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被   :告

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成 30年 3月 22日 から

支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。             ,

2 被告は,別紙記載目録2の 「投稿口時」及び「記載内容及びURL」 欄で特定

された各投稿記事のうち,「記載内容及びUR LJ欄に記載された各記本を削除

せよ。          ■                   ｀

3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は,、
これを3分 し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と

する。

この判決は,第 1項に限り,仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成 30年 3月 22甲 から

支払済みまで年5分の害J合による金員を支払え。



2 被告は,別紙出版物目録記載の各出版物を頒布販売してはならない3

3 被告は,別紙記載目録2の 「投稿日時j及び「記載内容及びUR LJ欄で特定

された各投稿記事のうち,「記載内容及びUR LJ欄に記載された各記述を肖」除

せ よ。 …

・
・
・
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第2 事業の概要

1 本件は,原告が,,出版物の編集,発行,販売等が業とする株式会社である被告

が,原告について,集団暴行事件の首謀者の一人であって,ぞの暴行について共

謀し,自 らもその被害者の顔面を殴打し,その殴打を一因として同事件が発生じ

たという内容が記載された別紙出版物目録記載の各出版物 (以下「本件各出版物J

としヽう。)を出版するとともに,被告が運営するブログ上にも上記内容が記載さ

れた別紙記載目録2の 「投稿日時J及び「記載内容及びURL」 l・ldで特定された

,  各投稿記事 (以下「本件各投稿記事Jと いう。)を投稿し,原告の名誉を毀損.した

と主張して,被告に対し,(1)不法行為に基づく損害賠償金550万円及びこれに

.｀ 対する最後の不法行為の.日 である平成30年 3月 22日 か‐ら支払済みまで暴法

(平成29年法律第4・ 4号による改正前のものご以下同じ。)所定め年5分の割′

合による遅延損害金の支払を求めるとともにり場人格権に基づく妨害排除請求と

して,本件各出版物のjJX布販売の停止及び本件各投稿記事のうち上記内容が記載

された部分の削除を求める事業である」    ‐

2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠【証拠はいずれも枝番を含む。

以下同じ。〕ないし弁論の企趣旨によつて容易に認められる事実)

は}当事者等

ア 被告は,出版物の編集,発行,販売等を業とす,る株式会社である。

イ 原告は1フ リージャーナリストとして活動する女性である。

ゥ     (以下 層■詢 という。),金良平 (以下「金」という。),李普鉱
)

(以下「普鉱」という。),伊藤大介 (以下「伊藤Jと いう。)及び松本英一 (以

下「松本Jと いう。)は,平成26年 12月 当時,いずれも在日特権を許さな

,  c
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い市民の会 (以下「在特会Jと いう。)等によるヘイトスピ‐チに対する抗議

活動を行う団体 (以下‐「カウンター団体Jと いい,カ ウシター団体による抗

議活動を「カウンター活動」、という。)に所属していた男性である。

原告は,ソーシャルネットワークサービスである「ツイッター」(以下「ツ

イジターJと いう。)を通じて,普鉱と知り合い,カ ウンタT活動の取材やカ

ゥンタニ活動への参加を通じて,0金 ,伊藤及び松本と知り合った。(以

上,乙 9の 1,乙 28の 1,乙 30の 1,乙 32の 1)

鬱)傷害事件に関する経緯

ア 傷害事件の発生

原告,金,普鉱,伊藤及び松本 (以下「原告らJと いう。)は ,平成 26年

12月 16日夜から同月17日 未明にかけて:大阪市北区所在の飲食店を回

。cで 。ルi      って,懇親会を行っていた。

4:6・e t       原告らは,.同 日午前 1時半頃:同 区所在の鉢食店         以下

_・ F       「本件店舗」という。)に入店した。

15      同日午前 2時から午前 3時頃,メロリ ,ヽ金について在特合の幹部から金銭

的援助を受けたとの疑念を抱いた件にもぃて,金に対 して謝罪する目的で,

_  耕 鰤 硼 れたとめ
ゃ

ま本脇 耐 内
岬
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彎

におい■

金及び普鉱から顔面等を殴打される暴行を受け,加療約 3週間を要する傷害

1        (鼻
骨骨折,顔面打撲傷,頭部打撲傷,両耳介打撲傷 ,｀ 右下眼瞼挫創,日 腔

20     挫創,結膜下出血 (右眼),頚部挫創等)を負つたという事件が発生した (以

下「本件傷害事件Jと いう。)。 (以上,甲 13,乙 9の 1,428の 2,乙 3

0の 1,乙 32の 1,弁論の全趣旨)

イ 本件傷害事件に関する刑事処分について

■

"は

∵́平成27年 2月 24日 ,本件傷害事件について,金 ,普鉱及び原

告の3人を被告訴人とする同月20日 付け告訴状を天満警察署に提出した.

