなければならない」

　しかし，本判決は，次の判示（骨子）をして，本件におけるコンピュー

タ関係の捜索差押えについて，前記の本件宣誓供述書に記載された手順に

は憲法上の欠陥はないとした。

　「第 9巡回控訴裁判所が示した，令状の範囲を超えたデータを捜査官か

ら保護するためのプロトコールは，第 2巡回区においては，このような包

括的な見解を示しておらず，受け入れられていない。このようなプロトコ

ールが第 4修正の憲法上の要求とまでいえるかは疑問である。本件で宣誓

供述書が示したプロトコールは，憲法上不適切であったとはいえない。こ

れに加え，本件では全記録の例外法理適用のための合理的理由もあり，第

9巡回控訴裁判所の事案において示されたようなプライバシーへの懸念は

遥かに少ない（8）。その事案は，非常に狭い範囲の記録を差し押さえるため

（ 8） 　この事案は，プロ野球選手の違法なステロイドの使用事件であり，ステロイ
ド使用の疑いのある選手は10名であったが，令状及び大陪審サピーナによっ
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に極めて広範囲の電子フアイルを見分するという事案であった」

　つまり，第 9巡回控訴裁判所の前記判決が示したプロトコールは，事件

と関係あるものもそうでないものも含めた膨大なデータの中から令状の対

象物の範囲内のデータを抽出する作業について，②のように捜査官とは中

立の立場にある者によってなされるべきであることなど極めて厳格なもの

であるのに対し，本件において宣誓供述書が示したプロトコールは，捜査

機関の研究所に運搬して作業を行うことができ，その担当者についても特

段の制約を課していないなど，より柔軟性のあるものであったが，本判決

はこれを適法とした。

（ 4）　�ツエムリヤンスキー事件　United�States�v.�Zemlyansky,�2013�U.S.�

Dist.�LEXIS�71818�（2013）

　後掲の，ニューヨーク州南部地区連邦地裁の判決であるが，新しい判決

であり，レオン以降の善意の例外法理についての重要な判例を整理分析し

つつこれが認められる要件を詳細に検討した上，その適用を否定し，証拠

排除を認めた事例である。また，この判決は，宣誓供述書による救済法

理，詐欺性充満の法理についても詳細な判示をしてその適用も否定してお

り，極めて示唆に富むものとなっている（9）。

　事案は，医師でない無資格者がクリニックを経営し，自動車事故につい

ての保険会社への保険請求手続において多数の医者の偽造サインによる診

断書を提出するなどの様々な違法行為が行われていたため，広汎な捜査に

よって，ツエムリヤンスキーら36人もの被告人が，リコー法違反，医療保

て，この10名のみならず他の多くの選手の検尿サンプルや情報が収集されたこ
とが問題となったものであり，本件のようなマフイアによる複雑大規模な事件
とは事情が大きく異なる。なお，第 9巡回控訴裁判所の同判決は，前掲タムラ
事件判決が示した，アメリカ法律協会のモデルコードによる，複雑・大規模事
件において，大量の物をいったん確保した上で場所を移動させ，司法的監督の
下に選別作業を行わせる方策の遵守についても具体的に判示している。

（ 9） 　詐欺性充満の法理の適用問題については本稿第 4回で検討するが，この他に
も通信傍受により得られた証拠排除の問題についても詳細な判示がある。
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険・自動車保険詐欺，メールフロード，マネロン等の罪により起訴され

た。その中で，被告人の一人であったザレツキーは，これらの詐欺等を働

くためのクリニックの保険会社に対する請求手続や問題処理を代行するト

ライステート社のオーナーであった。

　2012年 2月，トライステート社を含む 6か所に対して大規模な捜索差押

が行われたが，同社に対する捜索差押えについて，ザレツキーは令状が相

当な理由も特定性を欠いた無効なものであったとして差し押さえられた証

拠物の排除を申し立てた。

　トライステート社事務所に対する捜索差押令状は，ケリー捜査官の宣誓

供述書に基づいて発付され，宣誓供述書には相当な理由や対象物の特定に

関しても記載がなされていたが，発付された令状にはその宣誓供述書が添

付もされず，その引用文言の記載すらなかった。

　令状に記載された別紙の差し押さえるべき対象物は以下のとおりであ

り，過剰に広汎であるとして無効とされた典型例として最近の事例であ

り，コンピュータ関係の対象物の記載もあって参考となるため，ほぼ全文

を引用する。

　 1　銀行預金関係の情報

　 2　患者の治療や検査その他の医療に関して記録した台帳

　 3　サインのスタンプ

　 4　カレンダーと患者のアポイントメントの記録

　 5　携帯電話

　 6　小切手，現金等

　 7　コンピュータ

　 8　USBメモリ

　 9  　上記記載の物が電磁的記録として保管されている可能性がある物を

捜索するため，捜査官は，捜索場所でも，それ以外の場所において

も，下記のものを検索し，コピーし，画像にして差し押さえることが

できる。
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　① 　ワイヤフロード，メールフロード，銀行詐欺，医療詐欺，マネーロ

ンダリングの連邦犯罪に関与し，遂行し，保存するために使用される

ことができるいかなるコンピュータの設備及び記憶装置

　② 　ワードプロセッシング装置，モデム，接続機器，モニター，プリン

ター，作図装置，データの送信・作成・表示・符号化・暗号化装置，

光学スキャナーを含む全てのコンピュータ装置

　③ 　フロッピーデイスク，ハードデイスク，テープ，CDロム，CD─R，

CD─RWs， DVD，光学デイスク，プリンター又はメモリ緩衝器，スマ

ートカード，PCカード，電子計算機，自動ダイヤル装置，電子ノー

ト，電磁的補助用具など，データを保存できる全ての電磁的あるいは

光学的機器類

　④ 　コンピュータ機器，記憶保存装置及びソフトウエアに関する全ての

記録，運用記録，参照マニュアル

　⑤ 　検索されるべきハードウエア，記憶保存装置あるいはそのデータと

直接間接のコミュニケーションを可能とする全てのアプリケーショ

ン，コンパイラ，解釈プログラムその他のソフトウエア

　⑥ 　コンピュータ装置，記憶保存装置あるいはそのデータへのアクセス

を可能とする全てのキー，暗号化装置，違法コピー防止装置ないしこ

れらに類似する物

　⑦ 　全てのパスワード，パスワードフアイル，テストキー，暗号化コー

ドその他の情報若しくはコンピュータ装置，記憶保存装置あるいはそ

のデータへのアクセスを可能とするその他の情報

　⑧ 　フアイル，記録，プログラム，運用記録，電磁的通信，スキャニン

グプログラム，財政的記録，ハッキングソフトウエア，設定探索ソフ

トウエア

　本判決は，このような令状の対象物の記載は，宣誓供述書が令状に添付

もされず，参照文言も記載されていないこと，犯罪の嫌疑については，令

状がなんら具体的な記載による限定をしていないこと，対象物の記載は過
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剰に広汎であり，捜査官が，トライステート社のあらゆる記録文書類やコ

