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条文・判例スタンダード 最新重要判例情報 
 
 
  
 「条⽂・判例スタンダード」に未収録の最新重要判例についての情報を以下に掲載します。 
 
 

⾠已法律研究所書籍出版グループ 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽬次
憲法 
・京都⾵俗案内所の規制と憲法 22 条 1 項，21 条 1 項（最判平 28・12・15） 
 
⺠法 
・共同相続された預貯⾦債権は，当然には分割されず，遺産分割の対象となると

された事例（最⼤決平 28・12・19） 
・養⼦縁組における縁組意思の内容（最判平 29・１・31） 
 
商法 
・⾮公開会社において，株主総会決議によって代表取締役を定めることができる

旨の定款の定めの有効性（最決平 29・２・21） 
 
刑法 
・参考⼈の虚偽供述と証拠偽造罪（最決平 28・３・31 重判平 28 刑法９事

件） 
・参考⼈の虚偽供述と犯⼈隠避罪（最決平 29・３・27） 
 
刑訴 
・ＧＰＳ捜査の適法性（最⼤判平 29・３・15）
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●憲法２２条１項，２１条１項に関する判例 
 

京都風俗案内所の規制と憲法 22 条 1 項，21 条 1 項 
最判平 28・12・15 

 

 
【争点に対する判断】 

「⾵俗案内所の特質及び営業実態に起因する⻘少年の育成や周辺の⽣活環境に及ぼす影響の程
度に鑑みると，本件条例が，⻘少年が多く利⽤する施設⼜は周辺の環境に特に配慮が必要とされ
る施設の敷地から⼀定の範囲内における⾵俗案内所の営業を禁⽌し，これを刑罰をもって担保す
ることは，公共の福祉に適合する上記の⽬的達成のための⼿段として必要性，合理性があるとい
うことができ，⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく⾵俗営業に対する規
制の内容及び程度を踏まえても，京都府議会が上記の営業禁⽌区域における⾵俗案内所の営業を
禁⽌する規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえないから，本件条例
３条１項及び 16 条１項１号の各規定は，憲法 22 条１項に違反するものではないと解するのが相
当である。」 
 「また，⾵俗案内所が⻘少年の育成や周辺の⽣活環境に及ぼす影響の程度に鑑みれば，⾵俗案内所
の表⽰物等に関する上記の規制も，公共の福祉に適合する上記の⽬的達成のための⼿段として必要性，
合理性があるということができ，京都府議会が同規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超え
るものとはいえないから，本件条例７条２号の規定は，憲法 21 条１項に違反するものではないと解
するのが相当である。」

憲法 

【事案の概要】 
 京都府⾵俗案内所の規制に関する条例（以下「本件条例」という。）は，学校や病院などの保護対
象施設から200ｍ以内の地域を営業禁⽌区域と定め（３条１項），同区域内における⾵俗案内所の
営業を全⾯的に禁⽌し，その違反者に対して刑罰を科す（16条１項１号）ものであるが，その地域
内で⾵俗案内所を営んでいた原告が本件条例３条１項および本件条例16条１項１号は営業の⾃由
を保障する憲法（22条１項）に反するなどとして，⾵俗案内所を営む法的地位を有することの確認
などを求めた。 
 さらに，本件条例は，⾵俗案内所を営む者が⾵俗案内所の外部に，接待⾵俗営業（歓楽的雰囲気
を醸し出す⽅法により客をもてなして飲⾷させる営業）に従事する者を表す図画等を表⽰すること
等を禁⽌している（７条２号）。原告はこれに対して本件条例７条２号は憲法21条１項に違反する
という主張をした。 

【争点】 
①学校や病院から 200 メートル以内の⾵俗案内所の営業を禁じた本件条例３条１項および

本件条例 16 条１項１号は，憲法 22 条１項に違反するのではないか。 
②⾵俗案内所を営む者が⾵俗案内所の外部に接待⾵俗営業に従事する者を⽰す図画等を表⽰

することを禁じる本件条例７条２号は，憲法 21 条１項に違反するのではないか。 
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●民法 898 条に関する判例 