(甲 13,弁論の全趣旨)。



平成28年 3月 1日 ,金は傷害罪で罰金40万円の略式起訴処分夕普鉱は

暴行罪で罰金10万円の略式処分を受け,原告は,不越訴処分となった (弁

論の全趣旨)。

■,は,平成念0年 7月 20日 ,本件傷害事件について,検察審査会に対

し,審査の申立てを行らたが,検察審査会は,同年10月 19日 までに不起

訴相当の判断をした (甲 27)。

ウ 本件傷害事件に関する民事訴訟の帰趨               ′

‐ は,平成28年 7月 4日 ,大阪地方裁判所に,原告ら5名 :を被告とし

て,本件傷害事件につき原告らの共謀に基づく金の暴行により傷害を負った

などと主張して,原告らに対し,否法行為に基づく損害賠償金 1106万円

の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起した (当 庁平成28年171第 6564

号損害賠償請求事件。以下「別件訴訟」という。)。

大阪地方裁半J所は,平成30年 3月 19日 :原告に対する上記請求を棄却

し,金,伊藤及び普鉱に対して上記損害賠償金の一部の支払を命じる旨の判

決を言い渡した。

上記第 1審判決に対し,J瞥及び伊藤が控訴し,大阪高等裁判所は,同年

10月 19日 ,原判決を変更し,金及び普鉱にのみ上記損害賠償金の一部の

支払を命じる旨の判決を言い渡した (大阪高等裁判所平成30年劇第102

_9号損害賠償請求事件).          :

上記控訴審判決に対し,‐ が上告及び上告受理申立てをしたが,最高裁

_判所は,令和元年6月 11日 ,.こ の上告及び上告受理申立てを棄却する旨の

決定をし,上記控訴審判決が確定した (最高裁判所平成31年l■l第 332号 ,

同田第410号 )ふ

(以上,甲 9, 10, 28)

棒)本件各出版物の出版

被告は,Bll紙出版物目録記載の本件各出版物を,別紙出版物目録の「発行日」



欄記載の日にそれぞれ出版した。

本件各出版物には,それぞれ別紙記載自録1の 「記載」欄のとおりの各記載

がある。                        ｀

に}本件各投稿記事の投稿

被告は,イ ンターネット上において自社で開設し,管理するブログ「デジタ

ル鹿砦社通信」(以下「本件プログJと いう。)に,別紙投稿記事目録の「投稿

同時J欄記載の各自時に本件各投稿記事をそれぞit投稿した。

本件各投稿記事には,別紙「記載内容及びURL」 欄記載のとおりの内容の

各記載がある。

3 争点及び争点に関する当事者の主張

{1}争点紅}一 本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿による原告の社会

的評価の低下について

(原告の主張)‐          ′

本件各出版物及び本件各投稿記事の内容は,いずれも■般読者の普通の注意 .

と読み方を基準とすれば:原告が集団暴行事件の首謀者の一人であつて,そ の

暴行にづいて共謀し,自 らもその被害者の顔面を殴打し,その殴打を一因とし

て同事件が発生したという事実 (以下「本件摘示事実Jと いう。)を摘示するも

のであるといえる。

本件各出版物を出版し1本件各投稿記事をインタごネット上に投稿すれば,

その読み手に対して,原告が粗暴で凶悪な犯罪者であるとの印象を与えるので

あるから,被告による本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿は,原告

の社会的評価を著しく・低下させる。

(被告の主張)                 、

ア 本件摘示事実は,原告が粗暴で凶悪な犯罪者であるとの印象を与えるもの

ではないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。

イ 仮に,本件摘示事実が原告め社会的評価を低下させる内容で、あるとしても,

10  :
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本件傷害事件の内容は,被告が本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投

稿をする前からインターネット上で流布していたため,これによって駆に原

告の社会的評価は低下しており,本件各出版物や本件各投稿記事における本

件摘示事実の記載は特段新しぃ事実を摘示するものではないのであるから,

原告の社会的評価を更に低下させるものではない。
‐

ゥ したがって,本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿により,原告

1 
の社会的評価は低下しない。

② 争点②一真実性及び真実相当性の抗弁について :

(被告の主張)

