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要旨  

 1. 上告人は、記事特定のない被上告人の「抗議電話」に対応し、

該当すると思える現行記事と新投稿記事を継続的に削除し、同趣

旨の投稿は行われなくなった。被上告人は上記電話以外の削除要

請をせず、別の主題の記事を掲示板に投稿し続けた。「抗議電話」

が削除要請であっても、講ずべき措置はこの時点で完了している。 

 2. 被上告人は掲示板管理者の投稿記事についての責任を、発信者

やホームページの管理者の責任と同一視し、原判決は、この主張

を暗黙的に共有しているが、この解釈はプロバイダー責任制限法

3 条を否定するもので、原判決は同法に違反している。 

 3. 原判決は、上告人が記事の存在を知っていたかについて、第一

審以来の訴訟行為や当事者の主張からかけ離れた判断を、脈絡な

く導入しており、民事訴訟法 246 条および 247 条に違反している。 

  4. 原判決は、被上告人と訴外吉田卓朗のやりとりに関する資料を

無視し、独自に作成した別紙に基づき、誤った事実認定を導いて

いて、民事訴訟法 246 条と 247 条に違反している。 

 5. 原判決が事実認定と法解釈を捻じ曲げる原因は、裁判官の日本

国憲法 14 条、19 条、23 条および 76 条 3 項を蹂躙する訴訟の姿勢

にあり、原判決は各条に違反している。 

 6. 原判決には主文を導く理由にあたるものがなく、理由としてい

るものは、理由という概念に値せず、少なくとも理由に食い違い

がある。  

 以上により、原判決は取り消されなければならない。  
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本論  

はじめに  

本訴訟は上告人について、裁判司法討論板およびその前身のすべて

の掲示板(以下、「本件掲示板」)の、「特定電気通信役務提供者の損

害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイ

ダー責任制限法)」に定められた「特定電気通信役務提供者（以下、「掲

示板管理者」）」としての責任を問うものである。同法 3 条では、「権

利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずる

ことが技術的に可能な場合であって」掲示板管理者が「情報の流通に

よって他人の権利が侵害されていたことを知っていた」か「知ること

ができたと認める相当の理由がある」ときでなければ、「賠償の責め

に任じない」としている。原判決は、この規定の解釈を誤り、上告人

に法の規定しない責任を課している。 

本書面においては、プロバイダー責任制限法の規定と、事件の経過

を合わせて説明し、次の三項目の順で、上告人が掲示板管理者の責任

を果たしていることを述べる。 

・上告人は権利侵害記事の存在を知っていたか 

・「本件記事」は権利侵害の違法記事か 

・発信者の送信防止措置は技術的に可能か 

 

1．上告人は権利侵害記事の存在を知っていたか 

1-1. 被上告人の削除要請の電話について 

何度も説明しているが、2016 年々末から 2017 年々初のいずれかの

日に、被上告人の電話を受けて、上告人は本件掲示板における記事の

削除依頼と解した。だが、被上告人は削除対象の記事を特定せず、上

告人が記事の特定を求めても答えずに一方的に電話を切った。その後



 5 

の措置の意味を説明するために、ここでは上告人が記憶する状況を少

し詳しく描写する。 

その日、被上告人は、上告人に電話をかけ、「俺は生活保護の不正

受給なんかしていない」と怒鳴りつけた。唐突な被上告人の言葉に、

上告人が「何のことか」あるいは、「そうですか」というような返答

をしたところ、「ふざけるな、掲示板に書いているだろう」と詰問す

るように罵声を浴びせかけた。そこで、上告人が「掲示板記事を削除

すればいいのか（削除要請か）」と問うと、被上告人は「とぼけるな」

というような言葉で、上告人を威嚇し、どの記事が削除対象になるの

かという質問を無視して、電話を一方的に切った。  

このような電話での会話は、プロバイダー責任制限法で想定する削

除依頼の要件を満たしておらず、掲示板管理者が適切な措置を講じる

ことを可能にする通知とは言えない。プロバイダー責任制限法が、管

理者の賠償の責めを負わせる場合を情報の流通を知っていたときに限

るとするのは、掲示板管理者が掲示板の記事の常時監視の義務を負わ

ないという意味であり、想定される削除要請は、基本的には削除対象

の記事を特定して、削除の理由を説明するというものである。したが

って、被上告人の電話による罵声は、削除要請の意味合いがあったと

しても、不完全なものである。上告人は不完全であるからといって、

要請を無視したわけではなく、掲示板を見まわし、生活保護不正受給

を主張していると思われる訴外吉田卓朗の記事を削除した。  

 

1-2. 上告人の講じた措置の意味と効果について 

この事実についての認定であるが、被上告人は、削除したという主

張が虚偽であり削除を立証する被上告人の提出証拠を上告人が偽造し

たものだと主張している。民事訴訟は当事者の主張を裁判官が判断す
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るものだから、まずこの争点について主張の双方のさらなる攻撃防御