 
共同相続された預貯金債権は，当然には分割されず， 

遺産分割の対象となるとされた事例 
最大決平 28・12・19 

 

【争点に対する判断】 
１ 「遺産分割の仕組みは，被相続⼈の権利義務の承継に当たり共同相続⼈間の実質的公平を図るこ
とを旨とするものであることから，⼀般的には，遺産分割においては被相続⼈の財産をできる限り幅
広く対象とすることが望ましく，また，遺産分割⼿続を⾏う実務上の観点からは，現⾦のように，評
価についての不確定要素が少なく，具体的な遺産分割の⽅法を定めるに当たっての調整に資する財産
を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。」 

「共同相続の場合において，⼀般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される
という理解を前提としながら，遺産分割⼿続の当事者の同意を得て預貯⾦債権を遺産分割の対象とす
るという運⽤が実務上広く⾏われてきているが，これも，以上のような事情を背景とするものである
と解される。」 
２ 「そこで，以上のような観点を踏まえて，改めて本件預貯⾦の内容及び性質を⼦細にみつつ，相
続⼈全員の合意の有無にかかわらずこれを遺産分割の対象とすることができるか否かにつき検討す
る。」 
（１） 普通預⾦債権・通常貯⾦債権 

「普通預⾦債権及び通常貯⾦債権は，いずれも，１個の債権として同⼀性を保持しながら，常にそ
の残⾼が変動し得るものである。そして，この理は，預⾦者が死亡した場合においても異ならないと
いうべきである。すなわち，預⾦者が死亡することにより，普通預⾦債権及び通常貯⾦債権は共同相

民法 

【事案の概要】 
本件は，共同相続⼈Ｘ・Ｙ間における，被相続⼈Ａの遺産の分割申⽴て事件である。 
Ａは，預貯⾦債権（以下「本件預貯⾦」という。）等を有していた。Ｘ・Ｙ間で本件預貯⾦を遺産

分割の対象に含める合意はない。 

【争点】 
共同相続された預貯⾦債権は，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されること

になるのか，それとも当然には分割されずに遺産分割の対象となるのか。 

        被相続⼈Ａ 
 

 

相続⼈Ｘ        相続⼈Ｙ 
        遺産分割 
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続⼈全員に帰属するに⾄るところ，その帰属の態様について検討すると，上記各債権は，⼝座におい
て管理されており，預貯⾦契約上の地位を準共有する共同相続⼈が全員で預貯⾦契約を解約しない限
り，同⼀性を保持しながら常にその残⾼が変動し得るものとして存在し，各共同相続⼈に確定額の債
権として分割されることはないと解される。そして，相続開始時における各共同相続⼈の法定相続分
相当額を算定することはできるが，預貯⾦契約が終了していない以上，その額は観念的なものにすぎ
ないというべきである。預貯⾦債権が相続開始時の残⾼に基づいて当然に相続分に応じて分割され，
その後⼝座に⼊⾦が⾏われるたびに，各共同相続⼈に分割されて帰属した既存の残⾼に，⼊⾦額を相
続分に応じて分割した額を合算した預貯⾦債権が成⽴すると解することは，預貯⾦契約の当事者に煩
雑な計算を強いるものであり，その合理的意思にも反するとすらいえよう。」 
（２） 定期貯⾦債権 

「定期貯⾦についても，定期郵便貯⾦と同様の趣旨〔多数の預⾦者を対象とした⼤量の事務処理を
迅速かつ画⼀的に処理する必要上，貯⾦の管理を容易にして，定期郵便貯⾦に係る事務の定型化，簡
素化を図ること〕で，契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。そして，定期貯⾦の
利率が通常貯⾦のそれよりも⾼いことは公知の事実であるところ，上記の制限は，預⼊期間内には払
戻しをしないという条件と共に定期貯⾦の利率が⾼いことの前提となっており，単なる特約ではなく
定期貯⾦契約の要素というべきである。しかるに，定期貯⾦債権が相続により分割されると解すると，
それに応じた利⼦を含めた債権額の計算が必要になる事態を⽣じかねず，定期貯⾦に係る事務の定型
化，簡素化を図るという趣旨に反する。他⽅，仮に同債権が相続により分割されると解したとしても，
同債権には上記の制限がある以上，共同相続⼈は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず，単独でこ
れを⾏使する余地はないのであるから，そのように解する意義は乏しい。」 
（３） 「預貯⾦⼀般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯⾦債権の内容及び性質をみると，
共同相続された普通預⾦債権，通常貯⾦債権及び定期貯⾦債権は，いずれも，相続開始と同時に当然
に相続分に応じて分割されることはなく，遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」 
３ 「以上説⽰するところに従い，最⾼裁平成 16 年４⽉ 20 ⽇第三⼩法廷判決その他上記⾒解と異な
る当裁判所の判例は，いずれも変更すべきである。」 
 

