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第 2　フランクスヒアリング

　令状の特定性の欠陥が宣誓供述書によって救済されるのとは逆に，令状

やその発付の資料となった宣誓供述書の記載自体は外見上適切なものであ

ったとしても，その記載内容に虚偽があったり，あるいは被告人側に有利

な情報が意図的に削除されており，仮にそのような虚偽等のない真正な宣

誓供述書が裁判官に提示されていたとしたら，裁判官がこれに基づいてそ

の令状を発付していたか否かに疑義が生じる場合がある。そして，このよ

うな令状によって証拠物が差し押さえられた場合に，被告人が，令状が内

容虚偽の宣誓供述書に基づいて発付された無効なものであると主張し，証

拠物の返還や排除を求めて，その虚偽性を明らかにするためのヒアリング

を申し立て，あるいはこの申立てが認められずに有罪判決がなされた場合

に上訴によってその違法を主張して有罪判決の破棄を求めるということが

しばしばなされてきた。この問題について，かつては，令状請求は捜査官

が秘密裡に行う一方的な（ex parte）手続であり，令状を発付した裁判官

の判断の適否をこのようなヒアリングによって争うことは許さないとする

判例と，これを許す判例とが混交していた。この問題に連邦最高裁として

Dist. LEXIS 71818 （2013）
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
　　 1　各判例の内訳等
　　 2　詐欺性充満の概念が判示中に現れる連邦最高裁判例
　　 3　非刑事事件における詐欺性充満の概念の用いられ方
　　　（ 1）　古い時期の判例
　　　（ 2）　その後の判例

（以下次号）
＝＝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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明確な判断を示し，一定の厳格な要件の下にこのようなヒアリングを許容

する重要な判示をしたのが，1978年のフランクス対デラウエア事件判決で

ある。以来，このヒアリングは「フランクスヒアリング」と呼称され，実

務上極めて頻繁にこの申立てがなされている（1）。

　このヒアリングが申し立てられる場面は，主として宣誓供述書に虚偽等

がなく真実の記載がなされていたら相当な理由が存在していたか，という

ものが多数を占めるようであるが，本稿の主題である令状の特定性の問題

についての前述の一般論や後述の詐欺性充満法理に関する判例に目を通す

だけでも，フランクスヒアリングの申立てがなされている事案は多数に及

ぶ。以下にフランクス対デラウエア事件の連邦最高裁判例の概要を紹介す

るとともに，本稿で検討した判例に表れたものを中心として，いくつかの

主要な判例を紹介することにより，フランクスヒアリングの内容や適用の

実情の一端を概観することとしたい。

1 　�フランクス対デラウエア事件連邦最高裁判例　Franks�v.�Delaware,�

438�U.S.�154;�98�S.�Ct.�2674�（1978）

（事案の概要）

　被告人フランクスは，デラウエア州の一審裁判所で強姦，誘拐，侵入盗

の罪で有罪とされた。その裁判では，令状により被告人自宅から差し押さ

えられた衣服とナイフが有罪の決め手となった。宣誓供述書には，被告人

が勤務していたユースセンターの 2名の職員が，被告人の身体の外見や，

被告人が着用していたズボン，コート，帽子などの特徴を詳細に捜査官に

述べたこと，それらは被害者が捜査官に述べた犯人の身体や衣服の特徴と

一致していることなどが詳細に記載されていた。被告人は，宣誓供述書に

（ 1） 　Lexis.comの判例データベースで「フランクスヒアリング」で検索される判
例は，2014年 7月現在で，「Federal Court Cases, Combined」の連邦裁判所に
ついては2853件，「State Court Cases, Combined」の州の裁判所については904
件の多数に及ぶ。
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記載された事実に虚偽があったと主張し，本件においては，①宣誓供述書

に記載されていた被告人の勤務先の上司 2名は，宣誓者である捜査官に対

して直接に供述して情報を提供したのではなく，他の捜査官に対して話し

たに過ぎなかったこと，②そのうちの 1名は人物名の取り違えがあったこ

と，③宣誓供述書に記載された情報と彼らが提供した情報とは異なる点も

あったこと，④このような宣誓供述書の不正確な記載は不注意によるもの

でなく捜査官の悪意によるものであったと主張し，それを証明するために

ヒアリングを申し立てて捜査官や情報提供者の証人申請をした。しかし一

審はこの申立てを棄却し，州の最高裁も，いかなる情況であっても被告人

には捜査官が令状を取得するために用いた宣誓供述書の正確性について争

う権利は有しないとして原審の判断を維持したため，被告人の申立てによ

り連邦最高裁に移送された。連邦最高裁は，その令状に基づく証拠物を採

用したことは軽微な違法とはいえず，本件の具体的状況の下では，令状の

発付と執行後に宣誓供述書の正確性を攻撃することは許されるとして，州

裁判所の判断を破棄した。

（本判決の要旨）

　本判決は，まず，本件は，被告人が，一方当事者のみによる捜索令状発

付の後の刑事手続において，修正 4条及び14条に基づき，令状発付の根拠

となった宣誓供述書の事実記載の正確性を争うことができるか否かという

重要かつ長年にわたる問題を呈示する事案だとする。そして，この問題

は，これまで19ないし21の州の裁判所が宣誓供述書の正確性の弾劾を許容

しており，現在，この申立てを一切認めない州は11に過ぎないことなどを

指摘する。これを踏まえ，政府が主張する，①捜査段階の当事者による一

方的（ex parte）な手続についてまで証拠排除法則を及ぼすことは排除法

則の過度の拡張であること，②令状を発付した裁判官の判断は尊重される

べきこと，③このような申立てを認めれば被告人が有罪無罪の事実認定の

争いを令状発付手続の場面にまで持ち込ませることになること，などの反

論を検討した上で，これらの反論にも相当な合理性は否定できないとしつ
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つ，かといって，いかなる場合にもこの申立てを認めないとすることは，

令状に相当な理由を要求する本来の意義が損なわれ，捜査官の策略による

不正確な宣誓供述書による令状取得に対する歯止めがなくなることなど，

詳細な検討によって政府の主張は全面的には支持できないとした。

　そして，これらの検討を踏まえ，このような申立てに基づくヒアリング

が認められる要件について次の判示（骨子）をした。

「虚偽の供述が，故意に，又は事実の重大な見落とし（reckless disregards）（2） 

によって宣誓供述書に含まれ，そのような虚偽の供述が相当な理由の存在

のために必要なものであったことを被告人が事前に実質的に示した
（makes a substantial preliminary showing）場合には，修正14条と修正 4条に

基づいて，被告人の申立てによるヒアリングが必要である。このヒアリン

グを命じるためには，申立人は単なる証人尋問を期待するだけでは足り

ず，決定的（more than conclusory）な主張をなすべきであり，虚偽である

ことの指摘は，宣誓供述書の中の虚偽である部分をその理由と共に特定す

べきであり，また，それらを立証する証拠の提供を伴うものでなければな

らない。これらの要件が充たされて，仮に虚偽の供述とされる部分が除外

されたとして，その余の部分のみでも相当な理由を認め得る場合にはヒア

リングは必要でないが，その余の部分のみでは相当な理由を認めるに不十

分である場合には，被告人はヒアリングの機会を付与される。このヒアリ

ングを実施した後，被告人が，虚偽の供述が故意に又は事実の重大な見落

としによって宣誓供述書に含まれ，そのような虚偽の供述が相当な理由の

存在のために必要なものであったことを証拠の優越によって証明した場合

には，令状は無効とされ，その執行によって得られた果実は，令状に相当

な理由が欠如していた場合と同じ範囲において排除される」

　これを踏まえ，本件において州の最高裁判所の判決を破棄し，更なる審

理を命じた。

（ 2） 　この用語は「認識ある過失」あるいは「事実の重大な見落とし」などの訳が
考えられるが本稿では後者による。
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2 　主な判例

　フランクス対デラウエア事件の連邦最高裁判例は，宣誓供述書の虚偽性

による無効の主張に対してヒアリングが認められる要件を示したが，この

要件は厳格である。このヒアリングが申し立てられる事案は膨大な数に及

ぶが，実際にこの申立てが認められる事例は多いとはいえないようであ

る。本稿では，詐欺性充満の法理に関して検索された130数件の連邦裁判

所の判例の中に含まれるフランクスヒアリング（以下「本ヒアリング」とい

う。）が問題となったものを中心とし，これが認められた若干の事例の紹

介することにより，この判例法理の実務における適用場面の一端を概観す

ることとしたい。なお，フランクスヒアリングが申し立てられる主な理由

としては，宣誓供述書に虚偽の記載等があるため令状発付の相当な理由が

認められないというものが大半であって，本稿の主目的である令状の特定

性の要求の問題に直接的に関係するものは少ないようである。しかし，令

状の無効を主張する理由について，被告人側は主張可能なあらゆる理由を

重畳的ないし予備的に申し立てるのが常であり，本稿で検討した上記の判

例の中にもフランクスヒアリングが申し立てられたものが多く含まれてい

る。

（ 1）　�ベネット事件　Unite�States�v.�Bennett,�905�F.�2d�931�（6th�Cir.�

1990）

　テネシー州中部地区連邦地裁が，本ヒアリングに基づく証拠排除の申立

てを棄却したことに対する第 6巡回控訴裁判所への控訴事件であり，本判

決は宣誓供述書の記載に虚偽があり，証拠排除の申立ては認められるべき

であったとして破棄差し戻した事案であるため，頻繁に引用される重要判

例である。

　事案は，被告人自宅及び倉庫に対する捜索差押令状が執行され，対象物

である違法薬物やその道具類は発見されなかったが，銃器が発見されたた

め被告人は銃器の不法所持により起訴された。

　その令状発付の根拠となった宣誓供述書には， 3日以内前に，捜査官



48　　比較法学 49巻 3号

が，匿名の情報提供者からの情報として，同人が被告人の自宅と倉庫でマ

リフアナ入りのバッグ数個や銃器を目撃したこと， 1週間前の夜に，別の

捜査官が，別の情報提供者から，被告人が大量の荷物を自宅に運び込んで

いるのを目撃したとの情報を得たことなどが記載されていた。

　被告人は，捜査官の得た情報内容は虚偽であり， 1週間前の夜には被告

人はラスベガスにいて荷物を自宅に運び込むことなどできなかったなどと

主張し，これらの主張に基づいて本ヒアリングが実施された。捜査官に対

する尋問で，情報提供者が被告人自宅や倉庫内で自ら直接マリフアナを目

撃したというのは事実に反し，外出した被告人が自宅に戻ってきたときに

マリフアナを渡されたにすぎず，自宅内や倉庫にマリフアナがあったとい

うのは推測にすぎなかったことが明らかになった。本判決は，宣誓供述書

の記載が虚偽であり，故意に，又は事実の重大な見落としによって記載さ

れたことを被告人は証拠の優越によって証明したものであるとし，この虚

偽部分を除外すれば令状の相当な理由は充たされないとした。そして，地

裁においては既にフランクスヒアリングが十分に実施されていたので，更

なるヒアリングは不要であり，被告人には証拠排除の申立てが認められる

べきであるとして，地裁の判断を破棄差戻しした。

（ 2）　�ビラー事件　United�States�v.�Vilar,�2007�U.S.�Dist.�LEXIS�26993�

（S.D.N.Y.�2007）

　ニューヨーク州南部地区連邦地裁の判決で，本ヒアリングの申立てを認

めてこれを実施した事案であり，令状の特定性，詐欺性充満の法理の適用

の可否，本ヒアリングの要件，令状の部分的無効の法理，善意の例外法

理，詐欺性充満の法理の適用等について詳細な判示をした重要事件であ

る（3）。

　事案は，被告人ビラーが経営する投資会社におけるニューヨーク，サン

（ 3） 　有効部分と無効部分の区別の法理については，本稿56頁以下，善意の例外法
理については本稿64頁以下で検討する。
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フランシスコ，英国，パナマ等を舞台とした大規模な証券詐欺，メイルフ