の訴訟行為を促したうえでの、それに対する検証が必要であるはずだ

が、そのような訴訟指揮は行われず、原判決は 3989 の記事を削除し

たことを限定的に認定している（争点 1 の（2）のカ）。  

上告人が第一審および原審で主張しているのは、一つの記事だけを

削除したことではなく、それに該当すると上告人が判断した複数の記

事を削除した事実であり、吉田が削除された記事を再投稿し、同趣旨

の記事を投稿したときに、その記事も削除したということである。そ

のために、ある時点を境に吉田は本件掲示板に記事を投稿しなくなり、

その後、被上告人は生活保護不正受給の問題ではなく、別の主題で本

件掲示板に記事を投稿し続けた。  

本件掲示板では、削除された記事はファイル媒体から直接に消去さ

れるので、現物の証拠で削除の事実を立証することはできない。甲 1

の 1 号証の記録と現在の掲示板の記事の状態を比較して、3989 の元の

記事が削除されていることは明らかだが、これは削除措置がその一件

の記事だけに対するものであったことを意味するものではない。上告

人は、原審で、削除を継続的に行ったことが合理的に推測される、削

除処理の後の掲示板の記事の状態の推移を示す証拠を提出している。

被上告人は上告人のこの主張も否認し、上告人はまったく削除を行っ

ておらず、上告人の提出した証拠はすべて偽造であると主張している。

これについても、原審の裁判官は被上告人の主張を検討せず、上告人

の反論も聞こうとしなかった。 

被上告人は、第一審、原審を通じて様々な主張を展開しているが、

そのすべてに対して、まともな根拠を示さず、甲 1 の 1 号証、甲 1 の

2 号証および甲 1 の 3 号証 (以下、「甲 1 号証」と総称する )の取得日付

のように、まったくの虚偽であることが立証されているものもある（原
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審控訴人準備書面 1 参照）。裁判官は、このような被上告人の主張を

取捨選択し、被上告人に不利な部分は無視し、主観を通して被上告人

の主張なるものを再構成して、判断基準としているのだが、これは、

被上告人の主張ではなく裁判官の主張である。上告人は訴訟において、

裁判官とではなく、被上告人と主張を交わしているのであり、裁判官

が当事者間の主張を十分に展開させず、自らの主観的な判断を脈絡な

く持ち出して判決を書くことは民事訴訟法 246 条に違反する行為であ

る。 

継続的に吉田の投稿を削除し、吉田が投稿を行わなくなり、本件掲

示板で被上告人が生活保護不正受給記事の問題を指摘することなく、

別の主題の記事を投稿する状況が数か月間継続していたことは、要望

に対する削除措置が完了したと合理的に判断される状況である。仮に

生活保護不正受給に関する記事が違法記事であるとしても、掲示板管

理者としての注意義務を果たしており、被上告人が問題にする記事が

（違法記事であるか否かは別にして）本件掲示板に掲載されているこ

とを「知っていた」か「知ることができたと認める相当の理由がある」

とは言えない。 

 

1-3. 被上告人は削除要請をしたのか 

問題は、被上告人が上記の削除措置の後に残っていた記事について、

特定して上告人の削除要請をしていたか、削除してもらいたい記事が

残っていることを通知し、上告人の記事特定に関する質問に答えてい

たかどうかであるが、2016 年 12 月から翌年 2 月までの間の、本件掲

示板における被上告人と吉田らの論争について、上告人が削除要請ら

しき通知を受けたのは、前述の電話による一度だけである。 

この事実認定は、この訴訟の要点であるので、原審において審理を
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慎重に行うべきであったと考えるが、第一回の口頭弁論で、上告人が

被上告人の準備書面 1 を受け取って、まだ読むことができない状態で、

上告人の意向も問わずに結審が宣言された。したがって、原審結審ま

での時点で、この事実認識の基礎になるものを比較検討し、判断する

しかない。被上告人がそのような削除要請を行ったことを立証すれば

決定的であるが、それがなければ、削除要請があったことを確認でき

ないのであるから、なかったことを前提に結論に至るべきである。 

被上告人が削除対象の記事を特定することを拒否するという姿勢は

一貫しており、以前の訴訟の終結後、上告人の第一審準備書面 1 で書

いた通り、上告人のどの記事を削除するのかという質問に対して、「掲

示板を精査する作業などできない」と拒絶し、上告人を誹謗中傷する

記事を自らのウェブサイトに掲載し続けている。 

 

1-4. 第一審判決の認定と問題点 

第一審判決では、被上告人が記事を特定して上告人に削除要請をし

てきたかについて、「削除要請が具体的に、例えば記事番号等で特定さ

れたものかなどにつき疑問」があるとして、「本訴提起前に」「本件記

事の掲載が」あることを知っていたあるいは知り得たとすることはで

きないと判断している（6 ページ）。第一審判決は、上告人に賠償責任

があるという結論を導くために、被上告人の提訴の行為とそれに伴う

証拠などの提出により、上告人がその状態を知ることになったと認め

られると続けているが、これは、提訴の時点での状態を提訴よりのち

の出来事により制約しようとする、訴訟の根幹を破壊する暴論であり、

認めることはできない。訴訟の目的は慰謝料請求であり、記事削除で

はなく、提訴を削除要請に替えることはできない。第一審判決および

原判決で使用している「本件記事」という用語は、定義として不十分
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であり、削除を要する記事とその根拠を示すものではない。第一審判

決およびそれを支持した控訴審判決が、被上告人に対して、賠償金に

対する利子を、第一審提訴の 2017 年 9 月を起点として支払えと命じ

ているのだから、判決の言う債務がどの時点の状態に起因するのかは

明白である。本件掲示板の特定記事の削除を望むなら、訴訟とは別に

行うべきであり（本来ならば提訴の前に）、その要請に対して、上告人

がどのような措置を講じるかも、その時の判断である。  

本訴の提起以前に上告人が記事の存在を知っていたとする仮定が成

り立たないという第一審判決の結論は尊重されるべきであり、それを

覆したいのならば、そのような主張立証などの訴訟行為が、原審の審

理において行われているか、第一審の訴訟記録に、第一審判決の結論

を誤りとする何らかの要素があることが指摘されなければならない。  

 

1-5. 削除要請を不要と考える被上告人の姿勢を示す訴訟記録 

第一審判決は被上告人の主張の要約として、上告人に記事の削除を

何度も要請していたとしているが(4 ページ)、そのような主張がどこ

で行われたのか、明白ではない。被上告人の主張書面には、この要約

とは矛盾する、記事を特定する削除要請を行う必要がないと考えてい

ることを示す記述が多く見える。 

たとえば、上告人がその第一審準備書面１で、被上告人の電話での

不完全な削除要請に対し、該当記事と思われるものを削除したが、削

除漏れの記事が残っているかもしれないと指摘したこと（8 ページ）

に対し、被上告人の第一審準備書面 3 ページの先頭で  

「削除に応じている？証拠提出している全ての甲号証は被告掲 

示板に長々と掲示されたのは周知の事実である。原告は証拠に基

づいた主張をしている。」  
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と反論している。記事の存在を問題にしているのであり、特定した記