【コメント】 
共同相続の場合，可分債権は，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるというのが判例

（⼤判⼤９・12・22，最判昭 24・４・８）である。もっとも，本決定でも述べられているように，当
事者の同意を得て預貯⾦債権を遺産分割の対象とするという運⽤が実務上広く⾏われていた。また，
郵便定額貯⾦債権については，最判平 22・10・８が，権利⾏使に関する法令上の制限に照らし，当然
には分割されないとしていた。 
 こうした中，本決定は，普通預⾦債権・通常貯⾦債権，定期貯⾦債権について，当然には分割され
ないとの結論を採った。 

理由として，①共同相続⼈間の実質的公平を図るという遺産分割の趣旨から，遺産分割において被
相続⼈の財産をできる限り幅広く対象とすべきこと，②実務上の要請として，現⾦のように，遺産分
割の調整に資する財産を対象とすべきこと，さらに，③当然に分割されると考えると不合理が⽣じる
こと，例えば，預貯⾦債権が相続開始時の残⾼に基づいて当然に相続分に応じて分割され，その後⼝
座に⼊⾦が⾏われるたびに，各共同相続⼈に分割されて帰属した既存の残⾼に，⼊⾦額を相続分に応
じて分割した額を合算した預貯⾦債権が成⽴すると解することは，預貯⾦契約の当事者に煩雑な計算
を強いること等を挙げている。 
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●民法 802 条１号に関する判例 
 

養子縁組における縁組意思の内容 
最判平 29・１・31 

 
【争点に対する判断】 

「原審は，本件養⼦縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした上で，かかる場
合は⺠法 802 条１号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとして，Ｘらの請
求を認容した。」 

「しかしながら，⺠法 802 条１号の解釈に関する原審の上記判断は是認することができない。
その理由は，次のとおりである。 

養⼦縁組は，嫡出親⼦関係を創設するものであり，養⼦は養親の相続⼈となるところ，養⼦縁
組をすることによる相続税の節税効果は，相続⼈の数が増加することに伴い，遺産に係る基礎控
除額を相続⼈の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発⽣し得るもので
ある。相続税の節税のために養⼦縁組をすることは，このような節税効果を発⽣させることを動
機として養⼦縁組をするものにほかならず，相続税の節税の動機と縁組をする意思とは，併存し
得るものである。したがって，専ら相続税の節税のために養⼦縁組をする場合であっても，直ち
に当該養⼦縁組について⺠法 802 条１号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当た
るとすることはできない。 

そして，前記事実関係の下においては，本件養⼦縁組について，縁組をする意思がないことを
うかがわせる事情はなく，『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできな
い。」 

 
 
 

 

【事案の概要】 
 Ｘ１は亡Ａの⻑⼥であり，Ｘ２はＡの⼆⼥である。Ｙは，平成23年▲⽉，Ａの⻑男であるＢとそ
の妻であるＣとの間の⻑男として出⽣した。Ａは，平成24年３⽉に妻と死別した。 
 Ａは，平成24年４⽉，Ｂ，Ｃ及びＹと共にＡの⾃宅を訪れた税理⼠等から，ＹをＡの養⼦とした
場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。
その後，養⼦となるＹの親権者としてＢ及びＣが，養親となる者としてＡが，証⼈としてＡの弟夫
婦が，それぞれ署名押印して，養⼦縁組届に係る届書が作成され，平成24年▲⽉▲⽇，世⽥⾕区⻑
に提出された。 
 そこで，Ｘらは，Ｙに対して，本件養⼦縁組は縁組をする意思を⽋くものであると主張して，養
⼦縁組無効確認の訴えを提起した。 