ンピュータの設備記録類をくまなく探す（rummage）ことを許すものであ

ること，期間の限定もなんらなされていないことなどから，到底許容され

るものではなく，第 4修正の特定性の要求に違反するとした。

3 　検討

　上記の各判例は2010年から2013年までの新しいものであり，最近のコン

ピュータ捜査の実情や問題点を窺うことができよう。特に複雑・大規模事

件や児童ポルノ等性犯罪事件においては，記憶容量が飛躍的に増大してい

るコンピュータ内に事件と関係のないものも含めて膨大なデータが保存さ

れており，必要なデータを発見選別するために，事件と関係のないものま

で含めた膨大なデータの見分作業が必要となる。そのため，多くの実務で

は，捜索差押え現場での短時間の見分ではこれらの作業が到底不可能であ

るという現実を肯定した上で，いったんコンピュータ機器類を全て包括的

に捜索現場から持ち出し，別の場所に保管した上で専門家による膨大なデ

ータの中から令状の対象物であるデータを選別・抽出する運用がなされて

いる（10）。しかし，その場合に具体的に遵守・配慮すべき手順や内容につ

いては，第 9巡回控訴裁判所の前記判決のように捜査官とは独立中立の機

関によってなされるべきとの厳しい考え方と，そこまでの厳しさは要求し

ないものと，一様ではない。また，具体的事案において，犯罪の複雑重大

性や組織性，合法的なものと違法なものとの混在の程度，事件と無関係な

関係者に与える影響等は一様でないことなどから，これらを踏まえた合理

的な判断が求められている。その判断に際して，後述の組織や業務に詐欺

（10） 　本稿で紹介した事例は，令状によってコンピュータ関係の証拠物を差し押さ
える場合の問題であるが，2014年 6月に出されたリレイ対カリフオルニア事件
の連邦最高裁の判例（Riley v. California, 134 S. Ct. 2473; 189 L. Ed. 2d 430）は，
逮捕に伴い無令状で差し押さえた被疑者の携帯電話について，そのデータを解
析する捜査を行う場合には，そのための令状が必要であると判示した。
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性が充満している場合の詐欺性充満の法理が適用され得る事案であれば，

コンピュータ関係の捜索差押えにおいても，適法性の判断はより柔軟に行

われているといえよう。

第 5　ラフェイヴによる解説の骨子

　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

ェイヴの「捜索差押第 4版第 2巻第 4章「捜索令状」（439頁～840頁，以下

「ラフェイヴ」という。）では，令状の特定性の要求に関する様々な問題点

について， 5節「捜索されるべき場所の特定的な記載」，第 6節「差し押

さえられるべき物の特定的な記載」に詳細な解説がある。本稿で紹介する

多数の判例の判旨中にラフェイヴの解説が引用されることも多い。また，

令状の特定性の要求に関する諸問題は，本稿で主に検討した範囲を大きく

超え，極めて広汎に及ぶ。そのため，令状の特定性の要求に関する諸問題

についてのラフェイヴの解説の骨子を簡潔に紹介することが，本稿での検

討ではカバーできなかった問題点をも含めて，特定性の要求に関する諸問

題の全体像を俯瞰する上で有用であると思われるので，以下に，参考とし

てその骨子を簡潔に紹介しておく。

（ 1）　善意の例外法理について

　レオンの善意の例外法理（good faith exception）は，捜索差押令状が様々

な理由によって違法・無効とされる場合において，その執行が最終的に救

済される法理であるため，第 1巻第 1章の排除法則の解説中に全般的かつ

詳細に論じられているが，この法理は令状が特定性を欠いて違法・無効で

ある場合にも適用され得るため，上記第 5節の冒頭でも引用されている。

（ 2）　場所の特定の問題について

　令状の特定性の要求は，捜索すべき場所の特定と，差し押さえるべき物

の特定を必要とするところ，場所の特定的な記載については，下記の指摘

をしている。

ア 　都市における特定の程度と農村部における特定の程度について，例え
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ば，後者の場合には，厳密な住居表示によらずとも農場主の氏名の記載