事の削除要請を無視したことを問題にしているのではない。あるいは、

原審における被上告人の答弁書 5 ページで、被上告人は掲示板管理者

の責任について、次のように書いている。  

「インターネット掲示板に掲載するのであれば、この掲示板管理

者は掲載記事に責任を負う。また個人情報を流すのであれば、相

手の同意が必要である。  

被控訴人は、2011 年春から訴外・坪井隆作の訴訟妨害目的に始ま

る、巫掲示板上での侮辱・ヘイト記事投稿の事前チェックを訴え

続けているが、控訴人は現在まで拒絶している。」  

被上告人は、掲示板管理者とホームページの作成者、管理者あるい

は掲示板の投稿者、つまりウェブサイトにおける情報の発信者を区別

せず、責任についても同一視している。要求するものは、記事の予防

的制限であり、特定記事の削除ではない。  

さらに、第一審の原告準備書面１の 3 ページ上段で、別の訴訟（平

成 25 年（ワ）第 1555 号事件）の判決書（中山判決）に「第三者の権

利を侵害しないかについての検討は、掲載する掲示板管理者（太字、

下線筆者）の責任」という一節があるとして、これを援用し上告人の

管理責任を追及している。しかし、被上告人が同書面で引用し、ウェ

ブサイトでも公開している同事件の中山直子裁判長による判決書（平

成 26 年 1 月 21 日言い渡し）を見ると、この一節に該当する部分は  

「もともと、多数の者が閲覧する可能性のある記事をホームペー

ジに掲載し、あるいは掲示板に掲載するのであれば、それが真実

であるか、第三者の権利を侵害しないかについては、掲載する原

告自身（被上告人のこと、太字下線筆者）が行うべき事柄である。」 

というもので、掲示板管理者の責任を考察しているものではない。こ
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の事件は、被上告人が自分で掲載した訴外小川達夫氏に関する記事が、

問題のあるものであった（と被上告人が考えた）ので、被上告人が損

害を被ったとして小川氏を訴えたものであり、判決は頼まれたとはい

え、ウェブサイトに記事を掲載する場合の責任は、掲載者にあると述

べているものである。被上告人が、判決文を読み違えて、あるいは読

み替えて、主張しているのは、掲示板管理者の記事に対する責任と、

ホームページに記事を掲載するホームページの管理人や、掲示板に記

事を投稿する発信者の責任とが同じだというものである。これは、記

事を特定しての削除要請を行う必要がないという姿勢に結びつく。一

応、断っておくが、この考え方が、プロバイダー責任制限法の規定に

反していることは言うまでもない。  

 

1-6. 「削除要請」とされる電話についての被上告人の記事 

なお、被控訴人から電話で削除要請を受けた日付について、上告人

は甲 1 の 2 号証の 3657 の記事の原本を調査しているときに、関連す

る可能性のある記述を発見した。3657 の記事の、甲 1 の 2 号証（お

よび別紙１）の内容と実際の掲示板過去ログの内容は、「何か不都合

なことがあるのか？文句があるならここに書き込め！白こ民ひこ」と

いうテキストの部分以外は一致しない。過去ログに残っている記事の

内容は、「上告理由書別紙 2」のとおり、本体は、2016 年 12 月 11 日

に被上告人が自らの掲示板「リベンジ掲示板」に投稿した「事件屋巫

グループとの死闘も最終局面」という表題の記事の一部の引用である。

「上告理由書別紙 3」は、引用された「リベンジ掲示板」の該当記事

である。この記事の下位の段落に  

「巫に抗議電話をしたところ、何が問題なのか解らない、指摘す

るなら個々の書込みについて具体的な理由を示せ、また抗議され
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たのは初めてだ、裁判したとは何か？ 頭がおかしいのかと切ら

れた、巫は北詰や吉田と違いバカではない、相当に怯えているな。」 

とあり、会話の内容は、前述した、上告人が記憶する削除要請と受け

取った電話の記憶と対応している（どちらが先に切ったのかなど食い

違いはあるが）。この記事が問題となっている電話を述べているもの

と確定することはできないが、その可能性は小さくない。問題の電話

であるとすると、日付は 2017 年 2 月ではなく、2016 年 12 月 11 日頃

ということになる。また、その場合には、上告人が削除要請と解釈し

たのに対し、被上告人の意図は「抗議電話」であり、記述から上告人

が削除記事を特定するよう求めたことに対しても、取り合う気がなか

ったという事実が推測される。  

 

1-7. 被上告人の身勝手な二重基準 

 被上告人のプロバイダー責任制限法に関するこのような解釈は、普

遍的なものではなく、上告人を追及する場合には適用するが、自分の

ウェブサイトの記事には適用しない。被上告人らのウェブサイト「司

法の崩壊」の 2013 年 5 月 28 日の記事には、訴外小川達夫氏が生活保

護不正受給者であると決めつける投稿記事が、転載されている（乙 28

号証の 30 の記事）。これは、掲示板で別の発信者が投稿した記事では

なく、被上告人が選択して、ホームページに掲載した記事であり、公

開の責任は被上告人に帰する。上告人は、原審の控訴理由書 11 ページ

で、この事実を指摘し、本件掲示板に、生活保護不正受給の記事が残

ることが慰謝料請求の理由になると考えている被上告人が、なにゆえ

にこのような記事を長年にわたり掲載しているのかを問うた。これに

対し、被上告人は原審答弁書の 14 ページで、次のように述べている。 

  「小川達夫の不正受給者の件については、被告となった小川は巫
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掲示板、及び自己掲示板上で同じく被控訴人に対する虚偽の風説