【争点】 
相続税の節税のために養⼦縁組をする場合は，⺠法 802 条１号にいう「当事者間に縁組をす

る意思がないとき」に当たるか。 
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●会社法 295 条２項に関する判例 
 

非公開会社において，株主総会決議によって代表取締役 
を定めることができる旨の定款の定めの有効性 

最決平 29・２・21 

 

 

 

 

 

 
【争点に対する判断】 

 「所論は，取締役会設置会社において，定款で株主総会の決議によっても代表取締役を定める
ことができるものとすることは，代表取締役の職務執⾏に対する取締役会の監督権限を弱めるか
ら，本件定めは無効であるというものである。 
 取締役会を置くことを当然に義務付けられているものではない⾮公開会社（会社法 327 条１項
１号参照）が，その判断に基づき取締役会を置いた場合，株主総会は，法に規定する事項及び定
款で定めた事項に限り決議をすることができることとなるが（会社法 295 条２項），法において，
この定款で定める事項の内容を制限する明⽂の規定はない。そして，法は取締役会をもって代表
取締役の職務執⾏を監督する機関と位置付けていると解されるが，取締役会設置会社である⾮公
開会社において，取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めること
ができることとしても，代表取締役の選定及び解職に関する取締役会の権限（会社法 362 条２項
３号）が否定されるものではなく，取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえない。 
 以上によれば，取締役会設置会社である⾮公開会社における，取締役会の決議によるほか株主
総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であると解するの
が相当である。」 

 
 

商法 

【事案の概要】 
Ｙ１社の代表取締役であったＸは，平成27年９⽉30⽇に開催されたＹ１社の株主総会における

Ｙ２をＹ１社の取締役に選任する旨の決議及び代表取締役に定める旨の決議は無効であるなどと主
張して，Ｙ１らに対し，Ｙ２の取締役兼代表取締役の職務執⾏停⽌及び職務代⾏者選任の仮処分命
令の申⽴てをした。Ｙ１社は，取締役会設置会社で，会社法２条５号所定の公開会社でない株式会
社（⾮公開会社）である。Ｙ１社の定款には，代表取締役は取締役会の決議によって定めるものと
するが，必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる旨の定め（以下「本件定め」とい
う。）があった。 

【争点】 
取締役会設置会社である⾮公開会社における，取締役会の決議によるほか株主総会の決

議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効か。 
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●刑法 104 条に関する判例 
 

参考人の虚偽供述と証拠偽造罪 
最決平 28・３・31（重判平 28 刑法９事件） 

 

 

 

 

 

【争点に対する判断】 

「他⼈の刑事事件に関し，被疑者以外の者が捜査機関から参考⼈として取調べ（刑訴法 223 条
１項）を受けた際，虚偽の供述をしたとしても，刑法 104 条の証拠を偽造した罪に当たるもので
はないと解されるところ……，その虚偽の供述内容が供述調書に録取される（刑訴法 223 条２項，
198 条３項ないし５項）などして，書⾯を含む記録媒体上に記録された場合であっても，そのこ
とだけをもって，同罪に当たるということはできない。 

しかしながら，本件において作成された書⾯は，参考⼈ＡのＣ巡査部⻑に対する供述調書とい
う形式をとっているものの，その実質は，被告⼈，Ａ，Ｂ警部補及びＣ巡査部⻑の４名が，Ｄの
覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で，各⼈が相談し
ながら虚偽の供述内容を創作，具体化させて書⾯にしたものである。 

このように⾒ると，本件⾏為は，単に参考⼈として捜査官に対して虚偽の供述をし，それが供
述調書に録取されたという事案とは異なり，作成名義⼈であるＣ巡査部⻑を含む被告⼈ら４名が
共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したものといえ，刑法 104 条の証拠を偽造
した罪に当たる。したがって，被告⼈について，Ａ，Ｂ警部補及びＣ巡査部⻑との共同正犯が成
⽴するとした原判断は正当である。」 