ロード，ワイヤーフロード，投資詐欺等の犯罪事実が起訴された。捜査

は，数名の投資家を被害者とし，被告人らが契約に違反して投資を償還せ

ず数百万ドル単位の損害を与えたという嫌疑に基づいて行われ，同会社の

イギリスの支店に対しては捜査共助により，国内のオフイスについては郵

政捜査官による捜索差押令状と大陪審サピーナによって膨大な証拠物が押

収された。ニューヨークのオフイスの捜索では，包括的文言も含む令状に

より170カートンの記録類やコンピュータのハード・ソフト関係の全関連

物が差し押さえられたが，これらは事務所に存在するあらゆる物の 7割近

くに及び，事件と全く無関係な写し類や個人の私的な物を除き，事務所に

事実上存在したすべての記録類等であった。

　被告人は，相当な理由の欠如や令状が特定性を欠いた一般的なもので無

効であることなど，証拠物獲得手続過程の様々な違法を主張したが，その

一つとして令状発付の根拠となった捜査官の宣誓供述書に虚偽が含まれ，

犯罪の嫌疑の相当な理由を欠いていたとして本ヒアリングを申し立て，証

拠の排除を申し立てた。

　被告人の主張は，宣誓供述書では，被害者は投資についてなんらの償還

もなされず全面的に損害を受けたとされてはいるが，実際には，ある被害

者は数百万ドルの償還を受けた事実があり，他の被害者も定期的な償還を

受けており，償還を受けるのに支障はなかった事実があったにも関わら

ず，捜査官はこれらの事実を宣誓供述書に記載していなかったのは，意図

的あるいは事実の重大な見落とし（reckless disregard）であるというもの

であった。ヒアリングにおける捜査官の証言は，償還の事実を知ってはい

たが，それは捜査中の事件以前の古い時期のものであったことなどから，

宣誓供述書に記載することに全く思いが至らなかったもので，裁判官をミ

スリードする意図は全くなかったなどというものであった。

　本判決は，本ヒアリングの要件について「事実の重大な見落とし」とは

具体的にどのようなことを指すのかについて，これまでの判例では定まっ
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ていないとしつつ，被告人がこれを証明するためには，宣誓供述書の主張

の真実性について重大な疑い（serious doubts）を生じさせることが必要で

あるとの判断基準がこれまでの判例で有力な流れであるとするなど，多数

の判例を詳細に分析紹介している。

　そして本件については，宣誓供述書に過去の投資の償還に関する事実の

記載がなかったことは認められるが，捜査されていたのは，最近の投資詐

欺に係る嫌疑であったため，この記載を欠いた理由についての捜査官の供

述は信用できるとした上，更に，仮にこの記載の欠落部分を考慮に含める

としても，宣誓供述書はなお犯罪の嫌疑を示すに十分であり，相当な理由

の存在に関しては，令状は有効であるとした。

　なお，本判決は，被告人のその他の主張について，令状の対象物の記載

の特定性の欠如について，後述のとおり善意の例外法理の適用は否定した

が，令状記載の対象物のカテゴリーごとに詳細に検討し，特定性が充たさ

れているものとそうでないものを区別し，後者に基づいて差し押さえられ

た物のみの排除を認めた。特定性が認められない部分について，政府は善

意の例外法理の適用を主張したが，それらの部分は一見して無効であると

して判決はその適用を否定した。また，政府は，被告人らの会社の投資ビ

ジネスに詐欺性が充満していたので包括的な差押が許容されるとも主張し

たが，本判決は，詳細な検討をしてこの適用は否定した（4）。

（ 3）　�アレン事件　United�States�v.�Allen,�481�Fed.�Appx.�308�（9th�Cir.�

2012）

 ワシントン州西部地区連邦地裁の有罪判決に対する第 9巡回控訴裁判所

への控訴事件である。被告人アレンは自宅での銃器不法所持で起訴された

が，捜索差押令状の根拠となった宣誓供述書に虚偽があったとして本ヒア

リングを申し立て，押収された銃器の証拠排除を求めたが原審ではこれが

棄却，有罪とされたため控訴した。本判決は，宣誓供述書にはラムゼイと

（ 4） 　詐欺性充満の法理についての本判決の判旨については本稿第 4回で紹介する。
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いう女性が被告人自宅で銃器所持を目撃したことが記載されており，その

記載の表面上は相当な理由が認められるとした。しかし，被告人は，ラム

ゼイには捜査官に対する虚偽陳述の嫌疑がかけられており，捜査官はその

ことを認識していたか認識すべきであったこと，捜査官は，ラムゼイの供

述には前後の一貫性がなく捜査官に供述した際に覚せい剤使用の影響下に

あったこと，捜査官が被告人自宅に到着する直前にラムゼイが覚せい剤使

用道具の入ったバックパックを自宅近所に隠匿したことなど，捜査官に嘘

をついている可能性を示す事実を知っていながらこれを宣誓供述書に記載

しなかったことなどを主張しており，これらに照らせば，本ヒアリングの

実施が認められるべきであったとして，これを棄却した原判決を破棄して

その実施を求めた。

（ 4）　�カルドーザ事件　United�States�v.�Cardoza,�713�F.�3d�656�（D.C.�

Cir.�2013）

　ワシントン DC連邦地裁が本ヒアリングを認め，宣誓供述書が虚偽であ

ったとして証拠排除したことに対する政府の DC巡回控訴裁判所への控訴

事件であり，本判決は，宣誓供述書に虚偽はあったが，それを除いた部分

でも相当な理由を認めることができたとして原審の証拠排除命令を破棄し

た。

　警察官が，駐車違反中の車両の外に被告人カルドーザとアンガーの 2名

が立っており，相互に手を伸ばしあっているのを認めて近寄ったが，両名

は既に車の中に入っていたので下車を求めたところ，カルドーザが座って

いたシート上にマリフアナの煙草 1本，アンガーが座っていた隣のシート

に4.3グラムのコカインが入ったビニール袋を発見したため両名を逮捕し

た。逮捕に伴う捜索により，カルドーザから使い捨て用の携帯電話 3個，

三つに分けられた合計2880ドルの現金，マリフアナ入りのビニール袋，野

球の開催地やドルの金額が記載された紙などを差し押さえた。また，逮捕

された際にカルドーザが陳述した住居は，現在は居住しておらず真の住居

は別のアパートであることや，過去に密売目的でのマリフアナ所持の前科



52　　比較法学 49巻 3号

があることも判明した。警察は，これらの情況から，違法薬物の所持や密

売，違法な賭博の嫌疑でカルドーザのアパートを捜索場所とする令状の発

付を受け，200グラムのコカイン，300グラム以上のマリフアナ，拳銃，10

万ドル以上の現金，違法薬物の計量や包装道具等を差し押さえた。これら

の捜査によりカルドーザは違法薬物の密売目的所持や拳銃の不法所持等の

罪により起訴された。カルドーザは，上記令状による捜索は，令状発付の

ための宣誓供述書が虚偽であったとして，証拠排除を求めるために本ヒア

リングの実施を申し立て，地裁はこれを認めてヒアリングが行われた。そ

の結果，地裁は，宣誓供述書の中に記載された，①カルドーザらは相互に

手を伸ばしてお互いの体に触れていたと記載があること（事実は手を伸ば

しあっていたに留まる），②カルドーザとアンガーから押収されたビニール

袋はいずれも同じような不自然な形態であったこと，③発見された多額の

現金についてカルドーザが「野球賭博の掛け金だ」と申し立てたこと，④

これらから警察官はカルドーザが賭博の掛け金の取り立て，払い戻し等の

台帳や現金を所持していたと疑われたこと，の 4点が事実と異なる虚偽で

あったとのカルドーザの申立てを認め，これらは事実の重大な見落としで

あるとし，これらの虚偽部分を削除すれば宣誓供述書は相当な理由を示す

に至っていなかったとして，証拠排除を認めた。

　政府は控訴し，地裁が虚偽と判断したことの誤りと，仮にこれらの虚偽

とされる部分を削除したとしても，その余の部分のみで相当な理由は認め

られると主張した。

　本判決は政府の主張を認め，相当な理由の存在は宣誓供述書に記載され

たすべての情況に照らして実際的で常識的な判断により評価されなければ

ならない，とした上，本件の宣誓供述書によれば，虚偽とされる部分を削

除したとしても，カルドーザの逮捕時の挙動や車内での証拠物の発見状

況，4.3グラムのコカインであっても，密売レベルの量であること，多額の

現金や 3台の使い捨て用携帯電話の所持，虚偽の住居の告知，同種前科の

存在などの事実に照らせば，カルドーザが違法薬物の取引に関与していた
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というかなりの可能性が認められる上，違法薬物を取引する者は，薬物や

道具類，武器などを住居に隠匿するのが通常であることにも照らせば，カ

ルドーザの住居に対する捜索差押令状の発付には相当な理由が認められる

とし，地裁の証拠排除決定を破棄した。

（ 5）　�マクマートレー事件　United�States�v.�Mcmurtrey,�704�F.�3d�502�

（7th�Cir.�2013）

　イリノイ州中部地区連邦地裁が本ヒアリングの申立てを却下したことに

対する第 7巡回控訴裁判所への控訴事件であり，正式のフランクスヒアリ

ングの実施を行うかどうかを判断するための「予備フランクスヒアリング
（pre─Franks hearing）」が行われ，被告人の宣誓供述書の虚偽性の主張に対

し，政府が捜査官の証人尋問をして虚偽性を否定したが，被告人側にその

証人に完全な反対尋問をさせないまま，本ヒアリングの要件は満たしてい

ないとして申立てを却下したため被告人がその不当を主張して控訴した。

　事案は，被告人マクマートレーが自宅で 5グラム以上のコカインと銃器

の不法所持で起訴されて180か月の懲役刑を宣告されたが，有罪の証拠と

なった証拠物の差押えの根拠であった宣誓供述書の虚偽性が争われた。令

状は，バリッシュ捜査官の宣誓供述書に基づいて発付され，それには，西

エイクン通り「1514番地」の被告人自宅で密売が行われており，捜査協力

者がその家で被告人から薬物を譲り受けたことやその家の外観等の特徴が

詳細に記載されていた。ところが，バリッシュ捜査官の宣誓供述書が作成

される前に，レーン捜査官による宣誓供述書も作成されており，それは被

告人の住居について「1520番地」と異なる記載がされていたが，犯罪の嫌

疑についての記載内容は，住居の外見や捜査協力者による薬物の購入状況

など，ほとんどバリッシュ捜査官による宣誓供述書と一致しており，これ

に基づいて既に捜索差押令状が発付されていた。しかし，その令状は執行

されないまま，バリッシュ捜査官の宣誓供述書に基づいて，「1514番地」

を捜索場所とする新たな令状が発付され，これに基づいて捜索が執行され

て証拠物が差し押さえられた。被告人は，証拠開示によりこれら 2通の宣
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誓供述書の存在と内容を知り，これらは相互に矛盾するものであり，バリ