ア 公共性及び公益性について

原告は「差別に反対し人権を守るために,自 ら先頭に立ってレイシストや

ヘイトスピーチと闘つており,メ ディアなどからの社会的関心を集める人物

であるQ原告のツイッターのアカウントのフォロワー数は平成30年 8月 '1

日現在で1万 3789人にものぼる。

このような社会的影響力の大きい原告について:その活動や言動は公共の

利害に関する事実であり,それを報道する目的が専ら公益を図るためになさ

れたものと,い える。    ■             ,

したがって,本件傷害事件に係る原告の関与を内容とする本件摘示事実が

記載された本件各出版物を出版し1本件摘示事実が記載された本件各投稿記

i事をインターネット上に投,する行為は,公共の利害に関する事実に係るも

のであり,かつその目的は専ら公益を図ることにあつたといえる。

イ 真実性及び真実相当性について

同 本件傷害事件の被害者である1■Dま,被告に対し本件摘示事実の内容に

沿う説明をしている。そして.その説明の内容については,同人が重度の

暴行を加えられ,深い痛手を負?て心夕ともに混舌Lしていると思われるに

もかかわらず〕矛盾′像や不審点等が見られず,‐ の説明は本件傷害事件



に係る刑事記録中の3の 供述内容や本件傷害事件の状況の録音内容,原

告,今
牛

び普鉱
rヾ 負け

に
牛下下書いた謝罪文の内容とも合致することから

信用できる。       |

また,原告を支援する人間が多数を占めるコリアNGOセ ンターの総会

において,理事長兼事務局長の金半敏は「李さんも一発殴つたとい うこと

もありまして。」と述べて,原告が自ら0を 殴打 したと認めていた旨を

公言 した。                  、

さらに,´ 金は,原告ハJじに対し1回 ビンタをした旨をメールにて公言

している。

他方ヽで:原告,金及び普鉱は,捜査機関に対し,原告の■卜に対する暴

行を否定する内容の供述をしているが,いずれも矛盾や変遷があり,信用

できない。

m また,0が 金の怒りと爆みを買い,界告がその怒りを,と 共有してい

たこと,原告は本件傷害事件の以前・から嘔卜に対し,好意的で噂ない感情

・を持ちていたことが認められること,原告らが,金9自眸に対する暴行を

目
.の

当たりにしつつ,飲酒談笑を続け,警察を呼ぶこともなく,救急車を

呼ぶこともなく,0を 途中で逃がすこともなかつたことなどからすれば,

原告らが,本件傷害事件につき事前に又は現場において共謀したことが推

認される。

(勁 したがって,本件摘示事実はいずれも真実である。

仮に,本件摘示事実が真実でなかつたとしても,被告は:■rか ら本件

摘示事実に沿う説明を受け,本件傷害事件に係る刑事記録,本件傷害事件

の発生状況の録音内容,金光歓の発言内容,原告,金及び普鉱が燿関に宛

てて書いた謝罪文の内容等を精査し,加害者である伊藤や松本を含む関係

者への取材も行つた上で,本件摘示事実を真実であると信じるに至ったの

であるから,本件摘示事実を真実であると信じるについて,確実な資料,



根拠に照らし相当な理由がある。

(原告の主張)                  ~

ア 真実性について

" 
原告のd■に対する殴打行為について

原告は,自眸が本件店舗に現れた際に,■詳に詰め寄つたが,その際に

普鉱に制止されたのであり,Dの顔面を殴打した事実はない。

上記のとおり殴打の事実が存在しない以上,原告の殴打が本件傷害事件

の一因となづたとも認められない。

0 本件傷薯事件に係る原告らの共課の存否について

本件傷害事件は,● が,金について在特会の幹部から金銭的援助を受

けたとの疑念を持ち,その内容を流希したことにっいて,金が激怒したこ

と力`発端とならたもの・であることにカロえ,原告が本イ牛店舗に入り吉した
〒

に詰め寄った際に,普鉱,金及び松本が原告を制止させた事実,本件店舗

において,普鉱,伊藤及び松本は金と0に 話し合いを促していた事実か

らすれば,本件傷害事件について原告らの間で共謀があつたということは

でき'ず,原告が首謀者の一人という立場で本件傷害事件に関与したという

こともできない。   (

イ 真実相当性について

l~/1被告は,本件傷害事件につ.い て,電■い らヽ本件摘示事実に沿う説明を受

けたと主張するが,その説明については,いつどのように行われ,どのよ

うな内容であつたかが明らかではなく,‐から説明を受けたという事実

自
'体

が明らかでない。                    .,

仮に,被告が● から本件場害事件についての説明を受けていたとして

も,原告と巌しい利害対立がある●

"の

供述は直ちに信用できるものでは

ない。

0 原告の殴打行為に関する事実の真実性について
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本件傷害事件の刑事記録においても,日賞は,原告から顔を殴打された

との点について,告訴状では平手で殴打されたと主張していたが,警察官

による取調べでは手拳で殴打されたと供述した。このように暴行態様につ

いての

「

の説明には著しい変遷があり,0の 主張及び供述以外には原

告が‐ を殴打したことを肯定する証拠もないことからすれば,刑事記録
ノ

を検討していれば,‐ の外述は信用できないと考えるのが相当であった。

金光敏は「李信恵さん自身もですね,『最初に私が叩いたんです』と,

『手を出したんです』と,い うことがありましたけれども」と発言してい

るが,その発言の真意は曖味であり,その真意を取材によつて確認するこ

ともできていないのであるから,上記発言を根拠に原告による暴行の事実

が真実であると信じるにつき相当な理由があるということはできない。

191原告らの共謀に関する事実の真実性について

本件傷害事件に係る刑事記録や本件傷害事件の状況の録音内容によれ
√   .

ば,本件傷害事件において,本件店舗に入店し測■pに原告が詰め寄った

‐際に,普鉱,金及び松本が原告を制止させていた事実,本件店舗において,

普鉱,.伊藤及び松本は金と‐ に話し合いを促していた事実がわかるので

あり,こ の:よ うな事実からすれば1原告と金らとの間鑽口

"に

対する暴行

について共謀がなかったことは容易に矢口ることができた。

l‐l 以上から,被告において,本件摘示事実が真実であると信じるについて

相当な理由があるということはできない。

特に,本件各投稿記事にういては,日 頭弁論終結時においても,本件ブ

ログ上に掲載され続けているため,同時点までに存在する資料や説明等を

もとに,本件摘示事実を真実であると信じるについて相当な理由があるか

否かを判断すべきところ,同時点においては,本件傷害事件について,原

告が不起訴相当であるとの判断及び原告のd■に対する不法行為責任が

認められない旨の判断が確定していることを踏まえても,被告が本件摘示



事実を真実であると信じるについて相当な理由があるということはでき

ない。       ・

(3)争点{3)一損害の発生及びその額について

(原告の主張)・

原告は,被告による本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿により,

強い精神的苦痛を受けた。その精神的苦痛を金銭で評価すれば500万円を下

らない。

被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は50万円である。

(被告の主張)    ●

争う。    1                   ,

に)争点14)一 本件各出版物の頒布販売の停止及び本件各投稿記事の削除の必要

性について

(原告の主張)