を流して、更に偽造した告訴状をネットに公開した、これに対抗

すべく小川達夫の元支援者の意見として、大手掲示板に現在まで

掲載されている、資産家小川の不正受給告発記事を引用したのが

事実である、これに対して小川は沈黙して全く意義申立てをして

いない。」 

被上告人は前半部分でいろいろと言い訳をしているが、結局のとこ

ろ、被上告人は、小川氏が抗議をしていないので、記事掲載の責任は

ないと述べているのである。上告人に対しては、削除要請を行わずに

掲示板の記事の存在を上告人の責任であると咎めながら、「相手の同

意」なく個人情報を流し、生活保護不正受給者であると決めつけて、

一般閲覧者に対して、小川氏が犯罪行為や不正行為をしているという

印象を与える記事の掲載の責任についてはこのように居直っており、

身勝手というしかない。なお、被上告人は自らのウェブサイト上で、

小川氏が父親を殺して、保険金を受け取ったというような、一つ水準

の高い内容の記事を、掲載し続けている。 

いずれにしろ、上告人が電話を受けて吉田の記事を削除し、吉田が

記事の投稿を控えるようになった後、本訴の提起が行われた 2017 年 9

月までの間に、あるいはその前のいずれかの時点で、被上告人が記事

を特定して上告人に削除要請を行ったことを確認できる記録は、全訴

訟記録、弁論の全趣旨の中のどこにも見出すことはできない。 

 

1-8. 思い込みの上に思い付きを積み重ねる論法 

ところが、原判決 7 ページ先頭の（5）の段落には、  

「控訴人は、平成 29 年 2 月 8 日頃、被控訴人から被控訴人に関す

る生活保護不正受給の削除を要求された際に、それが本件記事の
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削除を求めることを理解しており、本件記事が掲載されているこ

とを知っていたといえる。」  

とあり、第一審以降の訴訟資料や第一審判決の認定など、すべての訴

訟行為の積み上げを無視して、根拠を示さずに、上告人が「本件記事」

によって特定される記事の存在を知っていたと断定している。神がか

りの思い込みとしか言いようがない。上告人は、控訴理由書などで、

電話の日付が 2 月ごろだと記したが、2 月 8 日とは特定していない。

原判決がこの日付をどこから得たのか、不明である。さらに、原判決

は、  

「控訴人がかねて民事訴訟の当事者として、被控訴人と対立係争

関係にあったこと（認定事実ア）、控訴人が自己の掲示板上で控訴

人が事件屋の一員であるなどとの記事を掲載していたこと（同イ）

からすると、控訴人が被控訴人の権利が侵害されていることを認

識しながら、あえて本件記事を削除せず、放置していた可能性を

否定できない」  

と書くが、出所不明の思い込みの上に、裁判官の思い付きを積み重ね

て、結論を導こうというのでは、判決が誤判にならないわけがない。  

裁判官が口頭弁論の全趣旨および証拠調べを斟酌せずに、無視して、

当事者が申し立てていない仮説を根拠もなく導入し、それに基づいて、

審理と無関係な結論を判決とするのは、民事訴訟における弁論主義の

原則を踏みにじる訴訟行為であり、民事訴訟法 216 条および 217 条に

違反している。  

掲示板管理者は、常時、すべての記事を精密に検査して対処しなけ

ればならず、問題があると裁判所が無原則的に決定する記事に対する

処理漏れが一つでもあれば削除要請の有無にかかわらす賠償責任を負

うべきであると、原判決が断じているのならば、これはプロバイダー
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責任制限法 3 条を否定する別の管理者責任を前提にしているのであり、

同法同条に違反している。つまり、原判決の削除要請の有無に関する

断定は、民事訴訟法 216 条および 217 条に違反するか、プロバイダー

責任制限法 3 条に違反するか、その両方に違反するかのいずれかであ

る。原判決はこの批判に耐えられないものであり、取り消されるべき

である。  

 

2．「本件記事」は権利侵害の違法記事か 

2-1．甲 1 号証の信頼性について 

 第一審で被控訴人が提出した証拠の甲 1 号証を検証して、上告人は

この証拠の各記事が、2016 年年末から翌年 2 月にかけて発生していた

被上告人、吉田あるいは訴外北詰淳司との間の論争の記事のうち、被

上告人が一方的に攻撃されていることを演出するために選別され、内

容も編集されているので、真実の状況を判断する資料としては使用で

きない、少なくとも限定的にしか使用できないと主張した。第一審の

審理は被上告人の近所にあり、上告人の居所からは非常に不便な場所

にある八王子簡易裁判所で行われ、上告人は同裁判所の書記官の説明

により、出廷しなくとも主張書面を提出して陳述扱いにすることがで

きるということなので、書面を送付してこのことを主張した。ところ

が、書記官の説明によれば、証拠の提出は、あるいはその取り調べは

当事者が出廷しなければ行えないということなので、主張書面だけを

提出した。 

 第一審判決では、上告人の主張には立証行為が行われていないとし

て、判断から排除して判決に至った。上告人は、控訴審において、第

一審判決で欠落しているとされた立証について、証拠を提出して当時

の論争に係る全体的な状況を明らかにし、また、甲 1 号証の証拠が編
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集されているという実例の一部も示した。ここで、断っておきたいの

だが、掲示板などのウェブサイトにおける記事の状態については、印

刷資料だけで全体を掌握することは困難であり、上告人が提出した証

拠によっても、すべての状況を表現できているとは言えない。 

 

