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事実の概要

　１　Ｘは、多発していた侵入窃盗事件のうち一
件について、その手口から被疑者として浮上し
た。警察官らは、Ｘの行動確認の一環として、Ｘ
の居住するマンションの防犯カメラ映像などを捜
査し、さらにＸの出すごみを捜査することになっ
た。
　被告人Ｘが所有し、居住していた本件マンショ
ン（分譲。地上 20 階、地下 2階建て）は、ごみに
関連する施設として、各階にごみの集積場所であ
るゴミステーションがあり、地下 1階にごみ置
場が設けられていた。本件マンションにおけるご
み処理は管理組合の業務とされ、管理組合はマン
ション管理会社に対しごみの回収・搬出等の清掃
業務を含む本件マンションの管理業務を委託し、
そのうち清掃業務については、同管理会社から委
託を受けた清掃会社が行っていた。そして、本件
マンションでは、居住者が各階のゴミステーショ
ンにごみを捨て、これを同清掃会社の清掃員が各
階から集めて地下 1階のごみ置場に下ろすなど
して、ごみの回収・搬出作業を行っていた。

　２　警察官らは、同管理会社の管理責任者や同
清掃会社のごみ回収責任者とごみの捜査のやり方
を協議し、平成 28 年 4 月 8 日頃から捜査を行っ
ていた。そして、5月 16 日、警察官らが警備室
で管理員の了解を得て地下 1階のごみ置場に行
き、Ｘの居住するＥ階から回収されたごみのう
ち、外観からＸの出したごみの可能性のあるごみ
4袋について、同管理会社の管理員が立ち会って、
1袋ずつ開封していき、そのうちの 1袋から本件
窃盗の証拠物たる紙片 1片等が発見されたため、

立ち会っていた管理員からそのごみ 1袋の任意
提出を受けて領置した上、そのごみ 1袋をその
管理員に一旦還付し、改めてその管理員から本件
紙片等のみの任意提出を受けて領置した。

　３　原審は、本件紙片の領置に至る一連の捜査
手続を違法と評価すべき理由はなく、本件紙片は、
違法収集証拠といえないとした。
　弁護人は、原判決が被告人を本件犯人と認定す
る証拠とした本件紙片は、その領置手続が違法で
あり、違法収集証拠として排除されるべきである
のに、これを証拠として採用して事実認定をした
原裁判所の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすこ
とが明らかな法令違反があるとして、控訴した。

判決の要旨

　「……本件マンションにおけるごみの取扱いか
らすると、居住者等は、回収・搬出してもらうた
めに不要物としてごみを各階のゴミステーション
に捨てているのであり、当該ごみの占有は、遅く
とも清掃会社が各階のゴミステーションから回収
した時点で、ごみを捨てた者から、本件マンショ
ンのごみ処理を業務内容としている管理組合、そ
の委託を受けたマンション管理会社及び更にその
委託を受けた清掃会社に移転し、重畳的に占有し
ているものと解される。」
　「（1）……本件紙片等の入っていたごみ 1袋を
含むごみ 4袋は、上記マンション管理会社や清
掃会社が占有するに至っていたものであり、本件
紙片等を領置するに至ったごみの捜査は、本件マ
ンションの管理業務の委託を受けている上記マン
ション管理会社が、法律に基づいた権限により行