本件摘示事実はいずれも真実ではないし,本件需宗事実の内容である本件傷

害事件は,すでにdll事事件としての処分結果が出た事件であつて,ま れ■卜と

金との間の個人間の トラブルにすぎず,原告も公人といえぅ要素が全くないこ

'と
からすれば,本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿は公共性及び公

益性が低い行為であるから,その出版及び投稿は要保護性が低いといえる。

他方で,本件摘示事実の内容は,読み手に対し,原告が粗暴で凶悪な犯罪者

であるとの印象を与え,原告の社会的評価を著 tィ く低下させるものであり,本

件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿がなされている現状を放置する

ことによる原告の不利益は極めて重大なものである。

したがつて,本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿について,被告

の表現の自由より原告の人格的利益を保護すべき必要性が高いといえ,本件各

出版物の頒布販売の停止及び本件各投稿記事の削除の必要性が認められる。

(被告の主張)
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10

16



本件傷害事件について,原告は不起訴処分になったのであるが,その後の進

i展によつては改めて起訴されぅ可能性もあるから,本件傷害事件は公訴が提起

されるに至つていない原告の犯罪行為に関する事実といえ,仮に不起訴処分が

覆らなかつたとしても,検察官の判断の合理性を聞う見地からして,本件各出

版物の出版及び本件各投稿記事の投苺は公共性及び公益性が高ぃとぃえる。

また,原告は反差別活動をそのお頭に立って行つている人物であり,公人と

いえる要素が全くないとはいえなレヽ。

本件訴訟は,被告が,原告による
‐
被告に対する名誉毀損行為を理由として

,

原告に対して損害賠償を求める訴訟 (当庁平成29年{勁 9470号損害賠償請

求事件)あ反訴として提起されたが,粟訴要件を欠き不適法とされたため,こ

れを取り下げて別訴として提起したものであるところ,こ のような本件訴訟の ′

提訴に至るまでの経緯等に照らすと,本件各出版物め出版及び本件各投稿記事

の投稿が,な されている現状を放置したとしても,原告の利益が侵害されている

とはいえな
・
いし,原告の不利益が重大であるとはいえない。

したがって,本件各出版物の頒布販売の停止及び未件各投稿記事の削際わ必
'

要性は認められない。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

前記前提事実にカロえ,証拠 (甲 11,乙 4, 12及び後掲各証拠)

全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。

{1)本件傷害事件に至るまでの経緯

"は
,平成26年 12月 4日 頃,金が在特会の幹部から金銭的援助を受け

たとの疑念を抱き:普鉱に対しそのような疑念を抱いている旨を告げた (甲 1

3, 14,乙 ′28の 1,・ 2,乙 32の 1, 2)。

普鉱以外の原告らも,本件傷害事件の発生までに,‐ が上記疑念を抱いて

いることを知り,原告らは,■■pゞ上記疑念を抱いたことにづいて激怒してい

及び弁論の



た (乙 9の 1, 乙30の 1, 2, 乙32の

② 本件傷害事件の.当 日の状況

ア ‐ が本件店舗に入店するまで
_

1 ,2)。

原告らは,平成 26年 12月 16日 夜から同月 1・ ヤ日未明にかけて,大阪

市北区所在の飲食店を回つて,懇親会を行っていた。

‐ は,同月16日 め夜,金 |こ 対し,上記疑念を抱いたことについて謝罪

しようと思い,金 と普鉱に電話をかけたが,両名は電話に出なかつた (乙 2

8の 2)。

普鉱は,同月 17日 午前 0時 42分頃,Jpか らの上記着信に気付き,●

い に折り返し電話をかけたところ,‐ は,′ 普鉱に対し,金に直接会つて謝

罪したい旨告げた。普鉱は,全に対し,0が 金に直接会って謝罪したいと

述べている旨を告げ,金がこれを了承したため

'‐
に対しi懇親会の場に

来るよう告げた。(乙 28の 2,乙 30の 2, 乙32の 1)

原告らは,同 日午前1時半頃,本件店舗に入店した。

= 普鉱は,同 日午前 2時頃,0を 迎えに出て同人と落ち合い

.本件店舗に戻つた (乙 28の 2,乙 32の 1, 2)。

イ ‐ が本件店舗に入店した後の状況

,同人 と共に      _

171‐が,本件店舗に入店した直後,原告バロトに詰め寄り,その胸倉を

掴んだ。これに対し,普鉱は,「まあまあ,ま あリンダさん (原告のあだ

名),ごめんなb」 と告いながら,"か ら原告を引き離し,金も,「店やし,

店やし。」などと言いながら,原告を制止させようとした。伊藤は,J卜に

対し,「エル金さを (金のあだ名)と ちやんとしらかり話した方がいいよJ

と述べた。 (甲 18,乙 9の ユ,乙 31, 32の 1, 2)

0 その後,金 ,普鉢及び伊藤は,‐ こ対し,上記疑念を抱いた理由につ

いて問い詰めたところ,‐ は,日■責いう人物の運営するプログ上の記

事を読んで,上記疑念を抱いた旨述べた。これに対し,金は,「そんなこと
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:も ,お前,弟島呑みにしてんの。その文章一つで。なぜレイシス トの文章を