2-2．原判決の別紙と「本件記事」の定義について 

 原判決は、独自の添付文書別紙１について、 

別紙 1 の記述を「本件記述」といい、本件記述を含む投稿記事

を「本件記事」という 

と用語を定義しているが、定義の効果は判然としない。原判決が添付

する独自の添付文書は、別紙 1、別紙 2 および別紙 3 の三点であるが、

別紙 1 は甲 1 号証と完全に一致するので、別紙にする必要はない。別

紙 2 は別紙１の記事の番号や表題などを、時系列順に表にして、重複

を削除したもののようである。別紙 3 は、甲 1 号証の記事が編集され

ているという指摘を受け、乙 3、5、8 号証の記事の中で、甲 1 号証の

記事と同じ番号を持つ記事を、切り貼りした文書と見え、これによっ

て甲 1 号証の証拠の信頼性を補強しようとしたということだろうか。

原判決は、当事者が多数の証拠を提出しているのに、裁判官が独自に

編集した別紙 1 から別紙 3 までの資料だけを根拠にして、範囲があい

まいな「本件記事」が違法な記事であり、上告人が削除を行わなかっ

たことが賠償責任を生じさせるとしている。しかし、別紙 3 で補完し

ても、別紙 1 が信頼できる十分な資料になるわけではない。乙号証は、

甲 1 号証の問題点をすべて解消するためではなく、それぞれの立証行

為を目的として作成、提出したものであるので、甲 1 号証の記事の一

部分にしか対応していない。上告人は、甲 1 号証を本件掲示板に残っ

ている記事と比較してどのように食い違っているかを示す資料を作成
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し、「上告理由書別紙 1」とした。  

 

2-3．被上告人と吉田のやりとりの評価をごまかす原判決 

 原判決は、3 ページの（控訴人の主張）アにおいて、  

「被控訴人は本件掲示板や被控訴人自身が開設したインターネッ

ト上の掲示板で、吉田はやくざであり、戸籍を偽って他人の家に

入り込み、不動産を乗っ取ったという趣旨の記事を掲載しており」 

と書き、このような事実があると上告人が認識していることを紹介し

ている。さらに、「第 3 当裁判所の判断」の節の「認定事実」（3）アで

は、「被控訴人は、かねてから吉田と対立関係にあり、吉田を攻撃して

いた」ことを認めながら、吉田は被上告人が生活保護不正受給者であ

ると本人を同定させる攻撃的で不穏当な記事を投稿し、社会的相当性

を逸脱していたとして、吉田の記事が、あるいは本件記事が、即座に

削除を要する違法な記事であると断定している。5 ページ（3）イでは、

上告人の主張を正確とは思えない表現で紹介し、両者の間に論争が存

在しているという指摘を「その趣旨は吉田の上記行為が違法性を欠く

というものである」と解してから、6 ページのイで、  

「別紙 2 の順に行われた吉田と被控訴人との間のやりとりは、一

部被控訴人側の投稿が不明な部分もあるものの、これを全体とし

てみれば、吉田が被控訴人を生活保護の不正受給者と決めつけて

これを非難することで、被控訴人の吉田への追及をけん制しよう

とする不法な意図に基づいていたと認められ」  

と記し、上告人の主張なるものを否定して、吉田の投稿は不法な意図

による違法な記事であるとしている。ここでは、「一部被控訴人側の投

稿が不明な部分もある」としながら「全体としてみれば」とまとめて

いるが、二つの文節は矛盾している。吉田と被控訴人のやりとりを全
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体としてみるためには、被控訴人の吉田に対する「攻撃」あるいは「追

及」がいかなるものであるのかを考察し、吟味する必要があり、これ

が不明であるのならば、全体を見ることはできないと考えるのが、正

常な論理である。  

 原判決は、被上告人が吉田に対して、「やくざであり、戸籍を偽って

他人の家に入り込み、不動産を乗っ取ったという趣旨の記事を掲載」

しているとする上告人の主張を紹介し、前記の引用部分で、被上告人

の吉田に対する「追及」がいかなるものであるかについて、「一部不明」

であるとこれに触れ、考慮したように見せかけながら、実際はダンマ

リを決め込んで、巧みにフェードアウトさせている。  

甲 1 号証は被上告人が提出した証拠であり、掲示板記事の印刷物は

必然的に何らかの編集を伴い、なおかつ甲 1 号証の場合には被上告人

の意図的な編集から改竄といえるものまでの痕跡がある。印刷物の証

拠資料により、掲示板を閲覧せずに状況を見ようとすれば、観察が一

面的になる危険性をはらんでいることを考慮しつつ、甲 1 号証の投稿

記事と強く関連する乙号証の掲示板投稿記事やウェブサイトの記事を

印刷した乙号証を合わせて別紙 2 のような時系列表を作成し、その経

緯を読むことで、被上告人側の投稿の不明をある程度減少させ、事件

の全体像に対する最善の理解を得るよう努力すべきである。その過程

を経ず、被上告人の提出証拠の甲 1 号証だけを参考にして、被上告人

側の投稿が一部不明であるが、全体として判断できるというのだが、

形容するのも難しいでたらめな議論である。  

原判決が上告人の主張として紹介して、評価せずに無視したものは、

上告人が提出した乙号証を見れば、非常に明らかであるだけでなく、

上告人の控訴理由書 5 ページ以降の「３－３．被控訴人が議論の存在

を認め、前提にしていること」で紹介している通り、被上告人が、そ
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の第一審準備書面１で自認しているのだから、この「追及」の内容が

どのようなものであったか「不明」はずはなく、単に裁判官が利用で

き、考慮すべきであった資料を意図的に排除しただけのことである。  

 

