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事実の概要

　被告人は、成田空港に到着後、税関での手荷物
検査において輸入禁止品不携帯の確認書を記入し
たが、慎重検査対象旅客であると判明したため、
税関職員から検査室において同意による身辺検査
と旅具（スーツケース）の開披検査を受け、2度
実施されたＸ線検査で旅具に異影が認められ、表
面を拭ったワイプ材の TDS 検査１）でも覚醒剤反
応が得られた。そこで、被告人に解体検査への同
意を求められたが、2度にわたり同意書への署名
が拒否された後、口頭での同意が得られたと誤信
した税関職員は、採取針の穿刺を試みたものの特
定に至らず、旅具を部分的・段階的に解体し始め、
約 1時間後、旅具の緩衝材部分と一体であった
黒色シートを取り外し、これに付着していた白色
結晶の仮鑑定に付したところ、覚醒剤であるとの
分析結果が得られたため、被告人を現行犯逮捕し
た。尚、上記黒色シートに覚醒剤が練り込まれて
いた。旅具解体検査に被告人の同意を前提とする
証拠調べ請求が中間決定で却下された後、検察官
は外国郵便物の関税法 105 条 1 項による無令状
検査を適法と判示した判例（最判平 28・12・9 刑
集 70 巻 8号 806 頁）を引用し、本件解体検査の適
法性を主張した。

判決の要旨

　本件解体検査は、法 105 条に基づく行政調査
として行われたと認められるが、行政調査が刑事
責任追及を目的とするものではないとの理由のみ
で、行政調査における一切の強制が当然に憲法
35 条による保障の枠外にあると判断することは
相当でない（最判昭 47・11・22 刑集 26 巻 9 号 554
頁参照）。仮に、犯則調査であれば令状がなけれ
ば認められないような検査を規律の弱い行政調査
で認めれば、これを利用して証拠収集しようとす
る捜査機関の意図を酌んだ行政機関によって令状
主義の潜脱が可能となってしまうおそれがある。
実力の行使の有無とこれによって害される個人の
法益、刑事手続との関連性、解体検査の必要性、
緊急性、保護されるべき公共の利益との権衡など
を考慮し、これらを総合した具体的状況の下で、
憲法 35 条の法意に鑑み、同意も令状もなくても、
検査が相当と認められる限度で許容される事案か
を判断する必要がある。そのような観点からみる
と、本件は開披検査ではなく解体検査であること
など、平成 28 年最判とはかなり事案を異にする。
　本件解体検査は、結果的に検査結果が刑事手続
にも用いられることも想定の上で検査に及んでお
り、刑事手続との密接な関連性が認められる。解
体検査は、強度に財産権を侵害するものであり、
旅客の受ける不利益は、単なる開披検査や捜索を
はるかに上回る。
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　旅客の手荷物検査においては、郵便物の検査と
は異なり、通常、所持者もその場に同席している
ことからすれば、①検査が終了しなければ輸入の
許可ができず、所持者も検査の終了しない手荷物
を持って出ることはできないことを伝え、検査
に同意するよう粘り強く説得する、②同意しな
い場合、検査を拒否すること自体に刑事罰（関税
法 114 条の 2）があることを伝え、間接的に検査
を強制する、③なお検査を拒否するような場合に
は、犯則調査に移行し、令状を得て（同法 121 条）、
捜索差押を行うなど、いくつか取り得る手段が考
えられ、無令状検査を許容する必要性があるのか
疑問がある。
　本件では、通訳人の到着を待つことなく、検査
開始の通告もせず、突如、徹底的な解体検査を実
施したことからすれば、実質的に被告人の意思を
抑圧しているといえる。
　本件解体検査には、令状主義の精神を没却する
ような重大な違法がある。これにより得られた本
件各証拠は証拠能力を否定すべきである。