2 新・判例解説Watch2

新・判例解説 Watch ◆ 刑事訴訟法 No.126

われている公益性の高い犯罪捜査に協力してい
る状況で、更にごみの捜査にも協力することに
し、同社の従業員や同社から委託を受けてごみの
回収・搬出を行っている上記清掃会社の従業員と
協議して行われたものであるから、本件紙片等の
入っていたごみ 1袋を含むごみ 4袋は、その所
持者が任意に提出した物を警察が領置したもので
あり、警察がそのごみ 4袋を開封しその内容物
を確認した行為は、領置した物の占有の継続の要
否を判断するために必要な処分として行われたも
のであるといえる。
　（2）このようなごみの捜査を行う必要性につ
いて見ると、……被告人に対し学校、会社事務所
等を狙って多発していた侵入窃盗事件の嫌疑が高
まっていたものであり、上記のようなごみの捜査
を行う必要性は高かったといえる。また、被告人
の捨てたごみの中には、被告人に対する嫌疑があ
る侵入窃盗事件の被害品の一部や犯行時に犯行現
場付近に存在したことを示すような証拠等が混
ざっている可能性があるから、上記のようなごみ
の捜査を行う合理性もあったといえる。
　さらに、上記のようなごみの捜査の相当性につ
いて見ても、……上記のようなごみの捜査は、本
件紙片を領置した日だけでなく、4月 8日頃から
被告人逮捕の前日である 8月 1 日頃まで行われ
ていたことが認められるが、上記のとおり、被告
人が警察に検挙されないようにする行動を取って
いると推測される状況があったことからすると、
上記のような証拠になり得る物がごみとして出さ
れるのをとらえるために、ある程度の期間にわ
たって上記のようなごみの捜査をすることもやむ
を得なかったといえる。しかも、上記のとおり、
警察は、被告人の住戸のあるＥ階のごみの中から、
外観から被告人が出したごみの可能性のあるごみ
袋に絞り込んでおり、領置して開封するごみ袋を
極力少なくする配慮をしていたのである。これら
のことからすると、上記のようなごみの捜査は、
相当な方法で行われていたといえる。
　本件マンションの居住者等は、ゴミステーショ
ンに捨てたごみが清掃会社によりそのまま回収・
搬出され、みだりに他人にその内容を見られる
ことはないという期待を有しているものといえる
が、このことを踏まえても、本件紙片を領置する
に至った捜査は、上記のような必要性があり、そ
の方法も相当なものであったのであるから、警察

がその所持者から本件紙片等の入っていたごみ 1
袋を含むごみ 4袋の任意提出を受けて領置した
上、それらのごみ袋を開封してその内容物を確認
し、証拠となり得る物と判断した本件紙片等につ
いて、改めて任意提出を受けて領置した捜査手続
は適法なものといえる。
　（3）……弁護人は、本件マンションはオート
ロック式であり、部外者の立入りが制限されてい
るため、公道に捨てられた場合と比較して第三者
がごみにアクセスする可能性が低いことなどに照
らしても、プライバシー保護の程度は高いなどと
して、本件紙片の領置手続は違法と判断されるべ
きであると主張する。しかし、本件における上記
のようなごみの捜査の必要性の高さやその方法の
相当性に照らすと、上記のとおり、本件紙片を領
置するに至る捜査手続は適法といえる。
　（4）以上のとおり、本件紙片の領置に至る捜
査手続は適法であって、そのほかに弁護人が主張
する点を踏まえて検討しても、同様の判断により
本件紙片の証拠能力を認めて証拠調べをし犯罪事
実の認定に用いた原裁判所の訴訟手続に法令違反
はない。」

判例の解説

　一　本判決の内容
　「領置」（221 条）とは、物の占有を強制力なく
して取得する処分をいう。その対象は、法文上、「被
疑者その他の者が遺留した物」と「所有者、所持
者若しくは保管者が任意に提出した物」である。
本判決は、マンション内のゴミステーションに排
出されたごみ袋やその内容物を警察官が領置した
ことにつき、適法と判断したものである１）。

　二　検討
　１　ごみの領置の適法性に関する判例として
は、最二小決平 20・4・15（刑集 62 巻 5号 1398 頁。
以下、「20 年決定」という。）がある。20 年決定の
事例において問題となったのは、公道上にあるご
み集積所に被告人らが排出したごみ袋の領置の
適法性である。これについて、最高裁は、「被告
人［らは］……ごみ袋を不要物として公道上のご
み集積所に排出し、その占有を放棄していたもの
であって、排出されたごみについては、通常、そ
のまま収集されて他人にその内容が見られること



3vol.7（2010.10） 3

新・判例解説 Watch ◆ 刑事訴訟法 No.126

3vol.26（2020.4） 3

はないという期待があるとしても、捜査の必要が
ある場合には、刑訴法 221 条により、これを遺
留物として領置することができるというべきであ
る」として、これを適法と判断した。20 年決定は、
公道上に排出することで排出者がその占有を放棄
したとみることのできるごみ袋を対象とするもの
であり、物理的な管理支配という意味での占有が
ない物の領置に関するものであった。それゆえ、
20 年決定の射程は、集合住宅の敷地内などのご
み集積所で管理されているごみ袋には及ばないと
されてきた２）。
　本判決は、領置の対象となった物の占有の有無
の点、ひいてはそれが遺留物か任意提出物かとい
う点で、20 年決定とは事案を異にすると考えら
れ、本件裁判所も同様の評価をしている。