2-1．被上告人の吉田への「追及」が正当で反論は不法か 

原判決で、吉田のけん制が違法だと言い、その内容は不明であると

する「追及」であるが、被上告人のこれに関する主張は、その第一審

準備書面１に見られ、上告人は控訴理由書 5 ページで紹介している。

論争があったことを明らかにするために、  

被上告人は、  

・吉田をヤクザだと公言している  

・吉田が背乗りにより不動産を乗ったと犯罪者だと公言している  

と指摘したことに対し、被上告人は  

 ・吉田がヤクザなのは事実であり、その根拠は以前の吉田との三回

の訴訟で、被上告人がこの点を公言したのに反訴しなかったこと

である。  

 ・吉田が不動産乗っ取り犯であることは、現地調査を繰り返して、

総括的に判断できる  

と反論している。したがって、原判決は、このような主張を見て、ウ

ェブサイトにおいて、吉田を追及することが正当であり、吉田がこれ

をけん制することが不法であると断定しているということになる。  

 上告人は、吉田がヤクザかどうかにかかわらず、被上告人がそのよ

うなことをウェブサイトで公言することが、正当な追及であるとは思

わない。過去の訴訟の書面で、訴訟の趣旨と無関係に「吉田がヤクザ

だ」と書いて、それに吉田が反訴しなかったから、このことが真実で

あると確認できるという被上告人の主張は、常軌を逸しているとしか
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形容できない。不動産乗っ取りについて、犯罪者であることを調査し

て確信したというが、犯罪を取り締まる権限は被上告人にはなく、確

かな証拠があるのならば、警察なり検察なりに通報 (密告というほうが

的確であろう )するなり、告発するのが被上告人の取れる措置である。

ウェブ媒体を通して、吉田を犯罪者だと言いふらすことが、正当な「追

及」であるなどとする判断は、原判決に満載されている妄言の一つと

いうべきだろうか。  

 被上告人の「追及」の意味を、原判決での操作を取り払って合理的

に考えた場合、被上告人のウェブサイトを通じた吉田への書き込みは、

吉田をやくざであり背乗りによる不動産の乗っ取りを行ったと決めつ

けて、攻撃的な言辞で吉田の「犯罪」を宣伝するものである。そして、

一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、甲 1 号証と乙 1、3、

5 から 12、11 から 15、18、19、21 から 27 および 29 の各号証の内容

を合わせてみると、被上告人のこれらの投稿内容は、吉田の名誉感情

を害するとともに、一般閲覧者に対して吉田が犯罪行為を行っている

という印象を抱かせようと意図しているもので、その表現内容および

頻度に照らすと社会的相当性を激しく逸脱していると認められる。し

たがって、被上告人の前記の行為は、吉田の人格権を侵害するもので、

不法行為にあたる。  

 

2-5．先に攻撃したのはどちらか 

 上告人は、被上告人と吉田のどちらが先に相手を誹謗したのかを発

端に遡って知ることはできないが、2016 年 12 月から翌年 2 月までの

やりとりについては、おおよその状況を記録から推測することができ

る。被上告人は、自らのホームページ「司法の崩壊」を主催している

ほか、「リベンジ掲示板」という掲示板も運営していて、その双方で吉
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田や上告人に対する誹謗記事を発信している。「リベンジ掲示板」は、

不特定多数の発信者が投稿できる掲示板であるので、吉田と被上告人

が論争をしたいのならば、その掲示板を使用すればいいのだが、被上

告人は吉田の投稿を削除して、反論を許さない。吉田が本件掲示板で、

被上告人とやりとりしたのは、特定の人物の記事を機械的に削除する

処理を行っていないからである。  

この訴訟の第一審は、生活保護不正受給に関するやりとりが終結し

た 2017 年 2 月から 7 か月が経過した 9 月に、2 月に採取した本件掲

示板の記事を証拠として、提訴時の掲示板の状況を確認せずに提出し

て、提起されており、しかも、被上告人は、証拠を 9 月に、本件掲示

板から、直接、収集したものであると虚偽の主張をしている。また、

被上告人は訴訟を鬱憤晴らしであると、複数回、掲示板上で公言して

いるし、上告人を含め、気に入らないと感じる多数の人物に、訴訟を

提起しており、多くは訴因すら成立しないものである。ほとんどの訴

訟は嫌がらせであり、裁判所が被上告人の不法な意図の道具になって

いる点を指摘しておきたい。  

甲 1 号証の編集前の吉田の記事は、被上告人のリベンジ掲示板の記

事を引用して、それに対する反論が書かれている形態がほとんどであ

る。甲 1 号証では、多くの記事の引用部分が削除され、吉田の反論部

分が強調され、被上告人が一方的に攻撃されているように演出されて

いる。この論争の初期の記事にあたる 3515 や 3670 では、吉田は生活

保護不正受給の問題を取り上げる理由について、「度重なる嫌がらせ投

稿」あるいは「誹謗中傷記事」に対抗するためだと書いている。吉田

の記事が基本的に被上告人の記事の引用と反論という形式を踏んでい

ることと、被上告人が吉田に対する攻撃は正しい行為だと主張しては

ばからないことを合わせて考えた場合、被上告人の吉田に対する攻撃
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が吉田の反撃に先行していると考えられる。このことは、原判決が吉

田の投稿を、被上告人の「追及」に対するけん制だと表現しているこ

とからも、確認できる。  

 被上告人の吉田に対する執拗な攻撃を公正に判断すれば、被上告人

の「追及」は、不法行為にあたることが確認でき、原判決は吉田に対

する不法な中傷行為に対する吉田のけん制が不法であると主張してい

ることになる。つまり、人が自分に対する攻撃に反撃することが不法

であるということである。人が攻撃に対して、抵抗してはいけないと

言い換えることができるこのような規範を、何の権限をもって吉田に

強制することができるのか。原判決が被上告人の吉田に対する「追及」

を不明として考慮の外において、吉田のけん制が不法であると断定す

ることは、間接的にこのような規範を吉田に要求しているということ

である。悪質な詭弁である。  

 