鵜呑みにして。」と怒り始め).普鉱は,「お前な,エル金さんがな,どんな

つもりで,お前,カ ウンター来てると思つてんねん,お前iお前,何で俺

1に
そんなこと言 うてんお前,お前:絶対許せへん,お前。」と言つて,興奮

して泣き始めた。

金と普鉱が,Pを 問ぃ詰めていた際:伊藤は,「絶対手出さないで。」

と言い,普鉱は,「絶対に手出さへん。言わして。言わして。Jセ 述べた後,

"が

金のことを信じなかつたことが許せない旨述べた。  ~

191 さらに:金と普鉱は,‐ に対し,なぜ上記疑念を抱いていることを普

鉱に話したのかを問い詰めた。これに対し,"は ,「 (普鉱が)何か知つ

てるかと思つたJJと述べた。

その後,"は ,金を疑つたことが間違らていたと思う旨述べたが,金

は,「が自分に対して上調疑念を抱いたことに加え,普鉱を巻き込んだ

ことに激怒し,「いや,疑つたこどがつて,ど ういうことやねん。なんやね

ん。Jな どと述がて,島 の顔面を1回平手で殴打した。これを見た普鉱

は,金に対し「やめてください。Jと 繰り返し述べて金′を制止
`し

,伊藤l・■,

「そもそも2人で話すつて言つてた
～
だかれ,こ こにいないF,2人で今

に出て話せばいいじやないb」
「そこで喧嘩するならすりゃいいし,殴 るん

だったら殴ればいいけど,店の中でがちやがちゃやるのは,ち よつとみつ

ともない。Jな どと述べた。(以上,乙 28の 2,乙 30の 1)

ウ 金.と 範pが本件店舗を出た後の状況

金は■■ほ ともに本件店舗を出て,本件店舗が入居するビル内の通路上で,

0に 対して怒声を浴びせながら,その顔面を左右の手拳で多数回殴打する

などの暴行を加えた。            ・、 1

本件店舗内にいた普鉱は,金の上記怒声を聞いて,本件店舗を出たところ,

金が1鴫に対し暴行を加えており,い 顔面から血が流れているのを目撃

13



した。そこで,普鉱は,金に対し,「 もうこのへんで勘弁してください。J「 も

うこれでお願いします。」と繰り返し述べて,金を抱えるようにして,金 と●

癬を引き離そうとしたが,金はなおも軍tに
対すゃ暴行を続

lす
た。普鉱11,

0に 対し,「ちよつとはけろ。」と告げて,‐を本件店舗内に避難今せた。

(以上,乙 27, 28の 2,み 29, 31: 32の 1):

ェ d口が本件店舗内に戻つた後の状況            :

‐ が本件店舗内に入る|,伊藤は1‐ に対し,金 との話合いが終わ?

たか否がを尋ねた。● は,普鉱から本件店舗の中に入るように言われ,外

では普鉱と金が話をしている旨述人たところ,原告は,「 まあ,殺されるなら

入ったらいいんちゃう。」と述べたが,伊藤は,「ん―,ま あ,でも_話終わっ

いんじゃない。」と述べた。これを受けて,‐は,てないなら行つた方がい

再び本件店舗を出た。

ォ |ロトが再度本件店舗の外に出た際の状況

普鉱は,本件店舗を出測■卜を呼び,a鵬渤 こヽれ以上金から暴行を加えら

れるのを防ぐため,「エル金さんの代わりに1回殴つていいか。Jと 尋ねた上

で,の 頬を右平手で1甲叩いた後,金に対し,Fも う殴ることないです。」

・
と述べたところ,金は「わかった。」と答えたので,普鉱は,本件店舗内に戻

った (乙 急0の 2,乙 32の 1)。

その後,金は,再び,怒声を発しながら,左右の手拳で■卜の顔面を殴打

していた。普鉱は,再び金の怒声や店外からの物音を聞き,本件店舗を出て,

‐ に暴行を加えていた金に対し,「 もう殴んない約束やつたでしよ。Jと 述

べて,金を制止しようとしたが,金は,その場に膝をついてい
利自由の顔

甲

を左足で蹴るなどの暴行を加えた:(乙 29,30の 1,乙 31,32の 1,

2)

金による暴行が上んだ後,本件店舗の外の通路で,金及び普鉱が■

'と

話

をしている際に,原告,伊藤及び松本が,金と普鉱に対し,帰ると告げて,

/
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本件店舗から立ち去った (乙 28の 2,乙 30の 1,乙 32の 1)。   ・

2 争点{1)一本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿によ
‐
る原告の社会的

ヤ
.`              ′

´

評価の低下について
‐

(1}本件各出版物及び本件各投稿記事には,前記前提事実 (第 2の 2椰)及びに))

のとおり,311紙記載日録 1及び2に記載された内容の記述 (以 下「本件各記述」

という。)が存するところ,その記述の内容は,一般読者の普通のユ意と読み方

を基準とすれば,原告が集団暴行事件の首謀者の一人であつて,その暴行につ

いて共謀し,自 らもその被害者の顔面を殴打し,その殴打を下因として同事件

が発生したという事実 (本件摘示事実)を摘示するものと認められる。

本件摘示事実は,原告について集団暴行という犯罪に重要な役割をもつ下関

与した粗暴な人物であるという悪印象を与えるものであるから,緩告が,本件

各出版物を出版し,本件各投稿記事をインターネット上に投稿して,本件摘示

事実を公然と摘示した行為は,辱告の機 的評価を低下させるものであるとい

うことができる。

{2)被告は,本件傷害事件の内容は,被告が本件各出版物の出版及び本件各投稿

記事の投稿をする前からインターネット上で流布していたため,これによつて

~既
に原告の社会的評価は低下しており,本件各出版物や本件各投稿記事にお|す

る本件摘示事実の記載は特段新しい事実を摘示するものではなかつたのであ

るから,本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿により原告の社会的評

価を低下しな,い と主張する。

この点,証拠 (乙 20)に よれば,被告が出版する書籍において,本件傷害

事件の概略について,かなり早い段階からインターネット上に情報が漏れ伝わ

うていた旨の記載があることが認められるが,こ のような記載からは本件傷害

事件についてどの程度具体的な内容がいつの時点で流布していたのかが判然 |

としない。よって,本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿がなされる

以前の時点において,既に原告の社会的評価が低下していたとし
,ヽ うことはでき
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,ず ,被告の上記主張は採用できない。

