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部会で個人情報の問題を
取り扱うに至る経緯1

　私の所属する消費者問題対策委員会インタ
ーネット・広告部会は、もともと電子情報部
会という名称で、電子情報関連の消費者問題
を取り扱う消費者問題対策委員会内の部会で
した。なお、現在は、さらに広告関係も取り
扱うようになり、現在の部会名に変更となり
ました。
　平成24年ごろから、行動ターゲティング広
告（利用者のWebサイトの検索や閲覧の履歴
などインターネット利用上の行動履歴を元に
興味や行動特性を特定し、個人にとって最適
な広告を配信する広告手法）にプライバシー
侵害等の問題がないかと考えたことをきっか
けに、部会でアプリによる個人情報の（無断）
取得・不正利用や共通ポイントサービスでの
個人情報の利用（共有）など、個人情報（パ
ーソナルデータ）の取扱いについて議論をし、
個人情報保護法制に関する意見書の作成など
にも取り組んでいました。折しも、ビッグデ
ータと個人情報保護の問題が社会的にも注目
され、個人情報保護法改正も予定される中で、
内閣官房IT総合戦略室の主催するパーソナル
データに関する検討会に参考人として出席し
たこともありました。
　そのように、部会では、情報化社会におけ
る個人情報保護に関する議論を深めていきま
した。

個人情報漏えいと本人訴訟、
集団訴訟2

　平成26年に通信教育の大手企業が大規模な
個人情報漏えいを発表しました。事件の概要
としては、業務委託先の従業員が、平成25年7
月ごろから平成26年6月ごろまで、売却して利
益を得る目的で、合計約2989万件の顧客情報
のデータを盗み出し、売却していたというも
ので、当該情報は名簿業者を転々とし拡散さ
れ、他の（通信教育）企業などが購入してDM
（ダイレクトメール）などに利用されていまし
た。漏えいした顧客情報には、クレジットカ
ード番号などは含まれておらず、住所・氏名・
電話番号・性別・生年月日など、いわゆる個
人の基本情報でした（ただし、通信教育の企
業の顧客名簿としての属性が付加されている
と考えています）。当該企業はお詫びの手紙を
送るとともに、お詫びの品として金券500円を
配布しました。
　個人情報保護法制の議論の中で個人情報漏
えい事件の裁判例研究などを部会で行ってい
たこともあり、このお詫びの品では、個人情
報漏えいによる損害賠償としては裁判例に照
らして不十分であると考えました。そして、
この個人情報漏えい事件の対象に私と私の子
の情報も入っていたこともあり、本人訴訟を
提起することとしました。さらに、訴状のひ
な形を作成し、本人訴訟であれば使用を許諾
するとした上で公開しました。訴状のひな形
を公開した理由は、損害賠償訴訟に勝訴して
得られる経済的利益（ひな形では成人1万円、
未成年者10万円）から弁護士に依頼すると費
用倒れの可能性が高く、それぞれが本人訴訟
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をするしかないと考え、自分も訴訟をするの
で訴状を公開するのはそこまで手間でもなく、
それで少しでも役に立てるならと思ったから
です。また、集団的消費者被害回復訴訟制度
において慰謝料請求が含まれていないのです
が、今回のような慰謝料しか請求できない事
件において、個々人が全国で訴訟を提起すれ
ばかえって企業側の負担になるので、集団的
消費者被害回復訴訟制度の対象に慰謝料請求
を含めることの議論のきっかけになればとい
う思いもありました。
　訴状のひな形の公開は反響があり、依頼の
相談も多く、弁護団の結成も検討しましたが、
当初は、経済的利益も小さく、実費や着手金
をもらうことが難しいのではないかというこ
とで、躊躇していました。別の弁護士が完全
成功報酬型の弁護団を結成され、それも静観
していたのですが、消費者弁護士としてやれ
ることがあるのではないかということや、同
じ委員会の庄野信先生や一弁の國吉歩先生ら
から弁護団を作ろうというお声がけをいただ
き、事務局を確保できる目処がたったため、
弁護団を結成しました。最終的には、こちら
の弁護団で原告が1400人程度、もう1つの弁護
団では1万人程度で、ほかにも個人の方が全国
に訴訟を提起され、消費者被害事案としては、
最大規模の事件となりました。それでも、約
2989万件の顧客情報が漏えいした中で訴訟に
至ったのは、極一部であり、訴訟のハードル
の高さを感じます。