ッシュ捜査官は，そのことを隠して虚偽の記載をした自己の宣誓供述書に

よって違法に令状の発付を受けたと主張して本ヒアリングを申し立てた。

　地裁は，正式のフランクスヒアリング実施の判断をする前に，予備フラ

ンクスヒアリングを実施し，政府の申請によりバリッシュ捜査官の証人尋

問が行われたが，同捜査官は，レーン捜査官も自分も，それぞれ被告人の

密売の捜査を行っていたが，それぞれ異なる家を密売所と考えて捜査して

いたこと，そのことが分かったので，双方が集めた情報を整理し，1514番

地の家の方に捜査協力者を差し向けて購入をさせ，その家が被告人の密売

場所であることを確認できたため，そこを捜索場所として新たな令状を得

たものであり，宣誓供述書に虚偽はなかったと供述した。

　ところが，弁護人がバリッシュ捜査官に対する反対尋問を開始したとこ

ろ，地裁は，それは正規のフランクスヒアリングにおいて許容されるべき

ものであり，予備フランクスヒアリングでそのような反対尋問は許されな

いとした上，被告人側の主張内容では正規のフランクスヒアリング実施の

要件を満たさないとしてその実施申立てを却下した。

　本判決は，この地裁の判断を覆したが，その前提として，予備フランク

スヒアリングが開かれる場合はあるが，それは，本来，被告人のため正規

のフランクスヒアリングを実施するための要件確認を可能とすることにそ

の目的があるのであり，それに反して予備フランクスヒアリングを，政府

側が正規のフランクスヒアリングを実施させない理由を補強する機会にさ

せ，政府側の証人に反対尋問も許さないとすることは，その本来の目的を

逸脱するものであって許されないとした。これを踏まえ，本件では正規の

フランクスヒアリングの実施が必要であり，そこにおいて政府が二つの令

状発付の矛盾点について全面的に説明し，それに対して被告人側に十分な

反対尋問と反証の機会が与えられなければならないとして地裁の判断を破

棄した。
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3 　検討

　本ヒアリングがなされる実質的目的は，宣誓供述書記載内容の虚偽性を

示すことにより令状が違法無効であるとし，差し押さえられた証拠物の証

拠排除や返還を求め，最終的に公訴棄却や無罪を勝ち取ることにある。連

邦刑事訴訟規則41条「捜索差押え」では，（g）項で違法な捜索によって差

し押さえられた物についての返還の申立て，また（h）項では，それらの証

拠物の証拠排除について同規則12条に基づく申立てを定めているが，12条

は，その申立ては公判の前になされるべきことを規定している。判例を概

観すると，通常，この申立ては捜索差押えがなされた後，公判前に本ヒア

リングの申し立てに伴ってなされることが多いようである。しかし，これ

が却下され，当該証拠物が排除されず有罪認定の証拠として用いられた場

合，被告人は有罪判決に対して控訴するに際し，本ヒアリングの申立てを

却下し，排除されるべき証拠が排除ないし返還されなかったことの違法性

を主張して有罪判決の破棄を求めることも多いようである。ちなみに，マ

クマートレー事件においてもアレン事件においても，一審では本ヒアリン

グの申立てを却下されたが，被告人は，本ヒアリングを踏まえた証拠排除

の申立てを却下されたことに対する控訴申立ての権利を留保するとの条件

を付した上で有罪答弁を行い，有罪判決がなされた後にこの留保条件に基

づいて控訴がなされている。

　前記の概観を踏まえると，本ヒアリングは，フランクス対デラウエア事

件の連邦最高裁判例の以前から，多くの州の裁判所でかなり幅広く実施さ

れていたが，同判例によって更にこの制度が定着し，被告人側が捜索差押

えの違法性を主張するための有力な論拠として定着し，頻繁に活用されて

いることが窺える。その申立件数は極めて多数に及び，その申立ては，単

独の主張としてではなく，まず，令状や宣誓供述書の記載自体が特定性や

相当な理由の要求を満たしていないことを主張し，更に仮に令状や宣誓供

述書の記載の表面上はそれが肯定されるとしても，宣誓供述書の内容に虚

偽があったとして，本ヒアリングを申し立て，それを踏まえて証拠排除を
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求める，という形で展開されることが極めて多い。

　申立件数は極めて多数に及ぶが本ヒアリングの実施が認められる例は少

なく，連邦最高裁が示した虚偽ないし事実の重大な見落としと，それらの

部分を削除したその余の部分のみでは相当な理由等が充たされないことの

2要件は被告人側にとってかなり高いハードルのように思われる。しか

し，申立てが認められる事件の数は多くないとはいえ，被告人が無罪等を

勝ち取るための有力な争いの手段として，本ヒアリングは連邦判例法上の

確たる地位を占めていることには疑いがない。

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）

　令状が特定性を欠くなどの理由によって無効とされても，そのために当

該令状の全てが無効で全ての差押物が証拠排除されるのか，あるいは，令

状の一部が特定性を充たしていればその部分は有効であり，有効部分に基

づいて差押えられた物は排除されないのではないか，という問題がある。

この問題については，判例の集積により、令状の一部が無効であっても他

の部分が有効であれば，排除は無効な部分によって差し押さえられた物に

限定されるという法理が確立しており，既に見てきたアンドレセン，ジョ

ージ，ビラー，シリングなどの判例でもこの法理の適用が争点となってい

る。この法理は「redaction（編集）」あるいは「severance（分離）」などの

語でも表現されており，特定性の問題に限らず，相当な理由の欠如その他

令状が無効とされる様々な場面で適用され得る。

　ラフエイヴは，第 2 巻641頁以下でこの問題を「部分的無効（partial 

invalidity）」という標題で論じているので，本稿では「部分的無効の法理」

との呼称を用いることとする。ラフエイヴは，これに関する指導的な判例

としてカリフオルニア州最高裁判所のアデイ事件（Aday v. Superior Court 

55 Cal. 2d. 789, 13 1961）を挙げ，「令状が指摘の点で欠陥があったとしても

その全体が無効となる訳ではない。～令状の無効な部分は，わいせつ性が
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認められて明示された文書とは区分が可能（severable）である。しかし，

だからといって，いかなる場合にも無効な部分が他の部分と区別され得る

というものではない。令状が本質的に一般的なものであり，特定されてい

るのが僅かな一部のみに過ぎないのに，その特定部分については救済され

るであろうとの期待の下に大規模な差し押さえが行われるのは令状手続の

濫用であって許されない」との判旨を引用し，これを妥当とする。そし

て，「令状が相当な理由に基づいて発付され，差し押さえられるべき物と

して特定されているにもかかわらず，宣誓者あるいは裁判官が，それ以外

の物の差押えについて判断の誤りがあったという理由のみで令状全体を無

効とするのは劇薬（harsh medicine）であって妥当でないとし，部分的無効

の法理を肯定している。これに関する判例も極めて多数に及ぶが，以下

に，本稿の主目的である特定性の要求に関して検討した判例の中に見られ

るこの法理の検討・適用例の幾つかを紹介する。

1 　部分的無効の法理による救済を認めた判例

　次の各判例は，令状の有効部分と無効部分を区別し，前者に基づいて差

し押さえられた物については排除されないことを示した例である。

（ 1）　�トーチ事件　United�States�v.�Torch,�609�F.�2d�1088�（4th�Cir.�

1979）

　ウエストバージニア南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。

　被告人トーチはペンシルバニアで猥褻フイルムを販売していた会社のセ

ールスマンであった。捜査官は，情報提供者から被告人が販売した「Dog 

Fucker」という獣姦ものの猥褻フイルムの提供を受け，これに基づいて

令状を取得し，令状には「ルートブック，インボイス，現金販売・信用販

売のメモ，その他のこれに類する記録類を含む，猥褻で淫らなフイルムの

州際間での販売，頒布，運搬に関する記録類，及び「Dog Fucker」のラ

ベルを張られた猥褻フイルムを含む類似の猥褻で淫らなフイルムや雑誌そ
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の他の記録物」などの品目が記載されていた。この令状によりトーチが使

用した自動車や会社の倉庫が捜索され，トーチと会社の猥褻物の運搬に関

する業務記録類と，「Dog Fucker」という猥褻フイルムやそれ以外の猥褻

フイルム等も差し押さえられ，被告人は，猥褻物の販売目的の州際運搬の

罪で起訴された。被告人は令状が過剰に広汎であったとして排除を申立

て，特に，第 1修正による保護が推定される物が対象である場合には，特

定性の要求はより厳格となると主張した。地裁は，差し押さえた物は，①

被告人と会社の猥褻物の運搬等に関する業務記録類と，②猥褻物とされる

物そのもの，とに区別されるとし，前者についての令状は有効であるとし

たが，後者については，特定された「Dog Fucker」のフイルム以外のフ

イルムや雑誌等に関しては無効とし，本判決もこれを支持した。

　本判決は，スタンフオードなどを引用し，猥褻物に当たるかどうかの判

断は現場での捜査官の判断に委ねられてはならないことを指摘する一方，

第 1修正の問題が含まれない場合には，特定性の要求は実際的でよく，特

定性の要求は具体的状況によって異なるし，対象物の特定は，柔軟性の実

際的余地が認められるとし，上記の結論とした。

（ 2）　�クック事件　Unite�States�v.�Cook,�657�F.�2d�730�（5th�Cir.�1981）

　海賊版ビデオテープ販売の著作権法違反事件であり，テキサス州南部地

区連邦地裁が全ての証拠物を排除したことに対する政府の第 5巡回控訴裁

判所への控訴事件である。

　映画の海賊版テープの大量な作成・販売の事案であり，本件の令状の記

載する差押えの対象物は「映画が電磁的に移転され記録されたカセット」

「宣誓供述書に記載された映画に限られない違法に取得されたフイルム」

という特定性のない包括的なものであったが，宣誓供述書の参照文言は記

載されていた。そして，令状発付の根拠となった宣誓供述書には，ジョー

ズ，スターウオーズ，ロッキー，など12本の映画が違法に複製されたもの

として記載されていた。しかし，捜索においては，これらに限られない合

計1300点以上の証拠物が差し押さえられた。その宣誓供述書は令状に添付
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されており，執行の際に参照できていた。地裁では，この令状は許容され

ないほど一般的であったとして，差し押さえられたすべてのテープを排除

したため政府が控訴した。

　本判決は，本件では，令状の対象物の記載は特定性を欠いており，一般

的なものであったとしつつ，原審判断を一部変更し，特定されている部分

とそうでない部分とが区別できるなら後者の部分の対象物のみが排除され

るべきであるとした上，ロッキーなど宣誓供述書によって特定されている

映画のテープについては，排除すべきではなく，他の特定されていなかっ

た物のみの排除を認めた。

　本判決は，この判断を導くに当たって「令状に無効な部分があってもそ

れが全てでない場合に全証拠を排除すべきか否かについては，当巡回区で

も他の巡回区でもまだ判断されていない」としつつ，上記アデイの判決や

前記のラフエイヴの指摘を引用している。　

（ 3）　�クリステイーン事件　United�States�v.�Howard�Christine,�687�F.�

2d�749�（3th�Cir.�1982）

　原審ニュージャージー州連邦地裁が差し押さえられた証拠物のすべてを

排除したことに対する政府の再考の申し立てが却下されたため，政府が第

3巡回控訴裁判所に控訴した事件である。

　都市開発を巡る公的住宅ローンの融資詐欺等事件の捜査で虚偽陳述罪の

嫌疑に基づき被告人クリステイーンら経営の会社事務所が捜索された。そ

の令状は「すべてのフオルダや記録類」などを頭に冠した 5項目に多数の

証拠の品目を並べ，その中で「住宅ローンと関係する」を付した項目には

期間の限定をせず，「住宅ローンと関係する」という形容が付されていな

い項目については，単に「1977年 1月から現在まで」の期間のみを付した

ものが対象物として記載され，相当な理由を示す事情としては， 2名の情

報提供者からの被告人らの詐欺と担当官への贈賄のスキームなどの情報内

容が記載されていた。この令状の執行により，過去数年間に及ぶ被告人の

会社の実質的に全ての記録物が押収された。
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　被告人の排除申立てに対し，原審は示された相当な理由に照らしてその