でも特定が許容され得る。

イ 　令状自体の場所の特定の記載が不十分でも，場所について記述された

宣誓供述書を参照すべき文言が令状に記載されていたり，宣誓者である

捜査官が以前にその場所を訪れて場所を知っており，捜索の現場に立ち

会っているような場合には許容され得る。

ウ 　単独の住居ではなく，アパートやビルデイングなど複数の管理支配が

競合している場合には，捜索すべき部分の特定がされていない令状は原

則的に無効とされるが，その場所が外見上単独の管理占有の場所のよう

に見え，捜査官にとって，その場所が複数の管理占有であることが，捜

索を開始するまでは判明していないような場合や，実際の捜索は，一つ

の管理占有部分に対してのみ執行されたような場合には令状が無効とさ

れない場合もある。

エ 　場所が多少離れていても同一人が管理する複数の場所を一通の令状で

捜索することも認め得る。

オ 　一通の令状で，記載された場所と人，あるいは，場所と自動車との双

方の捜索が許容される場合もある。

カ 　自動車に対する捜索については，相当な理由あるいは緊急事態
（exigencies）による無令状捜索の例外がある。令状による場合には，所

有者名やナンバープレート等による特定ができず，「その場所に存在す

るすべての自動車」という程度の特定では不十分とされやすいが，ある

捜索場所と，その場所に存在し，場所の所有者が管理する 1～ 2台の自

動車に対する捜索令状は許容され得る。

（ 3）　差押えの対象物の令状記載における特定性の要求について

　マロンは，対象物の特定の原則を厳格に示した最も指導的な判例である

が，これについて次のように解説している。

　「マロンは，『何が差し押さえられるべき物であるかについて，捜査官の

裁量には一切委ねられてはならない』と判示した。マロンは，一般的捜索



32　　比較法学 49巻 2号

が許されないことと，裁判官が差押えを許容したとの誤った思い込みによ

る差押えを防ぐという 2点で，第 4修正の特定性の要求の重要な目的を反

映している。しかし，捜索の実際において，捜査官に対象物の該当性につ

いてのある程度の裁量的判断が一切許されないということであれば，ほと

んどの令状はそのテストに堪えないであろう。マロンの判示は，捜査官

が，令状の執行に際し，何が対象物であるかについて一切の判断をも許さ

ない，という趣旨には解することはできない。より正確にいえば『令状

は，執行する捜査官が，合理的な確かさをもって差し押さえられるべき物

の適切な判断が行えるために十分な記載でなければならない』ということ

である。また，マロンが触れていない特定性の要求の目的は，令状の対象

物が，犯罪行為に関するものであり，それらがその場所で発見されるであ

ろうことについての相当な理由が必要なことである。」

　これを踏まえ，これらの 3つの目的と矛盾なく，判例によって次のよう

な一般的な原則が生成されてきたとし，これらは，必ずしもすべての事案

について同じ方向を示してはいないが，令状の記載が第 4修正に沿うもの

であるか否かの判断のために有用な指針となっているとして多数の判例を

整理紹介している。

ア 　捜査官が具体的な情況で期待される最善を尽くした場合には，より程

度の大きい曖昧さが許容される。

イ 　対象物の性質上，より以上の特定性が期待できない場合には，より一

般的な類型の記載が許され得る。

ウ 　対象物が禁制品である場合には，記載の詳細さは緩和される。

エ 　対象物が，一般的に合法的な目的に用いられるものであったり，その

量が相当多量に及ぶ場合には，その記載についてはより配慮が必要であ

る。

オ 　捜索場所に，同じような類型の物が発見される可能性がある場合に

は，通常よりも更に記載の特定性が求められる。

カ 　団体の会員名簿や写真などを押収する場合や捜索場所が法律事務所で



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（ 2）　　33

ある場合などには，犯罪と関わらない物が誤って押収されないような配

慮が重要である。

キ 　幾つかの物が不適切に差し押さえられたことが明らかである，という

事実のみで，令状自体の特定性が不十分であるということにはならな

い。

ク 　時間の余裕があればより特定が可能であった場合であっても，証拠物

の持ち出しや破壊等の虞があった場合には，より緩やかな記載が許容さ

れる余地がある。

（ 4）　宣誓供述書による救済について

　令状の記載のみでは特定性が不十分でも，令状発付の根拠となった宣誓

供述書の内容を参照することによって対象物等の特定が可能であれば，令

状記載の不十分さの瑕疵が治癒されて適法とされる場合がある。しかし，

具体的にどのような要件・情況があればこれが認められるかについては，

これを厳しく解するものから，比較的柔軟に解するものまで様々な判例が

あり，共通の認識が形成されているとは必ずしも言えないとし，多数の判

例を整理検討している（11）。

（ 5）　その他特に問題となる令状の記載について

　次のような指摘をしている。

ア　禁制品について

　差押えの対象物が禁制品である場合には，対象物の個別的な記載は求め

られず，対象物の性質についての一般的な記載で足りる（禁酒法下におけ

る「ケース入りウイスキー」，「全ての銃器」「賭博の道具類」「違法薬物」など）。

イ　盗品について

　盗品の場合には，その対象物自体は禁制品ではなく，盗まれた物である

か否かが問題であるので，単に「盗品（stolen property）」「盗品である自動

車部品」「量は不明な合衆国通貨」などという記載のみでは不適切である。

（11） 　ラフエイヴ　576～578頁，613～620頁
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「合板42枚」「トラックから盗まれた145カートンの玩具類」など，捜査官

が対象物を特定できるに足りる記載は判例で許容されている。ユニークな

のは，シャーフマン（12） であり，「毛皮のコート，ジャケット，その他の毛

皮製品」という記載が許容されたが，この事案は，強奪された膨大な量の

毛皮製品類の事件であり，捜索場所に存在する数千点の中から盗品である

数百点を限られた時間内で選別することは不可能であり，法は捜査官にそ

の能力の限界を超えた負担の要求はしない，として適法とした。しかし，

このような例外的な場合には，一旦，類型的で大量の包括的な差押えを行

ったうえで，引き続き別の場所で，対象物を選別することは望ましいとさ

れ，そのような方法は，捜索場所に捜査官が選別のために長時間滞在する

ことよりも，より相手方への負担は少ないであろう。令状の記載自体では

特定性に問題がある場合でも，対象物の選別のために，専門家を同行して

選別作業を行わせることは適切であろう。

　差押物の中に，事件と関係のない他人や他の事業等に関する情報も含ま

れる可能性がある場合，特に膨大な情報が含まれるコンピュータデータの

差押えに関しては，プライバシーの侵害を最小限に留めるために，差押え

後の特別の手続が望ましい場合がある（タムラ事件（13） などを引用）。

ウ　対象物が第 1修正の表現の自由に関わる物である場合について

　捜索差押が第 1修正の表現の自由にも関わる場合には，第 4修正の特定

性の要求は特別な重要性を有する。スタンフオード対テキサス（14） の「差

し押さえるべき物が，思想を含む書物等である場合には，対象物の記載に

ついては特に慎重な正確さが要求される」を引用）。単に「扇動的な印刷

物」などの記載は許されない。猥褻性の有無の判断について捜査官の広い

裁量は許されない。「猥褻で扇情的な 8ミリフイルム，雑誌，写真等」な

どの記載では足りず，それらのタイトルの記載や，それらが猥褻物である

（12） 　前掲 3頁
（13） 　前掲12頁
（14） 　本稿第 1回103頁
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ことの内容の類型についての特定的な記載が必要である。

エ　犯行に用いた道具類と犯罪の証拠物について

　①　犯行に用いられた兇器その他の道具類については，例えば拳銃につ

いては銘柄ないし製品番号が特定されていなくとも「22口径の拳銃」程度

で許容される。しかし，「強盗に用いられた武器」という程度では足りな

い。通常，被害者は強盗の道具が何であったか，より以上の特定ができる

はずだから。「堕胎に用いられた道具類」「違法な賭博に用いられた道具

類」は，これらの犯罪は屋内で密かに行われ，その道具類についてこれ以

上の特定は困難である上，その道具の性質上判別が合理的に可能であるた

め許容される。しかし，「窃盗に用いられた道具類」では足りない。それ

らの道具類は，適法な目的のためにも使用される物であり，他人の物とも

類似するからである。

　②　対象物が事件の証拠となる記録類である場合には，プライバシーに

対する重大な侵害となり得るため問題が大きい。記録類の捜索では，事件

と関係のない物についても捜査官が目を通すことになるので，プライバシ

ーの不当な侵害とならないよう十分な配慮が必要である。「被疑者である

法人の業務に関する何らかのすべての記録類や手段」を対象とする令状は

一般令状として許されない。

　しかし，詐欺性が充満したスキームが存在すると疑う相当な理由が認め

られる場合には，企業のすべての業務記録の差押えが許容される（ブライ

アン，カウ，ルード，カイルなど多数の判例を引用（15）。ただ，事業が個人に

より，その住居において営まれている場合には，全記録の法理（‘all 

records’ doctrine）の適用には慎重でなければならない（フアロンを引

用（16））。「記録類」という記載も，その令状が対象物を詳細に例示したリ

ストを伴っている場合には許容される。

（15）  （16）　ラフェイヴはこのように詐欺性充満の法理についても解説しているが，
その判例法理の形成過程や事案の詳細などの検討は行っていない。これら各判
例は本稿第 4回で紹介する。
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　アンドレセン（17） は，「その他の果実，道具類，現時点で知られていない