2-6．民事上の正当防衛 

 原判決は、被上告人の吉田に対する攻撃がいかなるものであろうと

も、吉田が被上告人を生活保護の不正受給者と決めつける記事をウェ

ブサイトに投稿したことは被上告人の人権を侵害しているから、違法

記事であると判断できるはずだという論理を含むのかもしれない。し

かし、被上告人が吉田を不法に攻撃している場合と、攻撃していない

場合を、区別せずに、吉田の行為だけを切り離して評価するのは、法

的な解釈においても無理がある。民法 720 条 1 項には、「他⼈の不法⾏

為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛す

るため、やむを得ず加害⾏為をした者は、損害賠償の責任を負わない。

…」とあり、被上告人の吉田に対する「追及」の内容が「吉田の名誉

感情を害するとともに、一般閲覧者に対して吉田が犯罪行為を行って



 23 

いるという印象を抱かせようと意図しているもので、その表現内容お

よび頻度に照らすと社会的相当性を激しく逸脱していると認められ

る」という性格のものであれば、吉田がこれをけん制するにあたり、

つまり、人権侵害から権利を防衛するために、やむを得ず、被上告人

を生活保護不正受給者と決めつけて反撃することが、正当防衛となる

可能性もある。このような考察が成立しうるのであるから、上告人は、

吉田の記事のすべてが不法行為であるとの断定には同意しかねる。  

 ところで、原判決「第 3 当裁判所の判断 2 争点 2(慰謝料の相当性 )

について」では、「本件記事」の評価について、ダンマリを決め込んで

考慮から排除した被上告人の「追及」につき、「被控訴人も吉田に対し

攻撃的な記事を投稿していること」から、金額を低く設定すると、何

事もなかったように、シラーっと書いているのだが、このご都合主義

には、呆然とする。これを厚顔無恥というのだろうか。この豹変は、

もはや上告人の理解を超える水準であり、うまく説明することもでき

ないが、事件を統一的に理解すべき判決の考察方法としては、まった

く不適切であると思う。  

 

2-7．掲示板管理者が投稿記事の真偽を判断しないという珍説 

 上告人が、投稿記事の応酬を評価することについてなのか、原判決

は 6 ページで、上告人は「投稿した事実について真偽不明を判断する

立場にない」から、目をつぶって記事を削除しなければならないとし

か解釈できないような、乱暴なことを書いている。続きを読むと、原

判決は、投稿記事の内容でなく、表現方法の作法についてだけ、評価

すべきとしているようだが、掲示板の記事の性格を考えれば、不思議

な主張である。掲示板に限らず、ウェブを通した情報発信で、人権侵

害などが発生するのは、記事における表現方法の侮辱的な激烈さによ
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るものもあるが、最も重要なのは記事の内容による名誉棄損、プライ

バシーの侵害などによるものである。投稿記事の内容と言葉遣いなど

の表現形態を分離して、一方を無視し、他方だけを評価することは、

そもそも実施困難であるが、掲示板管理者の正しい姿勢でもない。  

 いかなる掲示板管理者も、投稿された記事について、普通の人の読

み方の程度には、真偽を判断することができる。たとえば、刑法 232

条の 2 第 1 項の規定によれば、投稿記事が違法記事であるか否かの判

断には、記事の真実性が重要な基準の一つになるのだから、掲示板管

理者が「投稿した事実について真偽不明を判断する立場にない」なら

ば、名誉棄損による違法性に関する判断はまったく行えないことにな

る。掲示板の記事一つ一つについて、裁判官に問い合わせれば、迅速

に回答が返るという制度が整っているとでもいうのだろうか。原判決

は、一般の理解からかけ離れた断定を次々と繰り出しているのだが、

法律の専門家の専門的な観点は一般人の常識の上にあると言いたいの

ならば、根拠となる法文あるいは判例を明示して論じるべきである。  

 被上告人と吉田のやりとりのような主張の応酬については、掲示板

管理者はどちらが正しいかを判断する立場にはいないし、そのような

ことを決定する義務もないが、利用できるすべての情報を斟酌して、

記事に対する措置を行うのであり、それ以外の方法はない。  

 

2-8．本件掲示板の管理方針について 

 また、原判決は、上告人が 3989 の記事を削除したことは、違法記

事であることを認めていることになり、同趣旨の記事に対しては、す

べて削除義務があるとも述べている。これについては、前章ですでに

述べている通り、被上告人が記事を特定した削除要請をしていないの

であり、掲示板管理者にはすべての記事を常に掌握して、対処しなけ
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ればならないという義務は課されていないということのほかに、上告

人が記事を削除したことと、上告人がその記事を違法記事であると認

識していたことは別の問題であることも付け加えなければならない。

掲載記事を削除あるいは修正する判断は、掲示板の管理方針によるも

のであり、記事が明らかに違法記事であれば削除するという方針を含

むが、違法記事以外は削除しないということではない。たとえば、上

告人の第一審準備書面１で述べている通り、本件掲示板では、開設以

来、大量の商業広告が投稿されたために、その排除が掲示板管理上の

ほとんどの労力を奪った。掲示板に商業広告の記事を掲載することが

即座に違法とは言えないが (記事の大量投稿の解釈はいろいろあろう

が )、そのような記事は掲示板の意図する役割を破壊するものであり、

それゆえに、その対策に力を入れざるを得なかったのである。上告人

が 3989 の記事を含む複数の記事を削除したのは、被上告人の要請に

応じたという意味もあるが、第一審準備書面 2 で説明した通り、個人

的な攻撃のやり取りは、本件掲示板の目的と相反するという管理方針

によるものである。やり取りが終息したときに、問題が解決したと判

断したのは、この方針が関係しているともいえる。本件掲示板のよう

な私的掲示板は、それぞれの目的により開設されるものであり、管理

方針はその目的により導かれる。管理権は、基本的に開設者が有する。

本件掲示板では、その目的を次のように明記している (掲示板利用上の

注意 )。  

「この掲示板は、日本国憲法の理念としての国民のための裁判と

いう本来のあり方を逸脱し、誤判、冤罪を繰り返し、権力犯罪の

正当化機関となっている現在の裁判所の状況を正常化することを

目的とし、裁判司法に関する議論を行うための掲示板です。」  

 上告人は、このような観点で定期的に研究会を開催し、裁判司法の
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現状を一般市民の独立した観点で批判的に研究し、改善の方向を模索