判例の解説

　一　税関検査
　関税法 105 条は、「税関職員は、（中略）職務を
執行するため必要があるときは、その必要と認め
られる範囲内において、次に掲げる行為をするこ
とができる」（1項柱書）、「航空機（中略）貨物に
ついて、所有者、占有者、管理者、（中略）その
他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれ
らに代えて関係書類を提示させ、若しくは提出さ
せること」（同項 1号）と規定する。本件は、こ
の検査として許容される程度が問題となった。本
判決が判示するように、その性質は行政調査であ
り、関税法違反の嫌疑が具体化した場合に令状審
査の上で許容される強制調査としての捜索・差押・
臨検（関税法 121 条）、現行犯状況における無令
状の強制調査としての捜索・差押・臨検（関税法
124 条）とは、性格を異にする。
　とはいえ、本判決が判示するように、税関検査
が果たして純然たる任意処分にとどまり、旅具の
解体等が一切、許容されないのかという点につい
ては、学術文献も稀有であり、裁判例も乏しかっ

た。
　税関検査の過程で犯則が認知されれば、刑事責
任追及に移行することもあるので、適正手続の保
障が及ぶことは当然であるが２）、国境を越えて出
入りする人と財産を無令状で検査する権限は、関
税自主権の保持・国内の法秩序の維持・条約の遵
守等、国家主権を保護する目的で合衆国憲法第四
修正に対する「Border Search の例外」として米
国の裁判実務において伝統的に無令状で実施さ
れ、対象物の損壊を伴う検査も認められてきた３）。
それ故、元々、我が国の領土内に存していた物と
は異なり、通関線を越えて国外から入域する物に
ついては、占有者・荷送り人等が、自らの意思で
当該物を「プライヴァシィーの期待」が低い状態
に置いていると考えるべきである４）。少なくとも、
税関検査は通関線の近辺に限定して実施されるの
であるから、憲法 35 条の禁忌する私的領域に対
する一般的・渉猟的侵害とはなり難い５）。

　二　平成 28 年最判との対比
　本判決が言及する平成 28 年最判の事案は、大
要、以下の通りである。東京税関東京外郵出張所
で郵便物の検査等を担当していた税関職員は、郵
便事業会社東京国際支店内の EMS・小包郵便検
査場において、イラン国内から東京都内に滞在す
る外国人宛に発送された郵便物につき、品名が不
明であったこと等から輸入禁制品の有無を確認す
るため、その外装箱を開披し、プラスティック製
瓶 2本が在中していることを目視で確認した。更
に、双方の瓶についてTDS検査を実施したところ、
双方の瓶から覚醒剤反応が得られたため、同出張
所審理官に本件郵便物を引き継いだ。同審理官
は、本件郵便物の外装箱から2本の瓶を取り出し、
それらの外蓋・内蓋を開披し、中に入っていた固
形物を取り出し、その破砕片から極微量につき覚
醒剤試薬を用いて仮鑑定を実施したところ、陽性
反応が得られたため、同税関調査部を通じ、同税
関業務部分析部門に鑑定を依頼した。その後、覚
醒剤である旨の連絡を受け、同税関調査部に対し
て摘発事件として通報し、これを受けた同税関調
査部は、差押許可状を郵便事業会社職員に提示し
て本件郵便物を差し押さえた。
　この措置に対して、「関税の公平確実な賦課徴
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収及び税関事務の適正円滑な処理という目的を、
大量の郵便物について簡易、迅速に実現する（中
略）ためには、税関職員において、郵便物を開披
し、その内容物を特定するためなどに必要とされ
る検査を適時に行うことが不可欠であって、（中
略）検査等の権限を税関職員が行使するに際して、
裁判官の発する令状を要するものとはされておら
ず、また、郵便物の発送人又は名宛人の承諾も必
要とされていないことは、関税法の文言上明らか
である。」「憲法 35 条の規定は、主として刑事手
続における強制につき、司法権による事前抑制の
下に置かれるべきことを保障した趣旨のものであ
るが、当該手続が刑事責任追及を目的とするもの
でないとの理由のみで、その手続における一切の
強制が当然に同規定による保障の枠外にあると判
断することは相当でない。しかしながら、本件各
規定による検査等は、前記のような行政上の目的
を達成するための手続で、刑事責任の追及を直接
の目的とする手続ではなく、そのための資料の取
得収集に直接結び付く作用を一般的に有するもの
でもない。また、国際郵便物に対する税関検査は
国際社会で広く行われており、国内郵便物の場合
とは異なり、発送人及び名宛人の有する国際郵便
物の内容物に対するプライバシー等への期待がも
ともと低い」と判示された。ここでは、本稿の一
において述べた税関検査の目的と性格が論拠とさ
れた６）。
　本判決は、この平成 28 年最判との差異を強調
するが適切であろうか。
　まず、国際郵便物の検査が大量で迅速な対応を
要することと空港の旅具検査との差異を理由とし
ている点について検討したい。通常は、毎年、数
千万人の旅客が入境し税関検査を受けているので
あるから、空港によって差異はあろうが、国際線
が多数就航している空港の航空機の乗客・乗員数、
その機内預託手荷物の総数、それらの総和である
旅具等の税関検査における取り扱い量が膨大であ
ること、また、長時間の飛行後に本邦に到着して
から、入国審査・税関検査で長い時間を費やす場
合に生じ得る問題を回避するための迅速処理の要
請等を考えると、空港での旅具検査に平成 28 年
最判の射程が及ばないと解するほどの差異を見出
すことは難しい。