犯罪の証拠」という包括的な用語を含むことについて，それが Lot 13Tに

ついての虚偽説明に関する証拠類の差押えを許容したとの趣旨で読まれる

べきとして適法としたが，このような緩やかな記載が一般的に許容される

趣旨ではない。アンドレセンの場合は，複雑な不動産の詐欺のスキームの

捜査であり，被疑者の虚偽説明の全体像の解明のために，多数の証拠物に

ついて，それ自体では小さなものでも，それらをジグソーパズルのように

適切に位置づけることにより Lot 13Tについての虚偽説明のスキームが解

明されることになる（オロイード，ブリッジス，カウ，スピロトロ，アブラム

ズ，ラフアイエットアカデミーなどを引用（18））。

（ 6）　令状の部分的無効について

　令状の対象物の記載が，一部については特定性を充たしているが，他の

部分についてはそれを充たしていない場合，令状が無効で差押えが違法と

なるのは，特定性を欠いた部分に基づいて差し押さえられた物に限られ

る。しかし，有効な部分がごく僅かに過ぎない令状によって一般的な差押

えを行おうとすることは令状手続の濫用であって許されないとする（クリ

ステイーン，ジョージなどを引用（19））。

（17） 　本稿第 1回107頁
（18） 　オロイード及びカウは本稿第 4回，ブリッジスは同第 1回126頁，スピロト

ロは同117頁，アブラムズは同114頁，ラフアイエットアカデミーは同112頁で
紹介。

（19） 　クリステイーン及びジョージは本稿第 3回で紹介する。
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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

　既に見てきた判例の中に，令状の特定性に問題があっても令状発付の根

拠となった宣誓供述書には特定性を補充する情報が記載されている場合

に，令状の特定性の欠陥が救済されるという法理が示されているものが少

なくない。これは，「the principle of cure by affidavit（宣誓供述書による救

済法理）」という概念として定着している（20）。しかし，その適用の要件に

ついてはこれを厳格に解するものから相当程度柔軟に解するものとの間に

かなりの違いがある。既にこれまで本稿で紹介したラフアイエットアカデ

ミー，スピロトロ，レーリー，ジョージ，パトリック，ブリッジス，ジョ

ンソンなどでもこの法理の適用の可否が争点に含まれているが，更にこの

法理の適用問題に焦点を当てて検討することとしたい。

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

　本法理適用の要件として，①令状に宣誓供述書が添付されるなど物理的

に両文書が一体性を有していることと，②令状に適切な参照文言を記載す

ることによって宣誓供述書を包含すべきことの二点が充たされることを要

求するもので，最も厳格なものである。

（ 1）　�ブルーム事件　Bloom�v.�State�of�Florida�283�So.�2d�134�（Fla.�

App.�1973）

　被告人の証拠排除申立てを棄却して有罪としたフロリダ州の裁判所の判

（20） 　後掲49頁
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決に対する州の控訴裁判所への控訴事件である。古い時期の州の判例であ

るが，本法理について上記の 2要件を示し，その後の判例法理の形成の出

発点ともなった重要な判例であるためラフェイヴが冒頭で引用・解説して

いる。

　歯医者のオフイスから白地の小切手多数が盗難にあい，情報提供者が被

告人のアパートからその一部を持ち出して警察に通報したため，警察官

が，被告人のアパートに対し，「盗品（stolen property）」を対象物とする令

状により捜索し，盗まれた小切手数枚を差し押えた。その際，捜査官は，

室内に新しい家具を発見したがその後の捜査でこれも盗品であることが確

認されたため新たな宣誓供述書により新たな捜索令状を得てその家具も差

し押さえた。しかし，この令状の対象物の記載も，最初の令状と同様「盗

品」としか記載されていなかったため，被告人は，令状は特定性を充たし

ておらず無効であると争ったが原審はこれを認めず被告人を有罪とした。

　本判決は，本法理適用の要件として厳格な 2点を指摘し，以下の判示
（骨子）をして原判決を破棄差戻しした。

　「令状と，それを支える宣誓供述書には本質的な違いがあり，宣誓供述

書は令状の一部でもなければ令状の範囲を決めるためにも用いられない。

したがって，宣誓供述書には詳細に記載されていたとしても，特定性の要

求は令状がそれを執行する捜査官の裁量を限界づけることにあるのだか

ら，令状自体に特定性が欠けていれば宣誓供述書の記載によっては救済さ

れない」

　「これまで，いくつかの判例では，宣誓供述書による救済を認めてきた

が，それは，令状と宣誓供述書が一つの文書となるよう物理的に接続され

ていることと（physically connected so that they constitute one document），令

状が適切な参照文言によって宣誓供述書を明示的に包含していること

（expressly refer to the affidavit and incorporate it by using suitable words of 

reference）の二つが要求される」
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（ 2）　�スピロトロ事件（再掲）　United�States�v.�Spilotro,�800�F.�2d�959�

（9th�Cir.�1986）

　前掲（本稿第 1回117頁）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，捜索差押令状が修正 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

あるとして差し押さえられた大量の盗品宝石類が証拠排除された事件であ

る。判決は，令状の特定性の欠如等を詳細に判示する中で，政府が主張し

た宣誓供述書による救済法理の適用について「宣誓供述書は，令状に添付

されておらず，令状はその内容を包含してもいなかったので，宣誓供述書

にも依存できない」としてこれを否定した。

（ 3）　�レーリー事件（再掲）　United�States�v.�Leary,�846�F.�2d�592�

（10th�Cir.�1988）

　前掲（本稿第 1回121頁）の中国への通信機器の違法な輸出事件であり，

令状が過剰に広汎であるとして無効とするに当たり，政府が主張した宣誓

供述書による救済法理についてもブルームなどの多くの判例を引用して論

じた。本判決は，宣誓供述書が令状と一つの文書となるよう物理的に接続

されていることと，令状が適切な参照文言によって宣誓供述書を包含して

いることの 2要件が必要であるが，本件では，令状には宣誓供述書の参照

文言はなんら記載されておらず宣誓供述書が令状の一部とはなっていなか

った上，捜索の執行では，宣誓供述書にはなんら記載のない国への貿易関

係の記録類も差し押さえられていることに照らせば，宣誓供述書が対象物

の選別のために実際上も用いられていなかったとして本法理適用を否定し

た。

（ 4）　�マックスウェル事件　United�states�v.�Maxwell,�920�F.�2d�1028�

（D.C.�Cir.�1990）

　ワシントン DC連邦地裁の有罪判決に対する DC巡回控訴裁判所への控

訴事件であり，ワシントンの女性の被告人マックスウェルが，「財務省の

特別顧問」などと身分を偽り，海外の投資フアンドへのローン申し込みを
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勧誘した事案である。マックスウェルは，自宅に対する捜索差押令状が過