令状は許されないほど広汎であるとしてすべての証拠排除の申立てを認め

た。政府は，令状は特定性の要求を満たしており，仮にそうでないとして

も令状の有効な部分に基づいて差し押さえられた物については排除すべき

でないとして控訴した。

　本判決は，令状の特定性が十分でない場合に，すべての証拠を排除すべ

きか，令状に有効な部分があればその部分に基づいて差し押さえられた物

についてまでは排除しない令状の改訂（redaction）を認めるべきかについ

て，これまで，州の多くの裁判所や他のいくつかの連邦巡回控訴裁判所で

は，「redaction」による一部排除を認める例があるが，第 3巡回控訴裁判

所としては初めての判断であるとし，令状の特定性が要求される基本的な

目的，令状の特定性が十分でない場合に，すべてを排除することと無効部

分のみの排除に留めることについて，排除がもたらす社会的コストとの衡

量等について詳細な判示をした上，令状に過剰に広汎な部分があり，その

部分は無効であっても他の部分が有効であるのなら，排除は無効な部分に

より差し押さえられた物に限定するべきである，として破棄差戻しした。

（ 4）　�ゴメス事件　United�States�v.�Gomez─Soto,�723�F.�2d�649�（9th�

Cir.�1984）

　カリフオルニア北部地区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る。被告人ゴメスはコカインの密輸入と脱税により有

罪とされたが，原審が令状によって差し押さえられたコカインの証拠排除

の申し立てを棄却した違法を主張して争った。ゴメスは木材の輸入業を装

って違法行為を働いており，その自宅に対する捜索差押令状は，13のカテ

ゴリーに分け，それぞれのカテゴリーに多数の品目を列挙し，違法薬物関

係の証拠物のみならず，輸入業務等に関する広汎な記録類等が対象物とし

て記載されていた。執行の際，グッチのバッグが発見されたが，ゴメスが

その鍵の開披に応じなかったため，捜査官がバッグを切って中からコカイ

ンを発見，差し押えた。ゴメスは，その令状が過剰に広汎であったため無
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効であり，コカインも証拠排除されるべきだと主張した。本判決は，令状

の12のカテゴリーについて，一つ一つその特定性を検討し，そのうち，12

番目のカテゴリーに「連邦法令31編が要求する通貨の取引記録の義務に違

反する証拠となる通貨及び書類」と記載されている部分のみが，単に一般

的な法令違反に関する証拠しか意味しないため特定性を欠くとした。しか

し本判決は，特定性を欠いて無効な部分は令状の12のカテゴリーのうちわ

ずか 1カテゴリーのみであり，しかもその無効な部分に基いて差し押さえ

られた証拠物はなく，本件のコカインは令状の有効な部分に基づいて差し

押えられたものであるため排除されないとした。

（ 5）　�ジョージ事件（再掲）　United�States�v.�George,�975�F.�2d�72�（2th�

Cir.�1992）

　前掲（第 1回）のマグドナルド店内での拳銃による強盗事件である。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，」など強盗で奪われた物やその手段である拳銃を

具体的に記載していたが，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）が付加されており，本判決は，これが特定性を欠き，

その欠陥は，宣誓供述書による救済法理，善意の例外法理のいずれによっ

ても救済されないとした。しかし，本判決は，令状の全ての部分が特定性

を充たしていない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。

（ 6）　�ビラー事件（再掲）　United�States�v.�Vilar,�2007�U.S.�Dist.�LEXIS�

26993�（S.D.N.Y.�2007）

　前掲の証券・投資詐欺，メイルワイヤフロード，マネロン等事件で170
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カートンもの記録類やコンピュータ関係ハード・ソフトの膨大な証拠物が

差し押さえられた事件である。本判決は，令状の対象物の記載が特定性を

欠いて過剰に広汎であったとしつつ，対象物の合計18のカテゴリーが令状

の別紙に記載されていたことから，それぞれのカテゴリーごとに詳細に検

討して特定性が充たされているものとそうでないものを区別し，18カテゴ

リーのうち 4カテゴリーについては全部が有効， 7カテゴリーについては

その重要な部分が有効であるとし， 6カテゴリーについては無効であると

した。また，コンピュータに係るものについては，一つのカテゴリーに

「いかなる形式であっても大量のデータを記録できるコンピュータのハー

ドドライブその他のデバイスを含む電磁的な用具類」との包括的な文言し

か記載されていなかったところ，判決はこのような記載を違法としつつ，

コンピュータに記録されている情報で，前記の合計16のカテゴリーについ

て有効とされた部分に関係するものについては排除されないとした。

2 　�令状が余りにも包括的であったとして部分的無効による救済を認

めなかった判例

　次の各判例はいずれも前掲のものであるが，令状の広汎性が余りにも大

きかったことなどを理由に，部分的無効の法理による救済を否定した例で

ある。

（ 1）　�カードウエル事件（再掲）　United�States�v.�Cardwell,�680�F.�2d�

75�（9th�Cir.�1982）

　前掲（第 1回）の脱税事件であり，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，1977年

1月12日に，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である。本判決は，令状は特定性の要請を充

たさない一般的捜索であったとして原審の有罪判決を破棄した。本判決

は，政府が主張する部分的無効の法理による救済についても検討し，この
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救済法理を一般論としては肯定しつつ，令状のどの部分も十分な特定性の

要求を充たしていない場合には，救済法理は適用できないこと，本件で

は，上記の対象物の記載はいずれもかなり広汎であり，それらの対象期間

も明示されておらず，それらは宣誓供述書にも記載されていないこと，こ

れらから，差押えの何らかの部分を救済するために必要な情報はなんらな

いこと，などを指摘して政府の主張を否定した。

（ 2）　�スピロトロ事件（再掲）　United�States�v.�Spilotro�800�F.�2d�959�

（9th�Cir.�1986）

　前掲（第 1回）の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，被告人が経営する宝石店等の捜索差押え

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証拠排除され

たものである。

　政府は，令状の有効な部分に基づいて差し押さえられた物については排

除すべきでないと本法理の適用をも主張した。しかし本判決は，「本巡回

区では，令状の無効な部分が排斥され，残る部分が有効とされた場合，有

効な部分に基づく差押えは支持されるとの法理に従っている」としつつ，

カードウエルを引用して「しかしながら，この法理は，令状の識別できる

部分が，区分（severance）を裏付けることができるほど十分に特定されて

いなければならない」とした上，政府が救済されるべき物として主張した

物を検討し，それらは区分が認められるほどのものではなかったとして原

審の排除の判断を維持した。

3 　検討

　複雑・大規模事件の捜査において，広汎な令状により多数の証拠物が差

し押さえられる事案においては，令状に記載される対象物は，多数のカテ

ゴリーを列挙した上，各カテゴリーにそれぞれ多数の品目を記載するなど
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により，これらを合わせれば，数十品目，時には200品目にも及ぶ多数の

対象物が記載されることが少なくない。これらのカテゴリーや品目には，

相当な理由が認められる犯罪の嫌疑に関連したものであることが令状の記

載自体から読み取れるものもあれば，それが読み取れず嫌疑のある犯罪と

は無関係の物もすべて無限定に含めてカテゴリーや品目に形式的に該当す

る物はすべて対象物に含まれるかのように読める記載がなされることは珍

しくない。かといって，迅速かつ流動的，また密行的に進められる犯罪捜

査において，また，捜索を行おうとする場所にどのような証拠物が存在す

るかを事前に把握することは困難な状況の下で，令状請求を行おうとする

捜査官が，請求書に記載する多数のカテゴリーや品目の記載について事前

に逐一厳密な検討を加えて嫌疑のある犯罪に関する証拠物に該当するもの

のみを記載した万全なものを準備することが容易ではないことも現実であ

る。このような捜索差押えの実情を踏まえると，上記の各判例は，複雑・

大規模事件における捜索差押えの実務の適切な理解を踏まえて，捜査によ

る真相の解明と，捜索の相手方が受ける負担や制約との調和を図り，令状

の記載に特定性等を欠く部分があったとしても，そのことによって当該令

状全てを無効として差し押さえられた物をすべて排除することはせず，有

効な部分があれば，その部分に基づいて差し押さえられた物の証拠能力は

許容するという現実的かつ合理的な判例法理が生成し，定着していること

を示していると評価すべきであろう。

第 4　善意の例外による救済の法理

　被告人が，様々な理由により令状が無効であり，その令状によって差し

押さえられた物が排除されるべきであるなどと主張し，裁判所がその令状

が無効であると判断した場合であっても，検察官が，捜査官は令状が有効

であると信じ，これを合理的に信頼して令状を執行したのでその証拠物は

排除されるべきでないと主張し，これが重要な争点となる事案は極めて多

く，これが「善意の例外法理（good faith exception）」の問題である。これ
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は，1984年 6月の合衆国対レオン事件の連邦最高裁判決（United. States. v. 

Leon, 468 U.S. 897; 104 S. Ct. 3405 1984）が，この法理を肯定し，極めて重要

かつ指導的な判示をしたことから，レオンの善意の例外法理として確立・

定着している。また，レオン判決の翌月の 7月に出されたマサチューセッ

ツ対シェパード事件の連邦最高裁判決（Massachusetts v. Sheppard, 468 U.S. 

981; 104 S. Ct. 3424 1984）も，この法理を認めた指導的判例であり，レオン

と共に頻繁に引用される。更に，2009年には，ヘリング事件の連邦最高裁

判決（Herring v. Unite States, 555 U.S. 135; 129 S. Ct. 695 2009）が，既に無効

となっている逮捕状を有効であると捜査官が信じて逮捕した際に差し押さ

えられた証拠物について本法理の適用を肯定する画期的な判断をした。

　この法理の適用場面は，令状が無効とされる理由について，相当な理由

の欠如を始めとして様々な問題の場面にわたるが，令状の特定性の欠如に

よる無効が問題となる場面についても頻繁にこの法理の適用の可否が争わ

れ，多くの判例がある。本稿で既に見てきただけでも，スピロトロ，レー

リー，ジョージ，パトリック，リレイ，マックスウエル，グロー対ラミレ

ズ等の各判決がこの法理の適用問題を論じている。この法理は，被告人側

からの令状の無効と証拠排除等の主張に対し，捜査官側がこれを争い，①

まず令状自体が特定性を充たしていた，②仮に令状自体は特定性を充たし

ていたとは言えないとしても，宣誓供述書の参照・携行等により令状の瑕

疵が治癒される（宣誓供述書による救済法理），③仮に令状の一部は無効と

いわざるをえないとしても，令状は有効部分と無効な部分との区分が可能

であり，有効部分による差押えは適法である，などの主張・反論（令状の

部分的無効の法理）を行い，これらの主張等がいずれも認められない場合

を想定して，④いわば最後の防御線として善意の例外法理の適用を主張す

る，という展開を辿ることが多いようである（5）。

（ 5） 　事案によっては，善意の例外法理によって有効とされるか否かの判断を先行
させ，これが認められない場合に，令状の部分的無効の法理により，無効な部
分による証拠のみを排除する，という判断順序を採る場合もある（前掲ビラー
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　善意の例外法理は，ラフエイヴが詳細な解説を行っており（6），この適用