【事案の概要】 
被告⼈は，Ａと共に警察署を訪れ，暴⼒団員である知⼈のＤを被疑者とする覚せい剤取締法違反

被疑事件について参考⼈として取り調べられた。 
Ａは，被告⼈と相談しながら，Ｄが覚せい剤等を所持している状況を⽬撃したという虚構の話を

作り上げ，２⼈で警察署へ赴き，Ｂ警部補及びＣ巡査部⻑に対し，Ｄの覚せい剤所持事件の参考⼈
として虚偽の⽬撃供述をした上，被告⼈らの説明，態度等からその供述が虚偽であることを認識す
るに⾄ったＢ警部補及びＣ巡査部⻑から，覚せい剤所持の⽬撃時期が古いと令状請求をすることが
できないと⽰唆され，「適当に２か⽉程前に⾒たことで書いとったらええやん」などと⾔われると，
これに応じて２か⽉前にもＤに会ったなどと話を合わせ，具体的な覚せい剤所持の⽬撃時期，場所
につき被告⼈の作り話に従って虚偽の供述を続けた。Ｃ巡査部⻑は，Ａらと相談しながら具体化さ
せるなどした虚偽の供述を，それと知りながら，Ａを供述者とする供述調書の形にした。Ａは，そ
の内容を確認し，Ｃ巡査部⻑から「正直，僕作ったところあるんで」「そこは流してもうて，注射器
とか⼊ってなかっていう話なんすけど，まあ信憑性を⾼めるために⼊れてます」などと⾔われなが
らも，末尾に署名指印をした。 

【争点】 
参考⼈の虚偽供述が証拠偽造（刑法 104 条）に該当するか。 

刑法 
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●刑法 103 条に関する判例 
 

参考人の虚偽供述と犯人隠避罪 
最決平 29・３・27 

 

 

 

 

 

 

【争点に対する判断】 

「前記の事実関係によれば，被告⼈は，前記道路交通法違反及び⾃動⾞運転過失致死の各罪の
犯⼈がＡであると知りながら，同⼈との間で，Ａ⾞が盗まれたことにするという，Ａを前記各罪
の犯⼈として⾝柄の拘束を継続することに疑念を⽣じさせる内容の⼝裏合わせをした上，参考⼈
として警察官に対して前記⼝裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたものである。このような被告
⼈の⾏為は，刑法 103 条にいう『罪を犯した者』をして現にされている⾝柄の拘束を免れさせる
ような性質の⾏為と認められるのであって，同条にいう『隠避させた』に当たると解するのが相
当である（最⼀⼩決平元・５・１刑集 43 巻５号 405 ⾴ 百選Ⅱ125 参照）。したがって，被告⼈に
ついて，犯⼈隠避罪の成⽴を認めた原判断は，是認できる。」 

 

【事案の概要】 
Ａは，平成23年９⽉18⽇午前３時25分頃，普通⾃動⼆輪⾞（カワサキＺＥＰＨＹＲ〔ゼファー〕。

以下「Ａ⾞」という。）を運転し，信号機により交通整理の⾏われている交差点の対⾯信号機の⾚⾊
表⽰を認めたにもかかわらず，停⽌せずに同交差点内に進⼊した過失により，右⽅から普通⾃動⼆
輪⾞を運転進⾏してきたＢを同⾞もろとも路上に転倒・滑⾛させ，同⾞をＡ⾞に衝突させ，よって
Ｂに外傷性脳損傷等の傷害を負わせる交通事故（以下「本件事故」という。）を起こし，その後Ｂを
同傷害により死亡させたのに，所定の救護義務・報告義務を果たさなかった。 

被告⼈は，⾃ら率いる不良集団の構成員であったＡから同⼈が本件事故を起こしたことを聞き，
Ａ⾞の破損状況から捜査機関が前記道路交通法違反及び⾃動⾞運転過失致死の各罪の犯⼈がＡであ
ることを突き⽌めるものと考え，Ａの逮捕に先⽴ち，Ａとの間で，Ａ⾞は盗まれたことにする旨の
話合いをした。 