衝撃の大阪高裁判決3
　私個人や弁護団の訴訟は、東京地裁に係属
し、原告が大人数のため、原告の確定に時間
がかかりながらも、並行して、過失論や損害
論についての主張が交わされました。簡単に
こちらの主張を紹介しますと、過失に関して
は、企業側からの発表だけでなく、経済産業
省へ情報開示請求をして報告書を取り寄せた
り（黒塗り部分も多かったですが）、データを
盗んだ業務委託先の従業員については刑事事
件になっていたので、その公判を傍聴するな

どして、事実関係を確認しました。その上で、
顧客情報を漏えいさせた原因が企業内部のセ
キュリティの不備であり、ガイドラインなど
から導き出した、当時の期待されるセキュリ
ティ水準であれば情報漏えいは防げたと主張
しました。損害論については、これまでの判
決となったような個人情報漏えい事件と異な
り、個人情報が複数の名簿業者に拡散してお
り、実質的に回収は不可能で、今後も利用さ
れ得ることを前提に、専門家による個人情報
漏えいの損害賠償算定の計算方法や海外の法
制度・裁判例も参考にして、特に未成年者は
成人と比べ、精神的に弱く、情報の利用可能
性や利用期間も長く、保護への期待、流出に
よる不安感や実際の被害可能性なども高いの
で、弁護士費用を含めて成人5万円、未成年者
10万円の損害額を主張しました。
　そのような中で、別訴（本人訴訟）の大阪
高裁の判決（平成28年6月29日）が出ました。
その内容は、「自己の氏名、郵便番号、住所、
電話番号及びその家族である者の氏名、性別、
生年月日が名簿業者に売却されて漏えいする
と、通常人の一般的な感覚に照らして、不快
感のみならず、不安を抱くことがあるものと
認められる。しかし、そのような不快感や不
安を抱いただけでは、これを被侵害利益とし
て、直ちに損害賠償を求めることはできない
と解するのは相当である。本件においては、
本件漏えいによって、控訴人が迷惑行為を受
けているとか、財産的な被害を被ったなど、
上記の不快感や不安を超える損害を被ったこ
とについて主張、立証はない。したがって、
控訴人が被控訴人に対して損害賠償を求める
ことはできないというべきである。」として、
過失の有無について判断すること無く、請求
を棄却した一審を維持した、というものでし
た。これには、さすがに私や弁護団も驚きま
した。過失の有無については、個別事件の主
張・立証の問題ですが、不快感や不安では足
りず、迷惑行為や財産的な被害がないと損害
賠償を求めることができないとすれば、個人
情報漏えい事件において、個人情報が漏えい
（拡散）したことそれ自体についての慰謝料

個人情報漏えい事件  最高裁判決～消費者問題対策委員会の活動をきっかけに～

D13957_42-45.indd   43D13957_42-45.indd   43 18/03/08   17:2518/03/08   17:25



NIBEN Frontier●2018年4月号44

などを求めることはできないことになってし
まいます。また、これまでの個人情報漏えい
について損害賠償を認めた宇治市住民基本台
帳データ漏洩事件（平成13年12月25日大阪高
等裁判所判決）やYahoo!BB顧客情報流出事件
（平成18年5月19日大阪地方裁判所判決）でも、
財産的損害や明確な迷惑行為があったわけで
もなく、早稲田大学江沢民事件（平成15年9月
12日最高裁判所第二小法廷判決）においても、
警察に提供されただけで、それぞれ一定の損
害賠償を認めており、上記大阪高裁の判決は
それらに反するものだと考えました。もっと
も、既に高裁判決として出てしまっている以
上、一定の影響力はあるうえ、本人訴訟とい
うこともあり、上告されるのかどうかも分か
らない状態でした。