の可否が争われた判例は膨大な数に及ぶ（7） ので，本稿でそれらの全体を

通じた検討には到底及び得ないが，以下に，レオン，シェパード及びヘリ

ングの概要と，本稿で検討した令状の特定性の問題に関する判例群の中に

現れた限りで，下級審において同法理の適用の可否を判断した典型的な若

干の事例を例示的に紹介する。

1 　連邦最高裁の指導的判例の概要

（ 1）　レオン判決（8）

（事案の概要と捜査・審理の経緯）

　カリフオルニア州バーバンク市の警察が，匿名の捜査協力者から，プラ

イスドライブ620番地の住居で 2人の人物がコカイン等の違法薬物を大量

に密売しているとの情報を得て捜査を開始し，それらの者が，南サンセッ

ト谷の住居に住むレオンや他の人物とも違法薬物のつながりがある情況を

把握し，その内偵結果を記載したロンバック捜査官作成の宣誓供述書に基

づいて，上記各住居を含む 3か所の住居と各被疑者の自動車を捜索場所と

する令状の発付を受け，その執行によりレオンの住居等から大量のコカイ

ン等の違法薬物等を差し押さえた。その宣誓供述書は数人の州検事補によ

ってもレビューされており，令状はその記載の表面上は（facially）有効で

あった。

など）。
（ 6） 　第 1巻第 1章「排除法則とその他の救済手段」（55頁～111頁）。なお，第 2

巻「捜索される場所の特定」の節の冒頭の563頁及び「差し押えられるべき物
の特定」の節の冒頭の604頁でも，それぞれまずレオンを引用し，これらにつ
いて善意の例外法理が適用され得ることを解説している。

（ 7） 　2014年 7月現在で，Lexis.comの「Federal Court Ceases, Combined」で検索
すると「good faith exception」の語で検索される判例数は，連邦最高裁判所判
例で20件，連邦巡回控訴裁判所判例で1790件，連邦地方裁判所判例では3000件
以上に及ぶ。

（ 8） 　井上正仁「刑事訴訟における証拠排除（昭和60年弘文堂）」467～475頁参照
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　レオンら被告人は，これらの令状が相当な理由を欠いて無効であるとし

て証拠の排除を申し立てた。レオンらの主張は，宣誓供述書に記載された

情報は致命的に陳腐なもの（fatally stale）である上，情報提供者の信頼性

はなかったというものであった。証拠ヒアリング（evidentiary hearing）の

後，地裁は，ロンバック捜査官は善意に行動したことを認めつつも，被告

人の主張を容れ，政府が主張する善意の例外法理の適用を否定して証拠排

除を認め，第 9巡回控訴裁判所の控訴審でも地裁の判断が支持された。政

府は，善意の例外法理の適用否定の違法を主張して事件は連邦最高裁へ移

送された。

（判決の要旨）

　本判決は， 6人の裁判官による多数意見で構成されたが 3人の裁判官の

反対意見がある。

　ホワイト判事による法廷意見は，まず「本件は，第 4修正による排除法

則は，独立かつ中立の裁判官により発付されたが，後に相当な理由がなか

ったと判明した令状を，捜査官が合理的に信頼して行動したことによって

獲得された証拠物を排除するために修正され得るかという問題を呈示して

いる。この解決のために，我々は再び，捜査官の違法捜査を抑止しプライ

バシーへの不合理な侵害の誘発を除去するという目的と，無罪であれ有罪

であれ，真実発見のための全ての証拠に基づいた手続を確立するという目

的との葛藤を考慮しなければならない」と問題提起を行う。これを踏ま

え，法廷意見は詳細な検討によって善意の例外法理の適用が肯定されるべ

きとの結論を示して原審の判断を破棄したが，その理由と同法理について

の主な判示（骨子）は以下のとおりである。

「この法理はまだ固められたものではないが，近年進展してきた利益衡量

のアプローチの経験はこの問題解決に有用であり，信頼できる証拠物の排

除がもたらすコストと利益の衡量的な評価がこの問題の結論を導く」

「令状は，独立かつ中立的な裁判官により発付されるものであり，合理性

の判断について裁判官によってはしばしばかなり異なる評価がなされるこ
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とにも照らせば，疑義があり，あるいは限界的な事例においては，令状へ

の信頼は支持されるべきである」

「しかし，裁判官の判断の違いは無限定に許容されるべきではない。裁判

官の相当な理由の判断が，宣誓供述書の意図的な虚偽性の有無等について

及ぶことも排除されないし，裁判官は，捜査官のための単なるゴム印押し
（rubber stamp）の役や，捜査官の補佐役（adjunct）に陥ってはならない」

「排除法則は，令状を発付した裁判官の誤りを罰するためではなく，警察

官の違法行為を抑止することにある」

「令状によって差し押さえられた物の排除は，事件ごとの判断によるべき

であり，証拠の排除が排除法則の目的を促進するであろう異常な事案につ

いてのみなされるべきである」

「証拠排除の違法捜査の抑止効の有無についてはこれまで様々議論されて

はきたが，捜査官の客観的に合理的な活動に対してまで抑止効は期待でき

ず，また適用されるべきでもない」

「証拠排除による抑止効の目的は，警察が意図的あるいは少なくとも過失

により違法捜査を行った場合を想定しており，捜査官が完全に善意で行っ

た行為に対しては抑止効の論拠は失われる」

「通常の事案において，捜査官が，令状を発した裁判官の相当な理由の判

断が十分であったか否かについて疑問を持つことは期待できない。一旦令

状が発付された以上，捜査官は法に従ってこれを執行するしかない。裁判

官の判断の誤りを捜査官の落ち度にすることはできない」

「令状への信頼の下に得られた証拠物を排除することによって得られる利

益が存在しないか僅かにとどまる場合には，排除によって生じるコストを

正当化することはできない」

「しかし，排除の余地は残されており，それは，宣誓供述書を作成した捜査

官が，その虚偽を知っており，あるいは真実の重大な見落とし（reckless 

disregard of the truth）があった場合や，個々の事案の具体的状況を踏まえ，

令状が，例えば捜索すべき場所や差し押さえるべき物を特定できていない
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など，表面上欠陥がある（facially deficient）ため捜査官がこれを有効な令

状であると合理的に信頼することができないような場合である」

このような判示を踏まえて，本判決は，本件では相当な理由を認めた裁判

官の判断を捜査官が信頼したことは客観的に合理的であったとし，証拠排

除という極端な制裁（extreme sanction）は本件には適切でないとして原判

決を破棄した。

（ 2）　シェパード判決（9）

（事案の概要と捜査・審理の経緯）

　マサチューセッツ州で女性が殺害され，ボーイフレンドであったシェパ

ードに嫌疑がかけられた。シェパードが事件当夜借りた自動車から血痕や

毛髪等が採取されたことなどから，捜査官は，これらの捜査内容と差し押

さえられるべき対象物として被害者の衣服や指紋の付着物，犯行に用いら

れたと思われる鈍器等を具体的に記載した宣誓供述書を作成してシェパー

ドの自宅を捜索場所とする捜索差押令状を裁判官に請求した。ところが，

その日は日曜であり，令状請求に必要な書式が捜査官の手元になかったた

め，捜査官は，他の地区で用いられていた薬物事件の定型的な令状の請求

用紙を使用することとし，対象物として「規制薬物」と印刷された箇所に

ついて訂正しないまま，宣誓供述書と共に裁判官に提出し，必要な修正を

求めて令状を請求した。しかし，裁判官は，対象物について「規制薬物」

の印刷部分を抹消して殺人事件の証拠物を対象物として記載することを怠

り，また，宣誓供述書の参照文言も記載しなかったばかりか，捜査官に対

しては，請求どおりの内容で令状を発付したと告げて令状を交付した。そ

のため，捜査官は，請求どおりに殺人事件の証拠物の差押えが許容された

ものと信じ，捜索を執行した。捜索の執行は，宣誓供述書に記載されてい

た内容の範囲内に限られ，シェパードの有罪立証に役立つ幾つかの証拠物

が差し押さえられた。シェパードは，令状に殺人事件の証拠物が対象物と

（ 9） 　前掲井上472～475頁参照
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して記載されていなかったことから令状は無効であるとして証拠排除を申

し立てたが，善意の例外法理の適用が認められて却下され，被告人は殺人

事件で有罪とされた。シェパードは州の最高裁に上訴し，最高裁は善意の

例外法理の適用を否定し，証拠を排除して有罪判決を破棄した。政府がそ

の違法を主張して連邦最高裁に移送を申立てた。

（判決の要旨）

　連邦最高裁は， 7対 2の票差で，以下の判示（骨子）をして善意の例外

法理が適用されるべきであるとし，州最高裁の判決を破棄して事件を差し

戻した。

「捜査官は，宣誓供述書を作成し，地方検事にもレビューしてもらった上

で裁判官に提出して令状を請求するなど合理的に必要とされる手順を全て

踏んでいた」

「裁判官が捜査官に請求どおりの内容の令状を発付した，と告げた以上，

捜査官がそれを信じないということは期待できない」

「宣誓供述書を作成した捜査官本人が捜索の執行を指揮しており，捜査官

は，宣誓供述書に記載された物が差し押さえるべき物であると認識し，差

し押さえられた物はそれらに該当していた」

「本件で決定的なミスをしたのは令状を発付した裁判官であり，捜査官の

行動は客観的に合理的なものであった」

「証拠排除の目的は，裁判官の誤りを罰するためではなく警察による違法

な捜査の抑止にあり，裁判官の誤りを理由とする証拠の排除は違法捜査抑

止のためには役立たない」

（ 3）　ヘリング判決

（事案の概要と捜査審理の経緯等）

　アラバマ州コーヒー郡の保安官事務所のアンダーソン捜査官が，被告人

ヘリングが保安官事務所に保管中の彼の没収された自動車から何かを回収

しようとしていることを聞き込んだ。アンダーソンは，ヘリングに対する

未執行の逮捕状がないか，令状担当のポープに確認したが，同郡内ではこ
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れがなかったので，更に隣接するデール郡の担当者で，ポープのカウンタ

ーパートであるモーガンにも問い合わせるよう依頼した。ポープがモーガ

ンに問い合わせ，モーガンがコンピュータのデータベースで確認したとこ

ろ，同郡内で，重罪についてヘリングに対する未執行の逮捕状があること

がデータベースに記録されていた。モーガンはすぐこのことをポープに伝

え，ポープがアンダーソンにこれを伝えた。そして，ヘリングが没収車両

の置き場から離れた直後，アンダーソンがヘリングを逮捕し，逮捕に伴う

捜索差押えによりヘリングのポケットから覚せい剤と拳銃を発見，押収し

た。ところが，モーガンは，その間，ポープから確認のため逮捕状のコピ

ーをフアックスで送るよう依頼されていたので，逮捕状のフアイルを調べ

たところ，当該逮捕状はすでに 5か月前に撤回されており，しかも，通常

なら逮捕状の撤回があればデータベースの未執行の逮捕状の記録を抹消す

べきところ，なんらかの過誤により，それが抹消されていなかったことが

判明した。モーガンはすぐこの事実をポープに連絡したが，その時はすで

にアンダーソンがヘリングを逮捕し，差押えを行った後のことであった。

これらの事態は，わずか10～15分の間に起きた出来事であった。

　ヘリングはアラバマ州中部地区連邦地裁に，拳銃と違法薬物の所持罪で

起訴され，本件の無効な逮捕状に基づく違法な逮捕によって差し押さえら

れたこれらの証拠物の排除を申し立てたが，地裁は善意の例外法理の適用

を認めてこれを棄却し，第 1巡回控訴裁判所の控訴審も地裁の判断を維持

した。この問題についてはこれまで巡回控訴裁判所間の判断が分かれてい

たため，連邦最高裁に移送されて判断されることになったが，本判決は，

善意の例外法理の適用を認め控訴審の判断を維持した。

（判決の要旨）

　本件は，逮捕状自体が既に撤回されて無効なものであった，という異例

の事案であった。本判決は， 5対 4に意見が分かれ， 2名の判事が反対意

見を書いており，捜索差押えが記録保存の過誤のために客観的には不合理

な場合であっても，警察の心理状況（mental state）を考慮に入れることに
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よって，排除法則の大転換（sea change）を示したものであるといわれて