Ａは，前記各被疑事実により，平成24年７⽉８⽇通常逮捕され，引き続き勾留された。被告⼈は，
その参考⼈として取調べを受けるに当たり，警察官から，本件事故のことのほか，ＡがＡ⾞に乗っ
ているかどうか，Ａ⾞がどこにあるか知っているかについて質問を受け，Ａ⾞が本件事故の加害⾞
両であると特定されていることを認識したが，警察官に対し，「Ａがゼファーという単⾞に実際に乗
っているのを⾒たことはない。Ａはゼファーという単⾞を盗まれたと⾔っていた。単⾞の事故があ
ったことは知らないし，誰が起こした事故なのか知らない。」などのうそを⾔い，本件事故の当時，
Ａ⾞が盗難被害を受けていたことなどから前記各罪の犯⼈はＡではなく別⼈であるとする虚偽の説
明をした。 

【争点】 
⼝裏合わせを伴う虚偽供述は，「犯⼈の⾝柄の拘束を免れさせる性質の⾏為」として，刑

法 103 条の「隠避」に該当するか。 
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裁判官⼩貫芳信の補⾜意⾒ 
「私は，法廷意⾒に賛同するものであるが，本件被告⼈の⾏為が隠避に当たると考えた理由に

ついて，意⾒を補⾜して述べておきたい。 
１ 隠避⾏為とは，法廷意⾒が説⽰するとおり，『犯⼈の⾝柄拘束を免れさせる性質の⾏為』を

いうものと解するのが相当である。そして，虚偽供述がそのような⾏為に該当するというた
めには，客観的に刑事司法作⽤を誤らせる危険性を有するものであること，すなわち，当該
虚偽供述が犯⼈の⾝柄拘束の継続に疑義を⽣じさせる性質のものであることを要するという
べきである。 

２ まず，『犯⼈の⾝柄拘束を免れさせる性質の⾏為』といえるためには，単に⾝柄拘束の可否
を判断することに何らかの関連を有する供述というだけでは広範なものが含まれ，処罰の範
囲を画することができないので，その可否判断に直接ないし密接に関連した供述内容でなけ
ればならない。このような点から本件供述内容をみると，本件では，事故時に犯⼈がＡ⾞を
使⽤することが可能であったことが必須の捜査事項であったところ，本件被告⼈の虚偽供述
の内容は，『Ａがゼファーという単⾞に実際に乗っているのを⾒たことはない。Ａはゼファー
という単⾞を盗まれたと⾔っていた。』というものであり，ＡはＡ⾞を使⽤することは不可能
であり，結局Ａが本件事故⾞の運転者ではあり得ないことを供述内容とするものであるから，
Ａの⾝柄拘束を免れさせることに直接関わる虚偽供述内容といえよう。 

３ 次に，本件は，虚偽供述にとどまるものではなく，Ａと⼝裏合わせをした上で，前記虚偽
供述をした事案である。参考⼈の供述は，関係者の供述や客観的証拠と整合性があるかどう
かを確認して信⽤性判断がされるものであるが，⼝裏合わせはその有⼒な確認⽅法の⼀つを
あらかじめ奪って，信⽤性チェックを困難にし，場合によっては虚偽供述の真実らしさを増
幅させ，捜査の⽅向を誤らせる可能性もあり，客観的に刑事司法作⽤を誤らせる危険性を有
するものということができる。その程度は，実務上犯⼈隠避罪に当たるとすることに異論を
みない⾝代わり⾃⽩と差がないものと評価できよう。このような意味で，⼝裏合わせの事実
は，虚偽供述が隠避に該当するというための重要な考慮要素というべきである。 