剰に広汎であり，無効であるとして差し押さえられた物の証拠排除を申し

立てた。本判決は，その令状は「合衆国の如何なる機関に対する，いかな

る（any）証明，記録類等，いかなる州際又は国際的な通信」に始まる数

十の品目を記載し，その末尾には「それらのすべてが18編のワイヤーフロ

ードの罪の果実，手段及び証拠となるもの」と記載されたものであり，犯

罪の期間の限定もなんら記載されていなかったので致命的に広汎すぎる
（fatally overbroad）とし，無効であるとした。

　政府は，令状の特定性が欠けていたとしても本法理が適用されるべきで

あると主張したが，本判決は，令状と宣誓供述書には基本的な違いがあ

り，令状が宣誓供述書によって補われるためには，令状に宣誓供述書が添

付（attach）されているだけでなく，裁判官が宣誓供述書を包含する明示

的な意図を示すための適切な参照文言の記載が必要であるとし，本件で

は，令状にそのような記載がなんらないため，被告人の詐欺的活動を具体

的に記載した宣誓供述書は令状の対象物の範囲の限定には用いることはで

きない，とし，同法理の適用を否定した。原審は有罪とし，控訴も棄却さ

れた。

　しかし，本判決は，本法理の適用は否定したものの，後述（21）のように，

善意の例外法理の適用を認め，結論において原審の有罪判決を維持し，控

訴を棄却した。

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），対象物の特定選別のために活用されていれば足り

るとする判例

　令状と宣誓供述書の物理的一体性までは要求せず，やや緩和された 2要

（21） 　本稿第 3回で紹介する。
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件によって本法理の適用を認めるものであり，この判例はかなりの多数に

上る。

（ 1）　�ジョンソン事件（再掲）　United.�States�v.�Johnson,�541�F.�2d�

1311�（8th�Cir.�1976）

　前掲（ 4頁）の被告人ジョンソンの自宅について「宣誓供述書に記載さ

れたマリフアナ，道具（paraphernalia），通貨」を対象物とする令状によ

り，宣誓供述書に番号が記載された紙幣と捜索の際にプレインビューの法

理でショットガンが差押えられた事件である。本判決は本法理の適用の可

否についても論じ，本来，令状と宣誓供述書には基本的な違いがあり宣誓

供述書は令状の一部ではないが，宣誓供述書が令状に伴われ（accompany），

令状にその内容を包含するための適切な参照文言を記載されている場合に

は，令状はその宣誓供述書の参照によって適切に解釈されることができる

とした。そして本件では令状に上記の参照文言が記載されていた上，本件

では，令状自体に物理的に宣誓供述書が添付されていたか否かは定かでな

いが，捜索の際，被告人が紙幣の番号のリストを捜査官に示されていた事

実が認められるので，宣誓供述書が現場で対象物選別のために供されてお

り，令状の特定性に問題はなかったとし，これを踏まえて捜索が適法であ

ったのでその過程で発見されたショットガンの差押えはプレインビューの

法理により適法であったとした。

（ 2）　�ヒリヤード事件　United�States�v.�Hillyard,�677�F�2d.�1336�（9th�

Cir.�1982）

　オレゴン州連邦地裁の有罪判決に対する第 9巡回控訴最判所への控訴事

件である。被告人ヒリヤードは，盗難自動車の州際運搬や保管隠匿等の罪

で起訴された。被告人の住居など 3か所の捜索が行われ， 7台の盗難車等

が差し押さえられたが，ヒリヤードはそれらのうち 4台は令状で特定され

ていない対象外の自動車等であるなどと争った。令状は，エンヤート捜査

官の宣誓供述書に基づいて発付され，「その場所で発見される全ての自動

車や重設備を捜索し，それらの自動車が盗まれたものであるか否かについ
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て，ナンバープレートの改ざんの有無その他によって判断することを命じ