いる（10）。

　ロバーツ判事による法廷意見の主な骨子は以下のとおりである（11）。

「捜索あるいは逮捕の令状が不合理な場合であっても，必ずしも排除法則

が適用される訳ではない」

「排除の法則は，個人の権利ではなく，相当の（appreciable）抑止効をもた

らす場合にのみ適用される」

「抑止効は，排除がもたらす実質的な社会的コストを上回る（outweigh）

ものでなければならない。主要なコストとは，有罪で危険のある被告人を

解放してしまい，刑事司法制度の基本的なコンセプトに背くことである」

「排除法則は，（捜査官でない）事務職員の過誤を防ぐためでなく捜査官の

行為を抑止するために考案されたものである」

「排除法則の適用の可否は，捜査官の行為の責任の度合いによって異なる」

「排除は，捜査官の行為が，第 4修正の権利に対する目に余るほどの濫用
（flagrantly abusive）である場合に最も効果的である」

「排除法則を適用するためには，警察官の行為が，十分に意図的（sufficiently 

deliberate）であり，排除がそれを抑止できる意味がなければならない
（meaningfully deter it）」

（10）　lexis.comの本判決の冒頭評釈参照。なお，柳川重規「アメリカ刑事法の調
査研究（131）」比較法雑誌（中央大学日本比較法研究所）46巻 1号（2012）
413頁以下参照

（11）　この法廷意見に対し，反対の 4人の判事のうち，ギンズバーグ判事とブレー
ヤー判事が反対意見を書いており，その骨子は，排除法則は経験則上の問題と
いう程度のものでなく，第 4修正を本質的に補う原則的な基盤として，より大
きな意義があるもの（a more majestic conception）あること，司法の廉潔性を
維持することにもあること（preserve the judicial process from contamination），
本件のデータベースの正確性の保持には，チェックの不足等の問題が大きかっ
たこと，コンピュータが発達した時代におけるその記録の正確性は最重要の課
題であること，記録保持の過誤は，個人の自由の保護を脅かすものであり，排
除法則によって過誤を抑止する余地があること，捜査官の過誤と，他の職員の
過誤を区別するのは適切でないこと，などである。
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「（マップ，ウイークス等多数の判例を踏まえた上で）排除法則は，意図的で，

無謀で（reckless），あるいは甚だしい過誤（grossly negligent conduct）によ

る行為，あるいは，情況の下では再発的，組織に浸透的な過誤（systemic 

negligence）を防止することにある」

「本件事案の過誤は，このようなレベルには達していない。本件における

証拠排除には社会的コストを上回るような抑止効は認められない」

「善意の例外法理の問題は，合理的で訓練された捜査官が，そのような捜

索が，全ての情況に照らして違法であると知り得たか否かに限定される」

「記録保存の過誤が，全て排除法則から免れるということまでは意味しな

い。記録保存の過誤が日常的で広汎に存在していたことが認識できる情況

にあれば，排除の問題も生じ得る。しかし，本件では，同種の過誤が過去

にあったことを示す情況はなく，データベースに対する信頼は合理的であ

り，その過誤は排除が問題とされるほどに客観的な責めを受けるべきもの

ではない」

2 　特定性の要求に関連した善意の例外法理の下級審における適用事例

（ 1）　適用を肯定した事例

ア　�バック事件　United�States�v.�Buck,�813�F.�2d�588�（2th�Cir.�1987）

　原審のニューヨーク南部地区連邦地裁の証拠排除命令に対する第 2巡回

控訴裁判所への控訴事件である。

　1981年10月20日の午後，覆面をした数人の男が繁華街で現金輸送車を襲

撃し，マシンガンで警備員を殺害して160万ドルを強奪し，車を乗り換え

て逃走中更に警官 2名を射殺した。逃走車のナンバーからニュージャージ

ー居住の「キャロル・デユラン」の所有車と判明し，その住所に住む「ト

スト」という男から，「キャロルはここには住んでおらず，ここを車の登

録場所とするよう依頼された。キャロルは被告人バックの仮名で，彼女か

ら，強盗の際，車に彼女が乗っていたが，警察から聞かれたら彼女の住所

は知らないと答えるよう頼まれた」などの供述や，キャロルことバックが
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実際に住んでいる自宅住所の供述も得られた。警察は，これに基づいてバ

ックの逮捕状と自宅の捜索差押令状を電話による口頭で裁判官に請求し

た。午前 6時過ぎころ，裁判官に電話で事件の概要とトストからの聴取内

容を供述し，裁判官は捜査官に電話で宣誓させ，「口頭により発付された

令状で，デユラン（バック）の逮捕とその住居を捜索し，本件犯罪に関す

るいかなる書類，物その他の財産を差し押さえることを許可する」との令

状を発付した。捜査官は，直ちにバックの自宅に赴き，自動ライフル銃，

ボウイナイフ，銃の掃除道具，変装用の髭，自動車保険書類，爆弾の製造

用具，設計図等を差し押さえた。

　バックは，令状が相当な理由も特定性も欠いていると証拠排除を申し立

てた。地裁裁判官は，口頭による令状が第 4修正の特定性の要求を満たし

ていなかったとして申し立てを認容して証拠排除命令を出したため政府が

控訴した。

　本判決はクーリッジ，マロンの原則を踏まえつつ，アンドレセンなどを

詳細に引用して令状の包括的用語が許される場合もあることを詳細に述べ

つつ，アンドレセンの場合には，広汎な決まり文句（boiler plate）が記載

されていてもそれらは特定的に列挙された対象物のリストに付加されたも

のであったのに対し，本件の令状は，犯罪だけは記載しているが，差し押

さえるべき物についての用語は，すべてが一般的な決まり文句であって明

示的にも黙示的にもなんら限定はなされておらず，それらは捜査官の裁量

に委ねられており，第 4修正に反していたとした。

　しかし，善意の例外法理についてはレオンなどを引用し，以下の判示
（骨子）をしてこの法理の適用を認めた。

「捜査官が中立的な裁判官に令状を請求した」

「令状請求のための電話の記録は，捜査官が第 4修正の要求を充たすよう，

裁判官に事件の内容を説明し，対象場所の特定に至った状況を説明し，宣

誓をするなど，かなりの努力を払っていたことを示している」

「捜査官に欠けていたのは，第 4修正が，今日，令状において，何らかの
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品目の特定その他の限定する用語を伴わない包括的（catch─all）な記載は

許されないことの予測であった」

「しかし，本件の1981年の時点で，捜査官は第 3巡回区に所属していたが，

同巡回区では，当時，特定性の要求について詳細な判示はまだなされてお

らず，これは本裁判所においても，それを宣言する初めての事件である」

「そのような状況の下では，本件において，訓練された捜査官であっても，

裁判官によって発付された令状が，第 4修正に反することを認識すること

の期待はできなかったのであり，したがって，排除を認めた判断は誤りで

あった」

「しかし，今後においては，捜査官は，対象物について包括的な記載のみ

しかない令状に対する合理的な信頼は許されない」

イ　�バーク事件　United�States�v.�Burke,�718�F.�Supp.�1130�（S.D.N.Y�

1989）

　ニューヨーク州南部地区連邦地裁の判決であるが，善意の例外法理につ

いて詳細な判示をしてこの適用を肯定したものである。

　被告人バークらの経営するギャラリーがダリの偽造作品を多量に販売し

ていた嫌疑を掴んだ郵政監察官が捜査を開始した。捜査官は，ダリ作品の

鑑定に豊富な経験を有する 3名の専門家による販売作品が偽造であるとの

鑑定結果や，捜査協力者によるオフイス内の多数の電話による勧誘販売情

況がボイラールームオペレーション（12） であるなどの捜査結果を記載した

宣誓供述書により，マンハッタンとサザンプトンとスタンフオードにある

3か所のギャラリーに対する捜索差押令状を取得した。令状は，20行にわ

たり「書類や物で，下記を含み，またこれに限られない」を付し，様々な

記録書類やコンピュータのハード・ソフト関係の機器類を網羅して100近

い品目が記載されていたが，その中でダリ作品に関連した品目として数点

（12） 　ボイラールームオペレーションとは，多数のセールスマンが多数の電話等を
用いて虚偽のセールストークを行う詐欺的商法のことであり，第 4回で紹介す
る。
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のみしか記載されておらず，他の多数の品目はダリ作品に関する物に限定

されているとは読み得ないものであった。宣誓供述書は令状に添付もされ

ず，その内容の参照文言も記載されていなかった上，これに記載された情

報はダリの偽造作品に関するものに限られており，他の画家の作品につい

ての記載はなかった。バークらは，メールフロード，ワイヤフロードの罪

で起訴されたが，令状は過剰に広汎で無効であったなどと主張して差し押

さえられた物の排除を申し立てた。

　本判決は，令状が過剰に広汎で無効であったと認め，宣誓供述書による

救済も否定し，更に政府が主張する詐欺性充満の法理の適用をも否定した

が（13），下記の判示（骨子）により，善意の例外法理の適用の可否を詳細に

検討してこれを認め，バークらの申立を棄却した。

「レオンの下では，善意の例外法理が適用されず，証拠が排除されるのは，

①宣誓者の故意または重大な過失による見落としによる虚偽の情報で裁判

官がミスリードされた場合，②相当な理由が余りに欠如しているためそれ

が存在すると信ずることが全く不合理である場合，③裁判官がその独立・

中立の責務を放棄した場合，④事件の具体的状況に基づき，令状の捜索場

所と差し押さえるべき物の特定に外見上欠陥があるため，執行する捜査官

がその令状が有効であると合理的に推測することが許されない場合，の 4

つの場合に限られる」

「令状はボイラールームの捜査をも踏まえ連邦検事補のチェックも経て請

求され， 3人の裁判官がこれを発付した」

「ダリ作品の偽造性を鑑定した専門家は豊富な経験を有する権威のある鑑

定家であった」

「宣誓供述書にはダリ作品に関する情報しか記載されておらず，これは令

状に添付も参照もされていなかったが，執行した捜査官は，捜索の開始前

に集合し，各自宣誓供述書の写しを交付され，捜索の範囲を十分打ち合わ

（13） 　詐欺性充満の法理適用を否定した判示については第 4回で紹介する。
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せて，執行の際にそれを携行していた」

「宣誓供述書の作成を担当した捜査官は，それぞれ捜索場所で執行に参加

していた」

「実際に差し押さえられた物は，宣誓供述書に記載されたダリ作品に関連

するものに限られ，無限定な差押えはなされていなかった。被告人は，捜

査官が事務所の全記録物を持ち出したとも，ダリ作品以外の物まで差し押

さえたとも主張していない」

「これらに照らせば，捜査官は，必要なすべての手続を踏んで令状に対す

る善意の信頼の下に行動したものであり，排除の申立は認められない」

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

1028�（D.C.�Cir.�1990）

　前掲のワシントンの女性が，「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勧誘した事件である。判決は，

前述のように，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」と記載し，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，ま

た，宣誓供述書による救済法理の適用も否定したが，レオンやシェパード

を引用し，善意の例外法理の適用は肯定した。その理由として，宣誓供述

書の内容を令状に包含することを怠ったのは，捜査官のミスでなく，裁判

官の懈怠によるものであり，排除法則は捜査官による違法な捜索を抑止す

るものであって裁判官の過誤を罰することが目的でないこと，本件では，

令状に裁判官が宣誓供述書を包含（incorporate）していなかったが，令状

の請求書には宣誓供述書が添付（attached）されていたこと，捜査官は，

差押えが宣誓供述書に記載された範囲に限定されると認識可能であった

し，宣誓した捜査官が，捜索の執行を自ら監督もしていたなど，本件では

捜査官は，合理的に期待されるすべてのステップを経ていたことなどを挙
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げた。

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

2010）

　前掲（第 2回）のコンピュータ関係の捜索差押えに関する事案として紹

介した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る。

　被告人ローザは，児童ポルノ製造，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

申し立てた事案であり，児童の母親から被害の通報を受けた捜査官が，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捜査官の援