４ 以上によれば，⼝裏合わせを伴う本件虚偽供述は，『犯⼈の⾝柄の拘束を免れさせる性質の
⾏為』とみることができ，刑法 103 条の隠避に該当する。本件は，犯⼈が⾝柄拘束中に犯⼈
と意思を通じて虚偽供述に及んでいる点で，法廷意⾒が引⽤する最⾼裁平成元年５⽉１⽇第
⼀⼩法廷決定の事案と共通しており，また，⼝裏合わせを伴う虚偽供述は同決定の⾝代わり
⾃⽩と刑事司法作⽤を害する程度において差はないと思われるので，本件は同決定と類型を
同じくする事案ということができよう。」 
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●刑訴 197 条１項に関する判例 
 

ＧＰＳ捜査の適法性 
最大判平 29・３・15（百選（第 10 版）30 事件） 

 

 

 

 

 

 

 

【争点に対する判断】 
 「憲法 35 条は，『住居，書類及び所持品について，侵⼊，捜索及び押収を受けることのない権利』
を規定しているところ，この規定の保障対象には，『住居，書類及び所持品』に限らずこれらに準ず
る私的領域に『侵⼊』されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると，
……個⼈のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって，合理
的に推認される個⼈の意思に反してその私的領域に侵⼊する捜査⼿法であるＧＰＳ捜査は，個⼈の意
思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして，刑訴法上，特別の根拠規定がな
ければ許容されない強制の処分に当たる（最決昭和 51 年３⽉ 16 ⽇第三⼩法廷決定・刑集 30 巻２
号 187 ⾴参照）とともに，⼀般的には，現⾏犯⼈逮捕等の令状を要しないものとされている処分と
同視すべき事情があると認めるのも困難であるから，令状がなければ⾏うことのできない処分と解す
べきである。」 
 「原判決は，ＧＰＳ捜査について，令状発付の可能性に触れつつ，強制処分法定主義に反し令状の
有無を問わず適法に実施し得ないものと解することも到底できないと説⽰しているところ，捜査及び

【事案の概要】 
 甲は，共犯者らと共謀の上，犯⾏に使⽤する⾃動⾞等を盗み出し，広域的に移動しつつ，店舗等に侵
⼊して⾐類等を盗むという⼿⼝により，繰り返し敢⾏された⾃動⾞等の窃盗や侵⼊盗などの事実で起訴
された。 
 捜査段階において，警察官らは，甲らによる犯⾏の全容を解明するため，平成 25 年５⽉ 23 ⽇頃か
ら同年 12 ⽉４⽇頃までの約６か⽉半の間，甲，共犯者のほか，甲の知⼈⼥性も使⽤する蓋然性があっ
た⾃動⾞等合計 19 台に，同⼈らの承諾なく，かつ，令状を取得することなく，ＧＰＳ端末を取り付け
た上，その所在を検索して移動状況を把握するという⽅法によりＧＰＳ捜査が実施された。 
 第１審は，本件ＧＰＳ捜査は検証の性質を有する強制の処分（刑訴法 197 条１項ただし書）に当た
り，検証許可状を取得することなく⾏われた本件ＧＰＳ捜査には重⼤な違法があるとした上，本件ＧＰ
Ｓ捜査により直接得られた証拠及びこれに密接に関連する証拠の証拠能⼒を否定したが，その余の証拠
に基づき甲を有罪とした。他⽅，原審は，ＧＰＳ捜査が強制処分法定主義に反し令状の有無を問わず適法
に実施し得ないものと解することは到底できないことなどを理由に，本件ＧＰＳ捜査に重⼤な違法があった
とはいえないと説⽰して，甲の控訴を棄却した｡ 
 甲は，本件ＧＰＳ捜査が憲法 35 条に違反するとして上告。 