している。このような研究活動と裁判批判は、合法であるだけでなく、

正当であり、民主主義的な裁判司法制度を実現し維持するためには必

要であるが、かねてより被上告人は上告人を誹謗中傷し、根拠もなく、

巫グループの事件屋の犯罪行為であると宣伝している。被上告人のウ

ェブ上でのこのような宣伝は上告人の名誉を棄損する不法行為である

が、上告人の裁判司法に対する厳しい姿勢を快く思わない裁判官など

の感情に訴える力があり、第一審においても、原審においても、その

ような感情が判決に混入されている可能性を否定できない。裁判官が

そのような理由で法解釈を捻じ曲げて判決を下すことは、信条による

差別の禁止、思想・良心の自由、言論の自由、学問の自由の保証を謳

った日本国憲法 11 条、19 条、21 条および 23 条の規定を蹂躙するも

のである。また、裁判官が良心に従って職務を遂行しなければならな

いと定めた、日本国憲法 76 条 3 項にも違反している。  

以上のとおり、管理者として削除した記事は違法記事であることを

知っていた証しであり、それと同じような記事がすべて削除されてい

なければ責任を負うという原判決の主張は、苦し紛れの辻褄合わせで

なければ、的外れな思い込みでしかない。  

 

3．発信者の送信防止措置は技術的に可能か 

 本件掲示板の管理機能については、第一審および原審の準備書面で、

かなり説明したが、原判決が要求している本件掲示板の管理の内容と

合わせて、発信者の送信防止が技術的に可能であるのかどうかについ

て、もう一度説明したい。  

 本件掲示板の記事は、現行記事と過去ログの記事に分別され、本件

掲示板のアプリケーション・プログラムには過去ログを修正・削除す
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る機能がないので、過去ログ記事の削除にはプログラムを理解した上

での、掲示板を構成するファイルの直接操作が必要になることは、前

記の書面で説明した。これは、過去ログ記事の操作には、現行ログの

操作よりも多くの費用（手間）が要求されるということである。管理

者が投入できる費用には限りがあるのだから、過去ログについては、

極力不必要な操作を回避しようとするのは当然である。本件掲示板で

は、上告人はプログラムの解読能力を有しており、過去ログの削除や

修正を行うことができる。  

 しかし、原判決では、記事を特定した削除要求ではなく、違法な記

事であるという一定の性格を有した記事を常時削除することを要求し

ているので、事情は異なる。分かりやすく言えば、特定の基準により

違法記事であると判断される掲載記事が残っていれば、それが管理人

責任を発生させるということである。原判決が要求する記事の予防的

な削除または拒絶の措置を技術的に行うことは、少なくとも現在、

2018 年における IT 技術の水準では不可能である。特に、違法記事を

記事全体の中から分別する基準が、原判決のように発信者によって恣

意的に変動するなど、曖昧模糊である場合には、技術以前の問題とし

て、不可能と思える (研究課題としては成立するかもしれない )。  

 上告人は 2017 年 8 月に、掲示板のアプリケーションを改造し、発

信者がユーザー ID を登録しなければ投稿できない方式にしたことは、

第一審および原審の書面で説明したとおりである。しかし、違法記事

は特定の発信者によってだけ投稿されるわけではなく、特定ユーザー

を排除しても、全ユーザーを排除しなければ（掲示板閉鎖）、違法記事

とされるものを掲示板上から根絶させることはできない。  

 そもそも、特定しない違法記事の送信を防止する措置というものを

技術的にいかに実現するのかという問題は、上告人の発想を超えてい
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る。素直に想像すると、掲示板システムに、違法記事を投稿時点で拒

絶する選別機能を組み込むか、一定間隔で全掲載記事を調べ、違法記

事と判断される記事を排除するという処理（バッチ）を行うという対

処になるのかもしれないが、いずれにおいても、中核処理に、自然言

語で投稿される記事を、意味的に理解する機能が必要である。これは、

禁止ワードを含む記事を判定するというような形式的な判定ではなく、

そのようなものは、現段階の最先端の IT 技術でも、完全に実用化され

ているとはいえない。  

 したがって、被上告人が主張し、原判決が実質的に支持していると

ころの、掲示板管理者の責任が発信者の責任と同等であるというプロ

バイダー責任制限法の独自の解釈を認めるとすれば、送信防止措置は

技術的に可能ではないと言わざるを得ない。  

 

結語  

 以上のとおり、原判決はプロバイダー責任制限法 3 条の解釈を誤っ

ており、事実認定において、民事訴訟法 216 条、217 条に違反してい

る。  

 この法律違反の原因、特に民事訴訟の原則である弁論主義を蹂躙し

て、民事訴訟法 216 条に違反する事実認定が繰り返される原因は、日

本国憲法および日本国憲法 11、19 条、23 条および 76 条 3 項に違反

している裁判官の姿勢である。  

 また、原判決の主文を導く理由が記される「裁判所の判断」の節は、

論旨が一貫せず、切断された突然の断定が脈絡なく頻繁に出現する、

理由という概念に値しない代物である。したがって、原判決には民事

訴訟法 312 条 2 項 6 号の上告理由が適用される。  

 これらの明らかな理由により、原判決は取り消されなければならな
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い。  

以上  

付属書類  

上告理由書別紙 1--甲 1 号証と本件掲示板過去ログの記事との相違点  

上告理由書別紙 2--本件掲示板の過去ログの 3657 の記事  

上告理由書別紙 3--3657 で引用されているリベンジ掲示板の記事  