助を求め，コンピュータ関係の捜索差押えの対象物として広汎な記載をし

た令状により， 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。令

状自体には宣誓供述書等の補完的記録がなんら取り込まれていなかったこ

となどから，本判決は，ローザの主張を認め，本件令状は，コンピュータ

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，令状に宣誓供述書の内容が取り込まれてもおらず添付

もされていなかったので，宣誓供述書による救済の法理は適用できないと

した。

　しかし，本判決は，以下の判示（骨子）をして，善意の例外法理の適用

を認めて証拠排除を否定した。

「排除法則の適用は，排除のコストを上回る抑止効が認められるか否かに

かかる（へリングなどを引用）」

「この捜索は，ブレーク捜査官自身が宣誓供述書の作成者として現場に臨

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」

「本件では，合理的で訓練された捜査官が，本件の特殊な情況のもとで，

本件捜索が違法であると認識すべきであったとはいえない。本件では宣誓

供述書が令状に引用も添付もされておらず令状の違憲性を救済はできない
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としても，捜査官が善意で行動した否かの評価に当たっては，宣誓供述書

は捜査官の具体的行動を評価するために有用である」

「本件では，令状請求書類の作成，令状の発付，これによる捜索は午前 2

時から 5時までの間の切迫した時間に行われた。ブレーク捜査官の宣誓供

述書は，捜索の目的が児童ポルノと児童の性的虐待についての証拠を得る

ためであることや，同捜査官の専門的訓練に基づいて電子機器類にそれら

の証拠が含まれる可能性を示していた上，同捜査官は捜索の範囲の限界を

認識しており，嫌疑のある犯罪行為以外の証拠を得ようとはしていなかっ

た」

「ブレーク捜査官の，本件の一刻を争う（time─sensitive）捜査の遂行過程

の中での過ちは，令状自体の中に限定文言が記載されていないということ

に気付かなかったということのみであり，このような孤立した過失
（isolated negligence）は（14），排除法則の原則とは相容れない」

「本件の具体的状況の下で，捜査官は合理的に行動したものであり，証拠

の排除は違法捜査抑止の効果をほとんどもたらさない。本件の捜索は，排

除法則の適用に要求されるレベルの意図性や有責性に欠けている」

（ 2）　適用を否定した事例

ア　�レーリー事件（再掲）　United�States�v.�Leary,�846�F.�2d�592�（10th�

Cir.�1988）

　前掲（第 1回）のコロラド州の輸出貿易会社への大規模な捜索押収事件

であり，第10巡回控訴裁判所の本判決は，令状はこの種の会社が一般的に

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，犯罪やその期間の限定はなく，そ

れ自体一見して過剰に広汎であり，また，宣誓供述書による救済法理につ

いても，本件では令状に宣誓供述書はなんら引用されていないので適用は

（14） 　「isolated negligence」の語は，稀なというニュアンスも含んでいるようであ
り，しばしば判例に現れる。前掲ヘリングの「systemic negligence」の語と対
比されよう。
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できないとしたが，これを踏まえた上で，政府が主張する善意の例外法理

の適用の可否を詳細に検討した。本判決は，同巡回控訴裁判所においては

この問題についての判断はまだ確立していなかったとしつつ，レオンやシ

ェパード以降に善意の例外法理の適用を否定したスピロトロやこの法理適

用を認めたバックなどとの比較検討を行った。そして，本件では前述のよ

うに令状の記載が余りにも特定性を欠いたもので外見上欠陥があり，捜査

官がこれを合理的に信頼することは許されない上，令状のみならず，その

執行自体も過剰であったことなどから，本件は違法捜査抑止のために排除

法則が適用されるべき典型的な事案であったとした。

イ　�ビラー事件（再掲）　United�States�v.�Vilar,�2007�U.S.�Dist.�LEXIS�

26993�（S.D.N.Y.�2007）

　前掲の証券・投資詐欺，メイルワイヤフロード，マネロン等の事案で

170カートンもの記録類やコンピュータ関係ハード・ソフトの膨大な証拠

物が差し押さえられた事件である。本判決は，相当な理由の存在について

は，本ヒアリングの実施によりこれを肯定したが，令状の対象物の記載が

特定性を欠いて過剰に広汎であったとした。証拠排除をすべきでないとす

る政府の様々な主張の中で，本判決は，令状の一部無効の法理適用の検討

を行う前に善意の例外法理の適用の可否を検討した。

　本判決は，レオンを引用し，レオンの善意の例外法理の適用が否定され

る場合として，①裁判官が宣誓者が虚偽と認識している情報によってミス

リードされたとき，②令状を発付する裁判官がその責務をすべて放棄した

とき，③宣誓供述書が相当な理由の兆候を余りにも欠くため，捜査官がそ

の存在を合理的に信頼することができないとき，④捜索すべき場所や差し

押さえられるべき物の特定を欠くなど令状が表面上余りにも欠陥があるた

め捜査官が令状が有効であると合理的に推認することができないとき，の

4点に要約した。

　また，前掲バックを引用し，1981年の同事件については，当時としては

善意の例外法理の適用要件が明確でなかったため，対象物の包括的な文言
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の記載（catch─all description）しかなかった同事件でも同法理の適用が肯定

されたが，バック判決が，「今後はこのような包括的文言の記載しかない

場合には同法理は適用できない」としたことを指摘した。

　これを踏まえ，本件においては，令状記載の多数の対象物のカテゴリー

が包括的であった上，犯罪の嫌疑についても何ら特定していなかったこ

と，捜査官が，本ヒアリングにおいて，令状に記載されている物は期間や

内容を問わずすべて差押えが可能と認識していたと証言したこと，現実に

差し押さえられた証拠物は，170カートンもの記録物であり，それは事務

所の全記録物の 6～70％をも占め，差し押さえられなかった物は，白紙の

書類，他の記録のコピー，従業員の私物等であり，実質的に会社の全記録

等が差し押さえられた結果となったことなどから，善意の例外法理の適用

を否定した。その上で，前述のとおり，令状の有効部分と無効部分を詳細

に検討して前者によって差し押さえられた物については排除をしなかっ

た。

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

U.S.�Dist.�LEXIS�71818�（2013）

　前掲（第 2回）のコンピュータ関係の捜索差押えに関する事案として紹

介した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（15）。

　事案は，資格のある医師が経営すべきクリニックを無資格者が経営し，

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

（15） 　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。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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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，医療保険詐欺，メールフロード，マネロン，自動車保険詐欺等

の罪により起訴された。その中で，被告人の一人のであったザレツキー

は，このような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，その令状は，前述のとおり，多数のカテゴリーと品目を記

載し，コンピュータ関係についても「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」などと記載した広汎なものであった。また，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。そのため，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。

　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。

　これを踏まえて，本判決は善意の例外法理の適用の可否について詳細な

検討をしている。まず，グロー対ラミレズと，その数年後のヘリング，ロ

ーザ等，宣誓供述書による救済法理と善意の例外法理の適用に関する重要

判例を詳細に分析し，宣誓供述書による救済が認められない場合には，善
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意の例外法理の適用を検討し，まず，①第一次的に捜査官の採った方法が

客観的に合理的であったか否かが判断されるべきであり，②第二次的に，

もしそれが肯定されない場合には，捜査官に責めを帰すことができず，証

拠の排除が違法捜査の抑止効を期待的ないような例外的事情があったか否

かが判断されるべきであるとした。

　そして，本件の事案においては，令状は，嫌疑のある犯罪も対象物も特

定されていない違法なものであり，これに基づく捜査官の捜索差押えの行

動は客観的に合理的なものであったとはいえないとして，①を否定した。

そして，令状に宣誓供述書添付あるいは参照文言を記載しなかったことに

ついて，それがやむを得なかった緊急的状況はなんらなかったこと，本件

の宣誓供述者であるケリー捜査官が現場にいたのは捜索開始時点の短時間

に過ぎず，捜索執行の指揮指導はしていなかったこと，捜索の執行に当た

った捜査官らには，宣誓供述書のコピーは交付されておらず，宣誓供述書

の内容はほとんど知らされていなかったこと，などを指摘した（16）。これ

を踏まえ，本件では，捜査官は対象物の特定について外見上欠陥のある令

状に基づき，大きな過失や無謀さによって捜索を行ったものであり，この

ような捜査官の行為は抑止されるべきものであるとし，本件において善意

の例外法理の適用はできず，差し押さえられた証拠物は排除されるとし

た。

第 2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

　詐欺性充満の法理は，第 4修正の特定性の要求，特に差押えの対象物の

（16） 　前掲ローザ事件では，捜査官は夜明け前の僅か 3時間で宣誓供述書を作成し
た緊急的な事態にあった上，その捜査官が自ら捜索の執行に当たっていたこと
などに本事案との違いがある。
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特定性の要求に対する例外法理であり，組織や業務に詐欺性が充満してい

る場合には当該組織・業務の全記録の包括的な差押えが許容され得るとい

う法理である。判例で用いられる「詐欺性充満」の概念は，「permeated 

with fraud」の用語が最も一般的であり，「pervaded with fraud」の用語も

少なくないが，それ以外にも「where there is a probable cause to find that 

there exists a pervasive scheme to defraud （ブライアン）」「entire scheme was 

merely a scheme to defraud （クンズ）」「when the criminal activity pervades 

that entire business （ポスタルサービス）」「fraud permeates the entire 

business operation （ルード）」などの表現でも示されることがある（17）。更

に，この法理が包括的差押えを許容することに端的に着眼して「全記録の

例外法理（all records exception）」と表現する判例も増えている（18）。

　本法理は，後述のように，1980年初頭から連邦裁判所の刑事事件の判例

の中で生成発展し確立に至ったもので，比較的新しい判例法理の一つであ

る。ラフエイヴも，詐欺性充満の法理について本稿で検討する主要判例を

示してある程度の解説をしているが，この法理がどのようにして生成・発

展したかという視点での解説は含んでいない（19）。

　Lexis com. の「Federal court cases, combined」のデータベースで検索す

ると，2013年 9月24日の時点において，「permeated with fraud」で検索され

る連邦判例は，131件（2014年 8月10日現在では137件），「pervaded with fraud」

で検索される連邦判例は 7件（2014年 8月10日現在でも同じ）である（20）。

本稿においては，これらの各判例及びその中に引用される類似・同義の概

念による若干の判例を整理検討することにより，本法理の生成発展の経緯

とその内容について検討していくこととしたい。なお，本稿では連邦裁判

（17） 　ブライアン，クンズ，ポスタルサービス，ルードは本稿第 4回で紹介する。
（18） 　ダミーコ，バーク，ツエムリャンスキーなど。いずれも本稿第 4回で紹介す

る。
（19） 　ラフエイヴ　630～635頁
（20） 　このほかに，上記のように，多少異なる用語で詐欺性充満の法理を表現して

いる判例がいくつかある。
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所の判例を検討し，州の裁判所の判例の検討には及ばないが，Lex.comの