【争点】 
⾞両に使⽤者の承諾なく秘かにＧＰＳ端末を取り付けて位置情報を検索し把握する捜査

は適法か。 

刑訴 



条⽂・判例スタンダード 読者プレゼント  ⾠已法律研究所 

11 

令状発付の実務への影響に鑑み，この点についても検討する。」 
 「ＧＰＳ捜査は，ＧＰＳ端末を取り付けた対象⾞両の所在の検索を通じて対象⾞両の使⽤者の⾏動
を継続的，網羅的に把握することを必然的に伴うものであって，ＧＰＳ端末を取り付けるべき⾞両及
び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使⽤者の⾏動の過剰な把握を抑制することができ
ず，裁判官による令状請求の審査を要することとされている趣旨を満たすことができないおそれがあ
る。さらに，ＧＰＳ捜査は，被疑者らに知られず秘かに⾏うのでなければ意味がなく，事前の令状呈
⽰を⾏うことは想定できない。刑訴法上の各種強制の処分については，⼿続の公正の担保の趣旨から
原則として事前の令状呈⽰が求められており（同法 222 条１項，110 条），他の⼿段で同趣旨が図
られ得るのであれば事前の令状呈⽰が絶対的な要請であるとは解されないとしても，これに代わる公
正の担保の⼿段が仕組みとして確保されていないのでは，適正⼿続の保障という観点から問題が残
る。」 
 「仮に法解釈により刑訴法上の強制の処分として許容するのであれば，以上のような問題を解消する
ため，裁判官が発する令状に様々な条件を付す必要が⽣じるが，事案ごとに，令状請求の審査を担当す
る裁判官の判断により，多様な選択肢の中から的確な条件の選択が⾏われない限り是認できないような
強制の処分を認めることは，『強制の処分は，この法律に特別の定のある場合でなければ，これをする
ことができない』と規定する同項ただし書の趣旨に沿うものとはいえない。」 
 「以上のとおり，ＧＰＳ捜査について，刑訴法 197 条１項ただし書の『この法律に特別の定のある
場合』に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。ＧＰＳ捜査が今後も広く
⽤いられ得る有⼒な捜査⼿法であるとすれば，その特質に着⽬して憲法，刑訴法の諸原則に適合する
⽴法的な措置が講じられることが望ましい。」 
 「以上と異なる……原判断は，憲法及び刑訴法の解釈適⽤を誤っており，是認できない。」 
 
【コメント】 
 本判決は，ＧＰＳ捜査は，合理的に推認される個⼈の意思を制圧して，重要な法的利益を侵害するもの
として強制処分に当たるとしている。強制処分と任意処分の区別に関しては，最決昭 51・３・16，百選
（第 10 版）１事件が，強制処分とは「個⼈の意思を制圧し，⾝体，住居，財産等に制約を加えて強制的
に捜査⽬的を実現する⾏為」を意味すると判⽰しているところであるが，本判決も同判例の枠組みにそっ
て判断されたものと考えられる。 
 ＧＰＳ捜査は強制処分に当たると解した根拠として，本判決は，ＧＰＳ捜査が個⼈の⾏動を継続的，
網羅的に把握することを必然的に伴うものであることを挙げる。これにより，単に空間内の位置を相当程
度具体的に特定することが可能であるだけでなく，個⼈の⾏動パターンを線として把握することも可能で
あることから，その点を重視して個⼈のプライバシーを強く侵害するものと判断したと考えられる。その
際，宅配物のエックス線検査の適法性が問題となった最決平 21・９・28，百選（第 10 版）29 事件と
同様に（エックス線検査によって実際に得た個別具体的な情報を考慮するのではなく，同検査の性能
等に着⽬して，その強制処分性を肯定した），本判決も，ＧＰＳ捜査によって実際に把握された個別
具体的な情報を考慮するのではなく，その性質等に着⽬して，ＧＰＳ捜査は，個⼈の所在等を逐⼀把
握することを可能にするものであり，類型的に⼤きなプライバシー侵害を伴う捜査⼿法であると評価
して強制処分性を肯定したものと考えられる。その上で，憲法 35 条の保障対象に，プライバシーが保
護されるべき私的領域に侵⼊されることのない権利が含まれることを確認し，ＧＰＳ捜査は，憲法の保障
する重要な法的利益を侵害するものとした。 
 なお，本判決の補⾜意⾒では，法制化されるまでの間，裁判官の審査を受けてＧＰＳ捜査を実施するこ
とが全く否定されるべきものではないとの⾒解が⽰されている。ただし，仮にごく限られた極めて重⼤な
犯罪捜査のために，⾏動の継続的，網羅的な把握が不可⽋であるとしても，いかなる態様の令状が必要と
なるかの問題は⽣じてこよう。 