　次に、外国郵便物の開披と解体検査との態様の
差異を理由としている点を検討したい。平成 28
年判例の事案においても、外装箱の取り出し、瓶
の外表面の TDS 検査を経た上ではあるが、微量
とはいえ、無令状で瓶の内容物を破砕し、これを
仮鑑定に付しており、損壊・費消を伴っている。
他方で、本判決の事案においても、検査対象旅客
であることが判明後、Ｘ線検査で異影を確認し、
被告人が解体の同意書に署名しなかったものの口
頭での同意が得られたとの誤信により解体検査に
着手し、その後も採取針の穿刺をする等した上で、
本件旅具緩衝材黒色シート付着の覚醒剤結晶の
発見に至るまで 1時間以上をかけて少しずつ段
階を踏んで実施された謙抑的検査であり、両事案
に大きな差異はないように思われる。旅具に輸入
禁制品等を隠匿する事例においては、旅具の損壊
を伴わなければ検査することが不可能な程度に一
体化した空間に隠匿されていることが稀有ではな
く、Ｘ線の異影が認められる場合等にも逐一、令
状を得なければ旅具の解体検査が許されないと解
した場合、令状実務がこれに対応し得るのか、後
述の通り疑問を禁じ得ない。本件事案において原
状回復不可能な程度の旅具損壊に至ったことを敢
えて問題視するのであれば、犯則調査としての臨
検・捜索の「必要な処分」（関税法 126 条 1項）が、
刑訴法の捜索における「必要な処分」（刑訴法 222
条 1 項・111 条 1 項及び 2項）が必要最小限度であ
ることを求めるのと同様、旅具の損傷度がより低
い方法にとどめるべきだったか否かが問題になる
にとどまるように思われる。