争点121-真実性及び真実相当性の抗弁についてi

(1)判断基準

禾件各記述を含む出版物及び投稿記事を出版し,又はインターネット上に投

稿する行為は,事案を摘示してする名誉毀損であるところ,上般に,こ のよう

な名誉毀損にあつては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,そ

の目的が専ら公益を図ることに.あ つた場合に,摘示された事実がその重要な部

分について真実であることの証明があれば,同行為には違法性がなく,真実で

あることの証明がなくても,行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由

があるときは,同行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないと解す

るのが相当である。1(最高裁昭和 41年 6月 23日 第一小法廷判沐・民集 20

巻 5号 1118頁 ,最高裁昭和 58年 10月 20日 第,小法廷判決・裁判集民

事 140・号 177頁参1照 )。 |

12),公共性及び公益性η存否
.

ア 本件各出版物の出版及び本件各投稿記事の投稿は,本件傷害事件という犯

罪行為に関して本件摘示事実を公然と摘示したものであるから,公共の利害

|ご関する事実に係るものといえる。            、

●ィ そして,本件摘示事実か公共の利害に関する事実に係るものであること,

弁論の全趣旨によれば,本件各出版物の出版や本件各投稿記事の投稿がなさ

れる以前において,被告代表者である松岡と原告との間には私的な付き合い

がなかつたと認められることからすれば,本件各出版物の出版及び本件各投

稿記事の投稿の目的は,専ら公益を図ることにあつたといえる。

,{鋤 _真実性及び真実相当性について

ア・摘示事実の重要部分

′ 前記 2で説示したとおり,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,

・本件摘示事実が,原告について集団暴行という犯罪に重要な役割をもつて関

16
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与した粗暴な人物であるという悪印象を与えるという意味で原告の社会的

評価を低下させるものであることに照らすと,その摘示事実の重要部分は,

上記の悪印象を基礎づける部分である,①原告が暴行事件の被害者の顔面を

殴打し'た事実,及び②原告が当該暴行事件において他の加害者
`と

共謀し,か

つ首謀者の一人'と いう立場であつた事実ということができる。

イ ^被告は,本件摘示事実の上記重要部分について,いずれも真実であり,又

|ま真実と信ずるについて相当rな理由があると主張するので検討する。

ウ 本件摘示事実中,原告が暴行事件の被害者を殴打したという事実の真実性

について

図

「

の体述について

証拠
.(甲

12)によれば:‐ は,平成2.6年 12月 22日 ,「 コリアN

GOセ ンター」の理事長兼事務局長である金光敏に対し:本件店舗に最初

に入店した際の状況について:「行つたら,1ま あまず,最初にリンダさんに

胸蒼をつかまれて,で,それで松本さんが止めてJと 述べたにとどまり,

原告から殴打された旨は述べなかつたことが認められる。  「

証拠 (甲 13)によれば,‐ は,平成27年 2月 20日 付け告訴状に

おいて,原告が,rの 胸倉をつかんで,顔面を平手で殴つた旨主張して

ぃたことが認められる。

証拠 (甲 14,乙 27, 28の 2)によれば,「 は,平成27年 8月

12日 の警察官による取調べ及び同月17日 の実況見分において,原告が

‐ の胸倉岬 ,‐ の本頬を右手拳で1回殴打した旨供述したことが

認められる。

証拠 (甲 15)に よれば,0‐は,別件訴訟において提出した平成28

年 7月 5日 付け訴状において,原告測口DD顔面を右手拳で殴打した旨主

張したことが認められる。

証拠 (甲 16)に よれば,‐ は,別件訴訟の平成29年 1月 23日 の

17
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第1回弁論準備手続において,原告による暴行態様としての殴打は,いわ