最高裁へ（最高裁のお作法）4
　そのような折、突然、上記大阪高裁の事件
の控訴人ご本人から上告（および上告受理申
立て）をしているが、上告審からでも受任し
てもらえないかというご連絡をいただきまし
た。ほかの訴訟にも重大な影響を及ぼす可能
性がある事件ですので、すぐさま受任を承諾
しました。既に、上告および上告受理申立て
がされ、上告理由書は出されていましたので、
理由の補充書や参考資料の提出などしか訴訟
活動を行っていませんが、最高裁が口頭弁論
を開くことを決定しました。最高裁での弁論
（しかも控訴審で敗訴している側）など一生に
一度の機会ですので、体験談として詳しく書
かせていただきます（前置きが長かったです
が、これがメインです）。
　まず最高裁の書記官といろいろと電話でや
りとりをするのですが、この対応が非常に懇
切丁寧です（別に地裁・高裁がぞんざいとい
うわけではないので悪しからず）。
　そして、期日が近づくと、弁論の時間につ
いて調整がなされます。10分が目安で、15分
は超えてはいけない、複数で交代して述べて
もいいということでした。せっかくだからと
弁護団の別の弁護士も誘ったのですが、断ら

れ、私一人で10分ということになりました。
　次に、口頭弁論で述べる内容をあらかじめ
書面にして口頭弁論期日の1週間前までに提出
するように求められました。別の弁護士から、
最高裁の弁論は言う内容も厳しくチェックさ
れ、受理された理由と関係のない主張や品位
のない表現は削除を求められるということを
聞かされていたので、怯えながら、書面を出
したのですが、あっさり通りました（品位の
ある書面だったのでしょう）。
　さらに、細かい調整もあり、期日での発言
者（複数なら順番と時間）は当然のことなが
ら、法廷での座る場所まで事前に確認されま
す。関係者の傍聴人もあらかじめ分かってい
るなら知らせることになっていました。
　そうして、弁論期日当日を迎えるわけです
が、30分前に集合するように言われ、集合す
ると、警備員に迎えられ、中と連絡をしなが
ら、法廷ではなく、控室に通されます（上告
人と被上告人は別々）。控室は通常の会議室よ
り一回りくらい広い感じで応接室のような雰
囲気で、二面がガラス張りで、控室から圧倒
されます。15分前に呼び出しがあり、法廷に
向かいます。法廷に入ると、既に傍聴人は座
っています（途中退室はできないそうです）。
そして、そのまま裁判官が入ってくるまでの
約15分間、静かに待ちます。厳かな雰囲気の
中で、ただ待つというのも意外と辛かったで
す。時間になり裁判官が来ると、書記官がそ
の旨を告げて、全員起立します。期日自体は、
通常の裁判のように、書面の陳述の確認をし
ます。その後に、裁判長が「上告人は追加で
主張することはありますか。」というような発
言をされました。私は緊張していたこともあ
って、別に追加なんて無いのにと思い、「あり
ません。」と言おうとしましたが、書記官や裁
判官の目線に促され、ハッと、これが弁論要
旨を読むタイミングだと分かり、慌てて、弁
論要旨を読み上げました（一部書面と順番を
入れ替えて読んだのですが、問題はなかった
ようです）。皆さんは気をつけてください。被
上告人側も読み上げて、弁論期日は無事に終
わり、判決期日が指定されました。
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　判決期日についても、出廷をし、同じよう
な形で裁判が始まり、判決が読み上げられま
した。内容は、報道も一部されましたが、予
想どおり、「本件個人情報は、上告人のプライ
バシーに係る情報として法的保護の対象とな
るというべきであるところ、上記事実関係に
よれば、本件漏えいによって、上告人は、そ
のプライバシーを侵害されたといえる。しか
るに、原審は、上記のプライバシーの侵害に
よる上告人の精神的損害の有無及びその程度
等について十分に審理することなく、不快感
等を超える損害の発生についての主張、立証
がされていないということのみから直ちに上
告人の請求を棄却すべきものとしたものであ
る。そうすると、原審の判断には、不法行為
における損害に関する法令の解釈適用を誤っ
た結果、上記の点について審理を尽くさなか
った違法があるといわざるを得ない。」とし
て、原判決破棄、差戻しとなりました。
　破棄差戻しですので、今後も大阪高裁で審
理は続きますし、集団訴訟も東京地裁で続い
ており、最高裁を経てもまだ道半ばという段
階です。 
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