「State Court Cases, Combined」のデータベースで，「permeated with 

fraud」で検索される判例は2014年 8月10日現在で287件あり，州の裁判所

においてもこの法理は定着・活用されていると思われる。

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

　上記の Lexis comの「Federal court cases, Combined」のデータベース

で，2013年 9月24日現在，詐欺性充満の概念で検索される合計138件の連

邦判例を見ると，これらは刑事事件のみではなく民事事件その他様々な事

件が混在しており，その内訳の概要は以下のとおりである。

1 　各判例の内訳等

　まず，permeated with fraudの概念で検索される131件の判例数は

　　連邦最高裁判所判例　　　　 1件

　　巡回控訴裁判所判例　　　　49件

　　連邦地方裁判所判例　　　　81件

である。

　次に，これらの判例について「詐欺性充満」の概念の用い方を，①捜索

差押えにおける特定性の要求の例外法理として用い，その適用を肯定した

もの（A類型），②同法理として用いながらその適用を否定したもの（B類

型），③刑事事件の判例ではあるが捜索差押えに関する特定性の要求の例

外法理としての概念では用いていないもの（C類型），④非刑事事件にお

いて詐欺性充満の概念が用いられているもの（D類型），の 4類型に大別

し，上記の131件の内訳を示すと以下のとおりである。

　　連邦最高裁判所判例 C類型 1件

　　巡回控訴裁判所判例 A類型 19件

　　 B類型 11件
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　　 C類型 6件

　　 D類型 13件

　　連邦地方裁判所判例 A類型 27件

　　 B類型 11件

　　 C類型 10件

　　 D類型 33件

　次に，pervaded with fraudの概念で検索されるもの 7件は

　　巡回控訴裁判所判例 B類型 1件

　　連邦地方裁判所判例 A類型 3件

　　 B類型 2件

　　 D類型 1件

である。

　つまり，両者の概念が用いられている判例は，合計138件であるが，そ

れらの中で，非刑事事件（D類型）が合計47件なので，刑事事件の中に現

れるのは，91件となる。

　また，この91件のうちで，捜索差押えに関する特定性要求の例外法理と

して詐欺性充満の概念が用いられていないもの（C類型）は合計17件（連

邦最高裁判所 1件，巡回控訴裁判所 6件，連邦地方裁判所10件）である。

　したがって，捜索差押えにおける特定性の要求の例外法理としてこの概

念が現れる判例は，合計74件であり，その内訳は以下のとおりとなる。

　　巡回控訴裁判所　　　31件

　　　　　本法理適用を肯定したもの　　19件

　　　　　本法理適用を否定したもの　　12件

　　連邦地方裁判所　　　43件

　　　　　本法理適用を肯定したもの　　30件

　　　　　本法理適用を否定したもの　　13件

となる。
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2 　詐欺性充満の概念が判示中に現れる連邦最高裁判例

　この概念が判示の中に現れる唯一の連邦最高裁判例は，1963年の

Shotwell Manufacturing Co. Et Al. v. U.S. 371 U.S. 341, 83 S. Ct. 448; 9 L. Ed. 

2d 357 である。この事案は脱税の刑事事件であるが，詐欺性充満の概念

が，捜索差押えに関してではなく，被告人の政府に対する証拠開示の問題

の中で現れた。商品の横流しによる利益を除外したために脱税で起訴され

有罪となり，第 7巡回控訴裁判所でも控訴が棄却されたキャンデイ製造会

社の幹部が，税金の滞納の場合，脱税の捜査が開始される前に，税務当局

に対し，納税に関する全ての証拠を自ら開示した場合には，脱税による訴

追を免れさせるという政府の方針があり，その開示を行ったにも関わら

ず，刑事訴追されたことの違法を主張し，開示した証拠の排除を申し立て

て有罪を争った。事件は連邦最高裁に移送されたが，本判決は，「納税者

の財務省に対する任意の証拠開示が，誠実かつ真実なものでなく，その開

示に詐欺性が充満している場合（his disclosure showings are permeated with 

fraud）には，納税者は，脱税事件の刑事訴追を免れない」と判示し，原

審の有罪判決を維持した。

3 　非刑事事件における詐欺性充満の概念の用いられ方

　「permeated with fraud」で検索される131件と「pervaded with fraud」で

検索される 7件の判例群では，前述のように，非刑事事件の中で詐欺性充

満の概念が現れる判例が合計47件に上る。これらの非刑事事件において

「詐欺性充満」という概念自体は，古くから判例がしばしば用いてきた。

以下に，これらの47件を中心に，いつ頃からどのような事件においてこの

概念が用いられてきたのかを概観し，主なものを例示的に紹介する。これ

らの判例を見ると，「詐欺性充満」の概念自体は既に1910年代の古い判例

からしばしば用いられており，それは，契約・不法行為その他の一般的な

民事，破産，証券取引法違反，労使紛争，特許や商標等の知財，独禁法違

反等の様々な訴訟事件のみならず，選挙の無効等の行政事件や法定侮辱の
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制裁についての争訟についてまで，当事者や裁判所がこの概念を主張や判

示の中に援用していることが理解できる。

（ 1）　古い時期の判例

　以下のように既に1910年代から1970年代の古い時期にも，民事，特許，

破産，証券取引法等の様々な分野の訴訟等において，詐欺性充満の概念が

しばしば判例中に現れている。

ア　�Wright�v.�Barnard,�248�F.�756,�1917�U.S.�Dist.�LEXIS�821,�D.C.D.�

Delaware�（1917）

　1917年の古い民事訴訟事件であり，従業員が会社に対し，雇用契約を結

ぶ際に示されたサラリーの額や会社の 3分の 1の株式を供与してオーナー

にするとの約束条件に違反したとして会社側を訴えた事案であり，判決

は，原告の主張を認めたが，その中で「本件ほど詐欺性が充満している事

案は見出し難い（It is difficult to conceive of a case more permeated with fraud 

than that now before this court）と判示した。

イ　�Gynex�co.�v.�Dilex�Institute�of�Feminine�Hygiene,�Inc.�85�F.�2d�103,�

（2th�Cir.�1936）

　膣拡張機器関係の商標の不正使用の民事事件であり，原告の業務におけ

る商標の使用には詐欺性が充満していた（the business in which the plaintiffs 

used the trademarks in suit was permeated with fraud）ので救済を申し立てる

資格がないとされた。

ウ　�Parker�v.�Porter�U.S.�Emergency�Court�of�Appeals�154�F.�2d�830�

（1946）

　民事事件であり，アパートの建物の所有権を取得したと主張する者がテ

ナントに対する建物明け渡し命令を得て立ち退きを求めた事件であるが，

立ち退きを求められたテナントが，新所有者とされる者の所有権の取得が

不正であったなどと争った。本判決は「所有権を取得したというのは欺罔

によるものであり，立ち退かせるための命令を得た手続には詐欺性が充満

していた（the proceedings in which the order was secured by virtue of which it is 
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sought to evict them are permeated with fraud）」と判示した。

エ　�Norton�v.�Curtiss�433�F.�2d�779,�U.S.�Court�of�Customs�and�Patent�

Appeals�（1970）

　特許申立事件であり，特許の申立てに詐欺性が充満しているとコミッシ

ョナーが認めた場合（that an application or applications are so permeated with 

fraud as to justify the opinion that any patent or patents granted on those 

applications）にはコミッショナーは特許の付与を拒絶しなければならな

い，と判示した。

オ　Miguel�v.�Walsh�447�F.�2d�724�（9th�Cir.�1971）

　破産事件であり，破産者の家財についての除外の申立ての可否が争われ

たが，本判決は，「控訴人による家財（homestead）の除外の申立てには詐

欺性が充満しているので，認められない（The appellant’s entire homestead 

claim is permeated with his fraud_and, on the record before us, we agree with the 

referee and the district court that he is not entitled to claim the property as 

exempt.）」と判示した。

カ　�Tabby’s�International,�Inc.�v.�Securities�and�Exchange�Commission�

479�F.�2d�1080�（5th�Cir.�1973）

　申立人の証券の売り出しの宣伝に虚偽があったため，SECから証券取引

法の適用除外の永久停止の処分がなされたことの適法性が争われた事件で

ある。本判決は「証券の売り出しに詐欺性が充満していたので，投資家の

保護のためには問題の証券についての適用除外を永久的に停止する必要が

ある（Where as here the offering is permeated with fraud, we think a permanent 

suspension of the exemption as to the security in question is clearly required for 

the protection of investors,）」と判示した。

（ 2）　その後の判例

　詐欺性充満の概念は，その後も1970年代以降から現在に至るまで，以下

のように非刑事の様々な分野の訴訟の判示の中で用いられている。

ア 　コンピューターのフランチャイズ契約上の紛争の民事事件で，フラン
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チャイズ側が，そのフランチャイズ権の譲渡等に関して親会社を訴えた

際，「被告会社とのフランチャイズ関係には詐欺性や管理の過ちや見通

しの不達成が充満していた（the entire franchise relationship with Entre was 

permeated with fraud, mismanagement, and unfulfilled expectation）」などと主

張した（Gary Wells;Mtron,Inc. v. Entre Computer Centers, Inc., 915 F. 2d 1566 

（4th Cir. 1990））。

イ 　民事の懲罰的損害賠償を巡る訴訟事件で，原告は，「被告側が作成し

た支払明細書が虚偽で詐欺性が充満しており，正しい支払額を反映して

いなかった（every settlement sheet issued by Swift Eckrich was permeated with 

fraud and thereby deprived them of a true accounting and the corresponding 

proper payment）」と主張した（Renfro v. Eckrich, 53 F. 3d 1460 （8th Cir. 

1995））。

ウ 　ニカラグアでの衣料・装飾品ビジネスの紛争について，訴訟の管轄が

どこにすべきかが争われたところ，原告が，「ニカラグアの司法制度に

は詐欺性が充満しているので適正手続が保障されない（Plaintiffs contend 

that the Nicaraguan judiciary is so permeated with fraud, corruption and 

extortion that Plaintiffs would be denied due process if forced to litigate there.）」

と主張した（Negrin v. Kanina, 2010 U.S. Dist. LEXIS 71068 2010）。

エ 　選挙訴訟で，選挙候補者名簿から候補者が削除されたことを争う選挙

管理委員会への不服申立てが詐欺性の充満した虚偽の陳述によるものと

して州の裁判所が却下命令を出したこと（a state trial court order finding 

that the designating petitions were products of permeating fraudulent 

misrepresentation）の違法性が争われた（Ramratan v. New York City Board 

of Elections, 2006 U.S. Dist. LEXIS 63831 2006））。

オ 　労使紛争事案で，労働者が，勤務時間シフトの変更について，「会社

と労働組合の仲裁によって決められた内容は，恣意的で詐欺性や不正確

さが充満しており，会社と労働組合との結託によるもので裁量の範囲を

超えている（the Award was arbitrary and capricious and permeated with fraud 
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and inaccuracies, that it was the product of collusion between the Union and 

Defendants, and that it exceeded the Arbitrator’s authority by modifying the 

Agreement）」と主張して仲裁裁定の無効を訴えた（Tucker v. American 

Maintenance 451 F Supp. 2d 591, S.D.N.Y （2006））。

カ 　労働事件で，労働組合の合併の違法・無効を訴える訴訟の中で「合併

には詐欺性が充満しており，被告組合側の詐欺的な投票行為によるもの

であった（the merger was permeated with fraud and was the result of fraudulent 

voting practices on the part of Defendants）」と主張された（Thompson─

against─ / Local 144/S.E.I.U. 2001 U.S. Dist. LEXIS 3257 S.D.N.Y （2001）））。

キ 　独禁法（シャーマン法違反）事件で，独禁法に違反する契約上の要求に

応じる義務がないと反論する被告が「その契約には詐欺性が充満してい

るので強制力がない（the contract claim was unenforceable because the alleged 

contract was permeated with fraud）」と主張した（Moecker v. Honeywell 

International, Inc. 144 F. Supp. 2d. 1291 U.S. Dist. Court for the Middle Dist. of 

Florida Okara Division 2001）。

ク 　被告人が法廷侮辱を問われ，その制裁金額を争った際「マジストレー

トの事実認定は誤りであり，それらの手続には詐欺性が充満していたの

で全ての要求は否定されるべきだ（the magistrate judge’s findings were 

erroneous and that all claims should be denied because the proceedings were 

permeated with fraud）」と主張した（Drywall Tapers of Greater New York v. 

Operative Plasterers 1988 U.S. Dist. LEXIS 15265 1989）。

 （以下第 4回）