ゆる平手打ちのことであると述べたことが認められる。

証拠 (乙 9の 1)に よれば,男り件訴訟の

“

職
の本人尋間において,宇

はi原告が‐ の胸倉に掴みかかり,■詳を揺ざぶつた後,その顔面を1

回殴打した旨,li‐は原告に胸倉をつかまれて揺さぶられたため,その殴

打の態様が1平手によるものか,手拳によるものか判然としない旨供述じ

たことが認められる。

以上のとおり,‐ は,本件傷害事件の直後,金光敏に対しては原告か

ら殴打された旨供述しておらず,その後fの告訴状においては平手で殴打さ

れたと主張し, さらに捜査段階及び別件訴訟の訴え提起毀階においては,

手拳により殴打された旨主張及び供述を変更し,別件訴訟の弁論準備手続

において,再び平手により殴打されたと主張を変更した上,最終的には別

件訴訟の当事者尋間において殴打が平手によるものかi手拳によるものか

判然としないと供述するに至つてぉり,原告による殴打について,その暴

行態様という重要な点にづいての●■b主張及び供述に著しい変遷があ

るため,原告が●●D顔面を殴打した旨の‐ の供述は草ちに信用できな

い 。                        1

0 金光敏の発言について

証拠 (乙 14)に よれば,金光敏は,'平成27年 5月 30日 ,コ リアN

ёOセ ンタ・‐の総会の場で,本件傷害事件について説明するにつき,「李

信恵さん自身もですね,『最初に私が叩いたんです』と,手を出したんです

ということがありましたけれどもJと 発言したことが認められる。

しかし,証拠 (甲 21)に`よ れば,金光敏の上記発言の趣旨は,原告の

発言として「最初に私が叩いたんですJと 引用した後,その表現は正確で

はないと気づいた超め,「手を出したんですJと 言い直したものであると

認められる。
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そうすると,上記発言の存在をもつて,原告

いう事実を推認することは困難である。

171 金のが―ルについて                      ‐

■証拠 (乙 11)によれば,金は,平成27年 3月(31日 ,メ ニルで「李

信恵さんは,rに かるくビンタを一発だけしました。」と発言したこ
)と

が認められる。

しかし,証拠 (甲 14,乙 30の 1,2)に よれば,平成 27年 9、月 1

日の警察官によ
`る

最調べにおいて,原吾が‐ に掴みかヶつた際に ,と つ

さあことであり,原告がJ脚を殴打したか否かについては見ていない旨供
ヽ

述し,平成 28年 1月 29甲 の検察官による取調べにおいて:原告が可ト

の顔面を手で殴ったり,口 いたりした場面はない旨供述 したことが認めら

・
れる。また,証拠 (甲 20)に よれば,金は上記メールについて,コ リア

NGOセ ンターから,原告減■辟を叩いた旨述がているのを信じて,メ ー

ルに上記内容を記載したものである旨供述したことが認められる。このよ

うな金の供述を踏まえると,金が原告の‐ に対する殴打行為を現認した

上で,上記メ■ルでの発言をしたもあと

'ま

直ちにはいえないから,上記メ

ニルでの発言の存在をもつ
~C原

告が

「

の顔面を殴打したという事実を

推認することは困難である。

l■l証拠 (甲 19,ZL 9の 1、 2)に よれば,原告は,捜査機関に対し,″

御 胸倉を掴もうとした際に,普鉱らに止められ,Eを 殴るには至らな

からた旨供述していたことが認められる。

また,証拠 (甲 17)に よれlrf,普鉱は,捜査機関に対し,原告がJい

の胸倉をっかんだ瞬間に止めに入つたため,原告がHの 顔面を殴つたと

いう事実はない旨供述していたことが認められる。

これらの供述は,前記 l121イ 1/1で認定した普鉱の言動にも整合するので

あり,前記国ないし(勁で説示した点も踏まえると,信用できるものという

の顔面を殴打したと
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〕
ことができる。

子事件の被害者の顔面を酸打したという事実が真実
閉 以上より,原告が暴イ

であるとは認められない。

原告が暴行事件において他の加害者と共謀し,かつ首謀者の一人という立

場であつたという事実の真実性について

自 被告は,Fが 金の怒りと恨みを買い,原告がその怒りを金と共有して

いたこと,原告は本件傷害事件の以前から1●閣こ対し,好意的ではない感

情を持つていたことが認められること,与 原告らが,金の●井に対する暴行

を目の当たりにしつつ,飲酒談笑を続け,警察を呼ぶこともなく,救急車
′

を呼ぶこともなく,― 途中で逃がすこともなかつたことなどからすれ

ば,原告らが,本件傷害事件につき事前に又は現場において共謀したこと

が推認されると主張する。

И しかし,前記 10身げ腸とぉり,金が●辟に持し暴行を加えたのは,,

申 こぉぃて,金が在特会の幹部から金銭的援助を受けたとの疑念を抱いた

ことと,その疑念を普鉱に告げて,同人を巻き込んだことについて,金が

激怒したという●J此 金及び普年とあ間の個人的問題にすぎないのであ

り,前記1(1}の事実によれば,原告が,'金 とともにJ諄に対する怒りな共

有していたことが認められるとしても,そのことをもつて原告らの上記共
●

謀を直ちに推認させるということはできない。       !

また,前記19)イ ないしオのとおり,金による● に対する暴行は,最

初に1回平手打ちした行為を除き,終始,本件店舗の外で行われていたの

であり,本件店舗の中にいた原告は,上記平手打ちを除き,金によび口眸

に対する暴行を目の当たりにしていたとは認められない。さらに,前記 1

鬱)で認定した事実によれば,原告らの合意に基らiヽて原告パロ

"に

対する

暴行に積極的に関与したという事実も存在しない。むしろ,前記 10イ 171,

ウ及びオのとおり,0が 本件店舗を訪れた後においては,原告が日諄に

20
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掴みかかつたものの,その際に普鉱や金が原告を制止させており,また,

金が鋼●に対して暴行を加えている際にも,普転は金を抱えて‐ から引

き離そうとするなどして金によるJ薔に対する暴行を制止しようとして

おり,原告らの行動には‐ に対して暴行を加える旨の共謀の存在とは矛

盾する行動が認められる。そうすると,本件傷害事件につき原告が,他の

加害者と共謀した事実が真実であると認めることは困難であり,したがつ

て,本件傷害事件の首謀者の立場であつたという事実も真実であるとは認
'