る」ものであった。その宣誓供述書には，これまでの捜査や協力者の情報

提供により，ヒリヤードが長期間盗難車両を取扱っていたこと，少なくと

も10台の盗難車がそれらの場所で発見されるであろうこと，ヒリヤードが

多数の偽造ナンバープレートやその取付用具を持っていること，捜索場所

からは，特定された盗難車以外の盗難車も発見されるであろうこと，捜査

官が保持する盗難車両のナンバーの記録によって盗難車の確認も可能であ

ること，などが盗難車両を現場で選別判断する方法や手順等として詳細に

記載されていた。その執行の際，捜査官は膨大な数の車を見分し，すでに

判明していた盗難車に加え， 2台が盗難車であることが確認できたので，

これらの車も差し押さえ，また 1台の盗難車の中から，それが盗まれた日

時や場所を示す地図などが記載されたノートや日誌も差し押さえた。

　本判決は，令状の対象物が盗品や法禁物の包括的な文言である場合であ

っても，保護されるべき物の押収を避けるための基準が示されている場合

には一般的令状とはならず，その基準は，令状自体に記載されているか，

あるいは，一定の情況の下では伴われる宣誓供述書によっても示され得る

とし，その令状は，もし①宣誓供述書が令状に伴われ，②令状が宣誓供述

書を参照すべきことの適切な文言が記載されていればよいとし，本件はこ

れを充たしていたとした。また，ノートや日誌の差押えについては，盗難

車両の中から発見されたものであり，プレインビューの法理によって差し

押さえは適法であるとした。

3 　�2 要件は不可欠の要請ではなく，事案に応じて，何らかの方策に

よって，供述書が捜索現場での対象物特定のために実質的に活か

されていれば足りるとするもの

　（ 2）の判例よりも更に本法理適用の要件を緩和し， 2要件の形式的な

充足性にはこだわらず，事案に応じて，実質的に宣誓供述書の記載が捜索

における対象物の特定のために適切に用いられているか否かを柔軟に判断



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（ 2）　　43

するものである。

（ 1）　�ヘイデル事件　United�States�v.�Haydel,�649�F.�2d�1152�（5th�

Cir.�1981）

　ルイジアナ州中部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 5巡回控訴裁判所

への控訴事件であり，対象物の特定の問題ではなく，捜索すべき場所の特

定が争点となった事案であるが，本法理を適用した事例としてしばしば引

用されるので紹介する。

　脱税・賭博事件について，被告人が起居にも利用していたマクリーンラ

ンド通り4765番地所在の両親の自宅を捜索場所として令状が発付された。

しかしその居宅の真の住居表示は，バイロン通り5466番地であった上，捜

査官は，この居宅は被告人が母と共に営んでいた4769番地所在のアイスク

リームストアなどの店舗を含むビル内の一角にあったため，まずこのスト

アに立ち入った上で被告人の住居を尋ね，キッチンと倉庫部分を通り抜

け，壁を隔てて同じ建物内にある両親の居宅に案内されてから捜索を行

い，両親の寝室から賭博関係の記録が差し押さえられた。その場所は，バ

イロン通りとマクリーンランド通りの接点にあった。被告人は令状の記載

が真実の住居の記載と異なるため令状は無効であると争った。

　令状には 2階建てのビルの写真が添付され，それにビルが二つの通りが

交わる角にあり，アイスクリームストアなどの店舗が 1階にあることなど

の説明も付されていたが，捜索場所である住居部分については停車したト

ラックの影になって屋根しか写っていなかった。宣誓供述書には，更に，

被告人やその仲間達が，マクリーンランド側の入り口から出入りしていた

ことや，情報提供者から「被告人や賭博仲間が，マクリーンランド4765番

地の自宅に，同通り側の入り口から出入りして毎週集まっていた」との情

報も記載されていたが，令状にはこの宣誓供述書の参照文言は記載されて

いなかった。

　判決は，令状に宣誓供述書が物理的に添付されていなければならない，

という要件が一般的には肯定されていることを指摘した上，本件令状の記
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載は曖昧な点もあり，令状自体に宣誓供述書が添付されていたことは窺え

ないとした。しかし，記録に令状が表れる際にはその都度宣誓供述書も表

れていること，令状はかなりの程度で捜索場所を示していたこと，捜査官

が，捜索すべき場所は被告人の住居であることをよく認識していたこと，

仮に被告人が捜査官に確認のために令状を示すことを求めたとしたなら，

捜査官は令状と共に宣誓供述書をも呈示していたものと思われること，な

どを指摘した上で，令状の記載は不動産業者に求められるような技術的な

正確さではなく，捜査官に捜索すべき場所を示す要求が満たされれば足り

るのであり，本件においては，令状を宣誓供述書と接続的（in conjunction 

with）に読めば，捜索すべき場所は被告人の住居であったことは明らかで

あり，令状の記載が完全とまではいえなかったとしても，本件の情況の下

では恣意的な捜索が行われるおそれはなかったとして被告人の主張を退

け，有罪判決を維持した。

（ 2）　�ワグノー事件　United�States�v.�Wuagneux,�683�F.�2d�1343�

（11th�Cir.�1982）

　フロリダ州南部地区連邦地裁の有罪判決に対する第11巡回控訴裁判所へ

の控訴事件である。多様なリコー法違反等の事案であり，被告人ワグノー

経営の建設会社の従業員の福利厚生資金の横領，メールフロード，税金の

不正還付請求等で起訴された。

　被告人の会社に対する捜索差押令状記載の対象物は，11のカテゴリーに

分けて数十品目を列挙した広汎なものであり， 2日間の捜索で， 5万～10

万点の証拠物が押収（全記録の 1～ 2％）された。被告人は令状が特定性

を欠き，その執行も過剰に広汎であったこと，宣誓供述書は令状に添付も

されず，内容が令状に取り込まれていなかったので宣誓供述書による救済

も認められないなどを主張して証拠排除を求め，一審の有罪判決の破棄を

求めた。

　本判決は，対象物の特定性要求の一般論についてクーリッジ，スタンフ

オード，クック，ステイール，ジェイコブ，などを引用し，また，アンド
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レセンの「ジグソーパズル」の判旨を援用し，更に，マロンを引用しつ

つ，アブラムズ事件判決中の，キャンベル判事の「マロンの厳格な特定性

の要求の引用は止めるべき時期に来た」旨の意見も引用した。本件では特

にカテゴリーの中の①で「リベートの支払いと受領に関する記録」という

ものが曖昧であると争われた。本判決は，この用語自体は曖昧ではある

が，前掲ヘイデルを引用し，令状記載の曖昧さは宣誓供述書によって明確

にされるとした。そして，令状の添付と参照文言による内容の取り込みに

ついては，多くの判例がこれを救済法理適用の典型的な判断基準とはして

きたが，すべてのケースについてこの基準が厳格に適用されてきたもので

はないとした。

　そして，①本件宣誓供述書には，被告人が， 3年間でペーパーカンパニ

ーを介することにより，会社と労働組合との間で合計70万ドルのリベート

を授受していたことが記載されていたこと，②宣誓供述書は，捜索場所に

持参されてその場におかれ，捜査官が参照することが可能であり，宣誓者

もそこにおり，いつでも他の捜査官から相談を受けることが可能であった

こと，③事前に，他の捜査官にその内容を説明し，宣誓書を読む機会も与

えていたこと，④令状と差押物の目録は相手方に交付され，宣誓供述書に

ついては捜査の密行性の確保から，その場で交付はされなかったが，後

日，排除の申立てを行う段階には交付されており，被告人は，合理的な時

期に必要な情報は与えられていたこと，⑤令状執行段階においては，必要

な選別を行い，不要な物は差し押さえなかったこと，などを指摘し，本法

理の適用を肯定して令状の特定性に問題はなかったと判示した。

　なお，本判決は，後述のフランクスアリングについても詳細に判示して

いる。

（ 3）　�デール事件　United�States�v.�Dale,�991�F.�2d�1993�U.S.�App.�

LEXIS�6964�（D.C.�Cir.�1993）

　D.C連邦地裁の有罪判決に対する D.C控訴裁判所への控訴事件である。

　政府との契約を有するコンピュータ機器会社の海外取引をめぐる大規模
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な脱税等事件であり，同社の幹部で有罪とされた被告人デールらが様々な

主張をして控訴し，その中で，被告人らの会社事務所に対する大規模な捜

索についての令状が特定性を欠いて無効であったと争った。令状の対象物

の記載は「～を含むがこれに限られない」との文言が付されて極めて広汎

であったが，「シンタニ捜査官の宣誓供述書に示された犯罪のスキームに

関係するその他の記録」という宣誓供述書の参照文言が記載されていた。

しかし，その宣誓供述書が，捜索の現場で被告人らには示されていなかっ

たことから，被告人らは，真に宣誓供述書が特定のために用いられてはい

なかったと主張した。本判決は，「宣誓供述書の内容が令状に包含され，

又は添付されているか，伴われており，あるいは単に捜索の現場に存在す

れば令状の特定性のために供し得る」と柔軟な見地を指摘しつつ，本件に

おいては，宣誓供述書そのものが令状に伴われていた（accompany）とは

いえないが，捜索の指揮官であるシンタニ捜査官は自己が作成した宣誓供

述書を所持しており，捜索開始前に，他の捜査官に対し，捜索計画やその

手続を説明するとともに，捜索開始後に現場で監督し，他の捜査官からの

質問に答え，不要な物は戻させるなど対象物のみを差し押さえるよう指導

をしていたことなどから，本法理の適用を肯定した。

（ 4）　�ジョーンズ事件　United�States�v.�Jones,�54�F.�3d�1285�（7th�Cir.�

1995）

　イリノイ州南部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 7巡回控訴裁判所へ

の控訴事件である。

　被告人はコカインの密売事件で起訴された。捜査官は，おとり捜査によ

って被告人からコカインを購入し，その代金としてドル紙幣を被告人に渡

したが，後日の捜索の際にその紙幣を被告人の住居から押収する目的で紙

幣の番号を全て控えていた。被告人の住居に対する捜索令状発付の資料と

なった捜査官の宣誓供述書には，その紙幣番号が記載されていたが，令状

自体には「米国通貨」とのみ記載され，紙幣番号はもとより，それが記載

されている宣誓供述書の参照文言も記載されていなかった。また，捜索の
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現場で，その宣誓供述書が執行に当たる捜査官に交付されるなど，令状に