　２　本件裁判所は、ごみ袋の排出から領置に至
る経緯について次のように認定した。すなわち、
①被告人Ｘがごみ袋を排出したことで、その占有
は、ごみの処理を業務内容とするマンションの管
理組合、管理会社および清掃会社に移転したこと
となり、そのごみ袋は「重畳的に」占有されるに
至ったとみられ、②①のような占有状態を前提に
すると、管理会社が捜査に協力している状況では、
ごみ袋は「所持者」から捜査機関に任意提出され
たと評価でき、③その任意提出を受けたごみ袋を
捜査機関が領置したうえで、④捜査機関がごみ袋
を開封してその内容物を確認したことは、占有継
続の要否を判断するために行われた押収物に対す
る必要な処分（222 条 1 項・111 条 2 項）と評価さ
れる、というのである。
　上記のように、本件裁判所は、まずごみ袋が任
意提出されたうえで（②）、警察官がこれを領置
し（③）、必要な処分として開封した（④）との
法的評価をしている。ただし、本件裁判所が認定
した事実は、管理会社管理員の立会いの下、警察
官らがまずごみ袋 4袋を開封して本件紙片を発
見し、本件紙片の入っていたごみ袋 1袋につき
管理員から任意提出を受けて領置し、一旦これを
還付した後に、再度本件紙片のみの任意提出を受
けて領置したというものである。つまり、ごみ袋
の開封前の段階では、明示的な任意提出がされた
という客観的事実はない。この場面における必要
な処分の対象は「押収物」（222 条 1項・111 条 2項）
であるから、開封の時点において領置が完了して

いる必要がある。そこで、管理会社が従前から本
件捜査に協力しており、管理員が警察官らのごみ
置場への入場を了解したことや、ごみ袋の開封に
立ち会ったという状況から、ごみ袋の開封以前に、
事実上の任意提出が行われ、事実上の領置がなさ
れていたと評価したものとみられる３）。
　そして、本件裁判所は、「このような捜査」に
ついて、Ｘの嫌疑が高まっていたことなどから、
その必要性を肯定した。また、Ｘが検挙されない
ようにする行動をとっていると推測される状況が
あったことから、ある程度の期間にわたってごみ
の捜査をしたとしてもやむを得ず、捜査対象とす
るごみはＸの出した可能性のあるごみに絞り込ん
でいたから、相当な方法で行われていたと判断し
た。そして、「本件マンションの居住者等は、ゴ
ミステーションに捨てたごみが清掃会社によりそ
のまま回収・搬出され、みだりに他人にその内容
を見られることはないという期待を有しているも
のといえる」として、ごみの排出者の利益を肯定
する一方で、上記必要性等に照らせば、なお適法
であるとの判断をした。
　本件処分に対する①～④の評価を前提に、「こ
のようなごみの捜査」という文言を用いて適法性
判断に入っていること、そして上記のような具体
的な判断内容に照らすと、本判決においては、本
件紙片の領置と同時的に行われたごみ袋 4袋の
領置に加え、それ以前から継続的に行われていた
ごみの捜査、そして領置そのものに留まらず領置
に伴う必要な処分についても、必要性と被侵害利
益との比較衡量の下でその適法性が判断されたと
みられる４）。