　三　本判決の現実性
　仮に、本判決が判示する通り、税関検査におけ
る旅具解体は、被処分者の意思を制圧し、財産権
の侵害を伴う重大な法益侵害であって、関税法
121 条に基づく捜索許可状によらなければ許容さ
れないという解釈が正当であるならば、なるほど、
①検査が終了しなければ輸入の許可ができず、所
持者も検査の終了しない手荷物を持って出ること
はできない旨を伝え、検査への同意を説得し、②
同意しない場合、検査を拒否すること自体に刑事
罰（関税法 114 条の 2）があることを伝え、検査
を間接強制し、③犯則嫌疑の存在を理由に犯則調
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査に移行することになろう。
　しかしながら、①②について必ずしも適格者の
通訳人を得られるとは限らない。本件被告人は英
国における居住・就労歴が長かった者で、自身の
母語であるスロヴァキア語による対応ではなかっ
たものの、英語が堪能であった上、税関職員が提
示したチェコ語で記載された文書を理解すること
も可能であった。とはいえ、本件で対応した税関
職員も高度の英語力を有しながら同意の有無をめ
ぐって紛議が生じているように、被処分者に独特
な訛があること、投げ遣りな言い方をすること等
が災いすることもあり得る。ましてや、間接強制
に関して自身の母語ではない言語で意思疎通する
ことには多大な困難が予想される。本判決は通訳
人の臨場を待つべきであった旨を説くが、仮に被
告人が少数言語以外での意思疎通が元々困難な外
国人であった場合、有効な同意を得るために適格
者を通訳人として確保できない危険性、あるい
は、長時間を要する可能性があることを否定し得
ない。また、結果的に 1人の旅客に対して長時間、
複数人の税関職員が説得と記録のために動員され
ることになることも、本判決の限界であると思わ
れる。
　次に③についてはどうであろうか。確かに、令
状請求書と疎明資料が裁判官の面前に提出された
後、令状発付まで、長時間を要することは稀有で
ある。とはいえ、国際線が就航している空港は多
くの場合、簡易裁判所所在地からの場所的離隔が
大きく、地域によっては交通事情も相俟って令状
申請に要する時間、令状発付後も執行までに要す
る時間は看過し得ない。今後、令状の電子申請・
発付・執行が可能となれば問題の多くは解消する
可能性もあろう。しかし現状では、被処分者を長
時間、通関線に滞留させることにならざるを得な
い。旅具の税関検査が純然たる任意処分であると
いう前提を取るのであれば、この点を矛盾なく説
明することは可能であろうか。刑事事件に関する
裁判例の中には、覚醒剤自己使用の嫌疑のある被
疑者に対する、いわゆる強制採尿令状を請求し、
これが執行されるまでの間を、任意捜査から強制
捜査への移行段階として捉え、通常の任意捜査で
許容される程度を超える手段を用いた滞留の説得
を適法と判示したものが散見される（東京高判平

21・7・1 判タ 1314 号 302 頁、東京高判平 22・11・
8 高刑集 63 巻 3 号 4 頁等）。また米国においては、
消化管内に輸入禁制品を隠匿している可能性のあ
る嫌疑者を長時間留め置いた措置を適法であると
判示した判例も見られるが７）、果たして本件事案
においても、長時間にわたる留め置きが適法とさ
れるのであろうか。更に付言すれば、令状請求・
発付・執行に時間を要する現状に鑑みれば、この
間、輸入禁制品の所持が疑われる旅客が我が国へ
の入国を断念し、令状執行前に他国へ渡航するこ
とも不可能ではない。この場合、我が国への輸入
禁制品の持ち込みを結果的には阻止し得るもの
の、他国へ持ち込まれる結果となって、薬物犯罪
規制等に関する国際協調の観点から望ましくない
ものともいえよう。
　少数言語の通訳人を確保することには限界があ
ろうが、少なくとも、本判決に正当性を認めるの
であれば、令状実務の改善が裁判所に求められる
ところである。

●――注
１）Trace Detention System の略であり、荷物表面をワイプ
材と呼ばれる紙で拭い、これに付着した微粒子を試料と
して瞬時に高精度・高感度に検査する微粒子拭取式検査
のことである。規制薬物・爆発物等の探知に有効である。

２）清水真「刑事訴訟法理論と税関検査・関税犯則調査の
交錯」明治ロー19 号 129 頁、須藤聴「関税法における
犯則調査と適正手続」税関研修所論集 30 号 196 頁。

３）Wayne R. LaFave, Search and Seizure (6th ed.2020) 
pp234-343.

４）清水真「『プライヴァシィーの期待』についての考察」『川
端博先生古稀記念論文集下巻』（成文堂、2014 年）592 頁。

５）笹倉宏紀「令状主義の意義と機能に関する若干の考察
――最高裁平成28年12月9日第三小法廷判決を素材に」
刑ジャ56 号 46 頁。
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