伴われているという情況でもなかった。しかし，執行に当たった捜査官は

6名いたが，捜索を指揮したのは宣誓供述書によって令状を請求した捜査

官であり，彼は，他の捜査官が米国紙幣を発見する都度，彼の下にそれを

持参させ，彼が，それらの紙幣の番号をチェックし，宣誓供述書に記載し

ていた紙幣の番号と一致するもののみを差押え，それ以外の物の差押えは

行わなかった。

　本判決は，本件では他の判例が示すような宣誓供述書の令状への添付等

の要件には合致してないものの，この問題の判断は，形だけの厳格さに準

拠すべきではなく，具体的状況を踏まえて実際的な考慮の下になされるべ

きであり，本件の差押えは，第 4修正の要求を合理的に充たす方法で行わ

れたものとして適法であったとし，原審の有罪判決を維持した。

　本判決は，後掲タウン事件判決の後のものであるが，令状に宣誓供述書

の参照文言の記載すらなかった事案について本法理の適用を肯定したもの

であり，タウン事件が示した具体的事案に則した柔軟な判断方法を更に一

歩進めたものとも理解し得るであろう。

4 　�タウン事件　United�States�v.�Towne,�997�F.�2d�537�（9th�Cir.�1993）

判決とそれによる諸判例の分析

　証拠排除命令に対する政府の不服申し立てを却下したカリフオルニア州

東部地区連邦地裁の裁判に対する第 9巡回控訴裁判所への控訴事件である。

　本判決は，この問題について前掲の各判例など多数の判例を分析し，そ

れまでの判例は，ブルームを始めとして，物理的な文書の一体性と，令状

の適切な参照文言の記載の 2要件が必要とするのが主流であったと理解さ

れがちであるが，多くの判例が，この 2要件を不可欠なものとはしておら

ず，物理的な文書の一体性は不可欠でなく，宣誓供述書が令状に伴われて

いれば足りるとしたり，事案によっては令状への参照文言の記すらなく，

あるいは令状が捜索現場に伴われていなくとも宣誓供述書を作成した捜査
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官が捜索現場で対象物の選別の判断の指導等を行っていれば足りるとする

など，具体的事案と情況に応じて更に柔軟な判断を許容していることを整

理・紹介し，それを肯定的に評価している。この問題を網羅的に検討した

極めて重要な判例であり，ラフェイヴも本判決を詳細に紹介・解説してい

る（22）。

　本判決の事案はマリフアナや覚せい剤の密造・密売事件である。令状の

請求手続の際には請求書に「別紙 Bを参照」と記載され，宣誓供述書に

は対象物を記載した別紙 Bが添付されていたことは明らかであるが，裁

判所に保管されていた記録には，令状は含まれていたが別紙 Bは記録内

に残されておらず，これを見る限り，対象物の特定がなされていたことは

記録上明らかでなかった。そのため，地裁では，裁判所保管記録のみを判

断資料とし，令状が特定性を欠いて無効であったことは明らかであり，記

録に残されていない宣誓供述書の別紙 Bを根拠とする宣誓供述書による

救済法理は適用されず，善意の例外法理の適用の余地もないとして差し押

さえられた証拠物を排除した。政府は，令状を請求した際に別紙 Bも提

出し，裁判官もこれを読んだ上で令状を発付したことを裁判官の宣誓によ

って明らかにした上，宣誓供述書に別紙 Bが添付されていた以上，それ

は令状に添付されたことと同一（identical）であるなどと主張し，本法理

の適用を主張した。政府の控訴に対し，被告人は，①宣誓供述書が令状に

物理的に添付され，②令状が参照文言によりその内容を包含していない限

り，令状の特定性の欠如を救済できないと争った。

　本判決は，被告人の主張を否定し，本法理の適用のためには，そのよう

な厳格な 2要件を要求すべきでないとし，宣誓供述書が令状に添付されて

いなくとも，それが捜索執行の際に伴われ（accompany），対象物選別のた

めに適切に用いられているのであれば，許容され，また善意の例外法理の

適用の余地もあるとし，原審ではこの点についての審理が尽くされていな

（22） 　ラフエイヴ第 2巻　613～615頁
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いとして破棄差し戻しした。

　本判決は，この結論を導く上で，本法理についての多数の判例を詳細に

整理分析し，本法理自体は一般的に承認されているものの，その具体的要

件については，曖昧（murky）であるとする。まずブルームが示した宣誓

供述書が令状に物理的に接続して一体の文書となっていることと，令状の

適切な参照文言の記載の厳格な 2要件について，後者については多数の判

例の共通認識となっているものの，前者については，令状と宣誓供述書と

の文書の物理的な一体性までが要求されるか否かについて判例は大きな幅

があって分かれており，令状が明示的な参照文言によって宣誓供述書を包

含しているべきことは必要であるが，宣誓供述書が，令状自体に物理的に

添付されていなければならないか，あるいは添付はされていなくとも伴わ

れていれば足りるのかなどについて，判例は様々であるとする。更には，

令状に宣誓供述書の参照文言が記載されていない場合ですら，宣誓供述書

に含まれた情報が捜索の執行中に捜査官の判断に供されていれば足りると

するものまで多岐にわたるとする。

　これらを踏まえ，宣誓供述書が令状と一体の文書を構成していなければ

ならない，とされてきたことの意味は，これによって捜査官が対象物を適

切に選別するということと，捜索を受ける者が，そのプライバシーの侵害

を受ける範囲について告知されることに主眼があるのであり，宣誓供述書

が令状に伴われていればその目的が実質的に充たされ得るのだから，令状

との物理的な一体性自体を厳格に求める必要はなく「憲法は，ホッチギ

ス，ペーパークリップ，テープやゴムバンドが存在するか否かによって捜

索が適法か否かを判断すべきものとは要求しない」とした。

　本判決は，本法理を「宣誓供述書による救済法理（the principle of cure by 

affidavit）と呼称することとする」，としており，その後，多くの判例に

「cure by affidavit」という概念が用いられるようになり，この概念が判例

法上確立する嚆矢となった（23）。
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5 　�グロー対ラミレズ事件　Groh�v.�Ramirez,�540�U.S.�551;�124S.�Ct.�

1284�（2004）

　本法理が連邦最高裁判所で初めて具体的に検討された事件である。しか

し，本法理の適用要件について，それ以前にはタウン判決が整理分析した

ように柔軟に解する多数の判例が蓄積していたにも関わらず，本判例は宣

誓供述書の参照文言による内容取り込みと携行の 2要件を必要とする厳格

な説に回帰したと読まれる判示をしたことから，ラフェイヴは，本判例を

詳細に分析し，批判的な視点で解説している（24）。

　事案は，アルコール・タバコ・銃器局の捜査官がモンタナ州にあるラミ

レズ経営の牧場の家屋に対して行った捜索について，令状に対象物の特定

の記載がなく違法な捜索であったとしてグローら捜査官を相手どって連邦

地裁に訴訟が提起された。地裁は令状に第 4修正の違反はなかったとした

が，第 9巡回控訴裁判所は，本件令状は特定性を欠いて無効であり，善意

例外法理も適用できず免責は認められないとした。政府の申立てにより事

件は連邦最高裁に移送されたが，連邦最高裁も同様の判示をして原裁判を

維持した。

　捜査は，ラミレズの牧場を何度も訪ねた者から，自動ライフル，手榴弾

などの銃器や爆発物が大量に隠匿されているのを目撃したとの情報提供を

受けたために開始された。宣誓供述書にはそれらの銃器等が列挙され，そ

れらがラミレズの牧場の建物内に隠匿されていることが詳細に記載されて

いた。しかし，これを資料として発付された令状には，対象物はもとよ

り，宣誓供述書の参照文言すら一切記載されず，単に「二階建ての青色の

家屋」と捜索場所のみが記載され，裁判官がその場所に「法禁物」が隠匿

されていると信ずる相当な理由を認めた，としか記載されていなかった。

（23） 　lexis. comの「Federal Court Cases, Combined」のデータベースで連邦裁判
所判例を検索するとこの用語自体で検索されるのは14件のみであるが，実質的
に本法理の適用を検討している判例は極めて多数に及ぶ。

（24） 　ラフェイヴ第 2巻615～620頁
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また，宣誓供述書は封印され，捜索現場に携行もなされていなかった。捜

索の結果，銃器等はなんら発見・押収されなかった。

　捜索の執行の際，ラミレズの妻に対し，令状の写しは交付されたが宣誓

供述書の写しは交付されず，捜査官は，妻に対し，口頭で「箱に入った爆

発物を捜索する」とのみ告げたにとどまっていた。捜索では銃器等は何ら

発見されずに終了し（従ってラミレズは銃器等の罪で起訴されていない），そ

の翌日，ラミレズの弁護士からの要請により，捜査官は宣誓供述書の中の

対象物を記載した頁の写しのみをﾌアックスで送付した。

　本判決の法廷意見は，この事実関係を踏まえ，令状自体には対象物の記

載が一切なく明らかに無効であり，本法理はこれまで判例で認められてい

るが，それは令状に宣誓供述書の参照文言が記載されていることと，それ

が令状に伴われていることの 2要件が必要であるところ，本件はそのいず

れをも充たしていないとした。そして，レオンの善意の例外法理の適用に

関しても，対象物の記載が一切ない本件令状は，一見して無効であり，こ

の法理による免責も認められないとした。なお， 2名の判事は，令状の特

定性は欠如していたが，妻への口頭の告知や翌日の宣誓供述書の写しの送

付，捜索の結果，銃器等はもとより一切の物が差し押さえられなかったこ

となどから，不合理な捜索とはいえなかったなどとして善意例外法理の適

用による免責を認める反対意見を付している。

6 　検討

　本法理についての判例法理の内容と形成過程を見ると，①最も厳格であ

った令状と宣誓供述書の物理的一体性と令状の適切な参照文言の記載を要

求する 2要件説から，②令状と宣誓供述書との物理的一体性までは要求し

ないが，令状に宣誓供述書の参照文言が記載され，宣誓供述書が捜索現場

に伴われていることを必要とするやや緩和された 2要件説，そして③ 2要

件の充足は厳格に要求せず具体的事案に則して宣誓供述書の記載が対象物

の選別のために適切に活用されている状況があれば本法理の適用を柔軟に
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肯定する説，という判例群が発展的に蓄積しつつあったところに，④連邦

最高裁のグロー対ラミレズ事件の判例が登場し，②説に回帰するかのよう

な判示をした，という情況にあるといえよう。

　本法理は，対象物の特定のみならず，捜索場所の特定や嫌疑がかけられ

る犯罪の特定等にも広く適用され得る。ラフェイヴは，本法理の形成過程

やその適用要件等について，厳格に解するものからかなり柔軟に解するも

のまで，多数の判例を分析して詳細な解説をしている。ラフエイブは，ま

ず前掲のブルームを検討し，更に前掲のタウンが示した多数の判例がこの

法理の適用要件について厳格なものから柔軟なものまで多岐に分かれてい

ることを分析した上で，「連邦最高裁は，グロー対ラミレズで，かろうじ

て網羅的検討を始めた。この判例の多数意見は，内容取り込みと携行の 2

要件が必須である，と読まれるため，批判が強い。しかし，この事案は，

令状の差押え対象物を記載すべき箇所に誤って捜索すべき場所を記載して

しまったため，令状自体には対象物の記載が全く欠けていたというもので

あり，この 2要件は，このような特異な事案に関する限りで必須とされた

とみるべきである。この判例が，将来のすべての事案について，令状の特

定性が欠如した令状について，宣誓供述書内容の取り込みと捜索場所での

携行を伴わなくとも，正確な記載のなされた記録によって補完できるか否

かまでに及ぶとまではいえない」と解説している。

　このようにラフェイヴが，グロー対ラミレズは特異な事案に対するもの

であってこれを一般化することは適切でないと強調していることにも照ら

せば，本法理適用の要件については連邦最高裁レベルではまだ確立したも

のがあるとはいえず，今後の更なる判例法理の蓄積と発展があるであろ

う。しかし，本法理適用の具体的要件は連邦最高裁レベルではまだ十分に

確立していないとはいえ，本法理は，令状の特定性に問題がある事案にお

いて，捜査における真実解明のための証拠物の的確な押収と，それを受け

る者に対する修正 4条の保護とを調和させるために効果的に機能するもの

として既に定着・確立していることは疑いがない。
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 （以下次号）