　３　先に述べた通り、領置とは強制を伴うこと
なく物の占有を奪う処分をいうが、領置が証拠物
等に対する押収の一種である以上、領置には占有
の移転とその後の占有の継続だけでなく、その他
の必要な処分が付随すると想定される。すなわち、
その対象物中における証拠物の存在を確認し、占
有の継続の要否を確認するための処分や、領置し
た証拠物についてこれを観察するなどし、その内
容、態様、性質等を読み取る処分などである。し
たがって、領置とは、その後の付随処分をも含め
るならば、押収物の内容等に関わるプライバシー
を侵害しうる処分といえる。
　本件における一連の処分は、いずれも本件窃盗
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事件に関する証拠物の獲得という一つの目的に向
けられたものであり、また領置とその付随処分と
いう関係からみても、不可分と考えられ、本件裁
判所もこれらを一体のものとして判断したとみら
れる。そして、本件裁判所は、反対利益として「み
だりに他人に［ごみの］内容を見られることはな
いという期待」を肯定したが、必要性等に照らせ
ばなお適法であるとの判断をした。
　たしかに、物の占有を放棄し、あるいは他人に
委ねるということは、その物の扱われ方をもはや
自分ではコントロールできなくなることを意味す
る。それゆえ、このことを自覚しつつも自ら物の
占有を放棄した場合には、領置に付随する処分に
よって侵害される利益まで考慮するとしても、当
該物に関わるプライバシーやその他の利益の保護
を期待することは困難となる。したがって、排出
されたごみについても、排出者が占有を失う時点
で、その内容を知られうるということを多少なり
とも自覚しているといえ、上記のような「内容を
見られることはないという期待」を保護する要請
は必ずしも高くなく、ごみの占有を取得するにあ
たって令状を要するとまではいえないと思われ
る。
　ただし、ごみというものの性質を考えたとき、
なお留意すべき点はある。

　４　そもそも、ごみとは不要物のことではある
が、その内容としてはあらゆるものを含む。たと
えば、秘密の情報を含む書類や信書、DNA を含
む体液や毛髪などがごみとして排出されるし、ま
た個々のごみの内容を総合すれば排出者の生活状
況を推測することさえ可能である。それゆえ、上
記のような情報等を活用する場面を想定するなら
ば、ごみは単なる価値のない不要物とは到底いえ
ないことになる５）。
　また、ごみは、通常のルールに則って排出され
る場合、その過程で必ず排出者の占有を離れるこ
とになる。そして、遺留物と評価され領置の対象
となったり、あるいは捜査に協力するごみ管理者
の手によって任意提出されたりすることになる。
もしごみから推知できるプライバシーを保護しよ
うと思えば、そういった情報を読み取られること
のないよう、細断や溶解といった手を尽くすか、
燃やす・下水に流すなどの処分方法をとらざるを
得ず、通常の方法での処分を断念するしかない。

　このように、ごみに内在するプライバシー情報
の質や量に加え、自らの占有を失うことなくごみ
を処分することが著しく困難であるという実態を
考えると、排出者の占有がないという事実自体か
ら、保護されるべき利益を小さく見積もることは
失当というべきである。
　さらに、業務として他人の有価物を預かる者は、
通常はその有価物を後に所有者に返還し、あるい
は何らかの目的で利用する契約上の債務を負って
いるのだから、その有価物を現に占有・所持して
いるからといって、任意提出に応じるとは考えに
くい。他方で、本件のように、業務として他人の
排出したごみを管理する者は、そのごみを廃棄処
分する債務を負っているにとどまり、これを返還
することなどは想定していないから、求められる
ままに任意提出をしてしまう状況がある。ごみの
管理者や所持者による任意提出の実現が容易に過
ぎる点もまた、認識されるべきである。
　以上のように、ごみの内容やその処分の実態を
踏まえると、本判決については、反対利益につい
て検討が尽くされたといえるのかという点、そし
て「所持者」の明示的な任意提出の意思が確認さ
れていないにもかかわらず領置したことが相当と
いえるのかという点で、疑問が残る。

●――注
１）本判決に関する評釈として、金子章・法教 466 号（2019
年）127 頁、是木誠・警論 72 巻 7 号（2019 年）151 頁
がある。

２）鹿野伸二・最判解刑事篇平成20年度289頁、宇藤崇・ジュ
リ 1376 号（平成 20 年度重判）（2009 年）208 頁、緑大
輔・速報判例解説（法セ増刊）3号（2008 年）213 頁等。

３）原審裁判所の認定も概ね同様であるが、原審裁判所は、
任意提出書や領置調書が作成されていないことについ
て、手続上の形式的な瑕疵が存在すると指摘していた。
任意提出は、本件における占有取得の適法性を基礎付け
るものであり、外形的状況から擬制することが許される
のか疑問である。

４）なお、20 年決定は、文言上、領置とその付随処分とを
区別して判示していないが、鹿野・前掲注２）315 頁は、
「必要な処分としての選別行為を含めて領置手続に違法
な点はないと考えていることは明らかである」とする。

５）松代剛枝「捜査としての公道上の人のビデオ撮影・ご
みの領置」関法 59 巻 6号（2010 年）1頁など。
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