められないょ

オ 本件摘示事実の重要部分の真実相当性について

げ)被告は,0か ら本件摘示事実に沿う説明を受け,本件傷害事件に,係 る

刑事記録,本件傷害事件の発生状況の録音内容,金光敏の発言内容,原告,

金及び普鉱が‐ に宛てて書いた謝罪文の内容等を精査し,加害者である

伊藤や松本を含む関係者人の取材も行つた上で,本件摘示事実を真実であ

ると信じるに至ったのであるから,本件摘示事実を真実であると信じるに

ついて,確実な資料,根拠に照らし相当な理由があると主張する。

0 この点,本件傷害事件の刑事記録において,前記ウ国のとおり,d弊は,

平成27年 2月 20日 付け告訴状において,辱告が,o麟り胸倉をつかん

で,顔面を平手で殴つた旨主張していたが,平成27年 8月 12日 の警察

官による取調べ及び同月 17日 の実況見分において,原告ハ鮨眸の胸倉を

掴み,こ轟あ左頬を右手拳で1回殴打した旨供述しており,0の 主張及
お

び供述には,、 原告の殴打に係る暴行態様という重要な点についての著しい

変遷があるため,同刑事記録中α■
'の

主張及む供述をもつて,原告のロト

中 に対する殴打行為?真実相当性を基礎づける確実な資料又は根拠が存

するということはできない。                   ′

前記ウ軒)で認定したとおり,コ リアNGOセ ンターの総会において,金

光敏が,「李信恵・さん自身もですね,『最初に私が叩いたんです』と,手を
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出したんですということがありましたけれどもJと 発言している点につい

ては,そ の内容は曖味であり,かづ金光敏は原告の発言内容を述べている .

にすぎないのであるから,金光敏に対してその発言の真意や原告の正確な

発言内容につ|｀ て確認するなどして調査しなければ,上記発言の存在をも

って原告の3に 対する殴打行為の真実相当性を基礎づける確実な資料

又は根拠が存するということはできない。それにもかかわらず,弁論の全

趣旨によれば,被告は,金光敏に対して取材して,その発言の真意や原告

の正確な発言内容を確認するなどしていないと認められるのであるから,

金光敏の上記発言の存在をもつて,原告o"いに対する殴打行為の真実相

当性を基礎づける確実な資料又は根拠が存するとはいえない。

前記ウ切のとおり,金が「李信恵さんは,い・にかるぐビンタを一発だ

けしました。∫を発言した旨の平成27年 3月 31日 のメールが存在する

‐
点については,本件傷害事件の牙J事記録によれば,金が,平成27年 9月

1日 の警察官による取調べにおいて,原告が● に掴みかかった際に,と

っさのことであり,原告洲■卜を殴打したか杏かについては見ていない旨

供述し,平成 28年 1月 2,日 の検察官による取調べにおいて,原告が■

● の顔面を手で殴つたり叩いたりした場面はない旨供述 していたことを

ψ  l            ′

踏まえると,金が原告の暉■に対する殴打行為を現認した上で,上記メー

ルのとおりの発言をしたものと直ちにはいえず,上記メールの作成経緯等

について調査しなければ,上記メールの存在をもつて原告錮口

"に

対する

殴打行為の真実相当性を基礎づける確実な資料又は根拠が存するという

ことはできない。それにもかかわらず,弁論の全趣旨によれば,被告は,

その作成経緯等を調査すべく全に対して取材を申し入れるなどしていな

ぃことが認められる・のであるから,上記メールの存在をもつて原告q口b

に対する殴打行為の真実相当性を基礎づける確実な資料又は根拠が存す

るとはいえない。

―
―]一二
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カロえて,本件全証拠に照らしても,被告が精査したと主張する資料や被

‐
告の取材め結果において,原告の‐ に対する殴打行為を裏付けるに足り

るものは存在しないこと,前記前提事実 (第 2の 29)イ )の とおり,本件

傷害事件について原告が不起訴処分となっていることを踏まえるキ,被告

において,原告が暴行事件の被害者を殴打したという事実が真実であると

信ずるにつき相当な理由があるとは認められない。

191 また,前記工のとおり,イ 本件傷害事件の刑事記録及び本件傷害事件の状

況の録音から認定した事実によれば,本伴傷害事件につき原告が,他の加

害者と共謀した事実が真実であると認めるこをは困難であり,被告におい

て,原告が暴行事件において他のカロ害者と共謀し,かづ首謀者の一人とい

う立場であらたという事実が真実であると信ずるについて相当な理由が

あるとは認められない。

国 よって,本件摘示事実の重要部分について,真実であると信ずるにつき

・ ~相 当な理由があると|ま認められないから,被告め前調 の量張は採用でき

ない。
「

力 結論

以上の次第で,本件摘示事実の重要部分については,いずれも真寒である

とは認められず,真実であると信じるについて相当な理由があるとも認めら

れないから,被告の前記イの主張は採用できない。 :

4 争点0-損害の発生及びその額について          も

紅)慰謝料について

前記 2で説示したとおり,本竹摘示事実は,原告にもいて集団暴行という犯

罪に重要な役害Jを もちて関与した粗暴な人物であるという悪印象を与えるも

のであること,前記前提事実 (ヽ第 2の 2働及びにDの とおり,被告は,平成2

8年 7月 14日 から平成30年 7月 22自 までの間,5冊もの書籍及び4件も

のブログ記事を投稿しており,本件摘示事実を執拗に摘示しているものといえ
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ること,前記3で説示したとおり,本件摘示事実が真実であるとは認められな

いこと,弁輪の全趣旨によれば,原告嘩
,平成 30午 8旱 1日 時′部でツイツタ

ーのフォロワニ数が1万人を超える人物であると認められ,そ の社会的影響カ

や発信力が小さいとはいえないことなどの事情を考慮するとデ本件各出版物の

出版及び本件各投稿記事の投稿により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝

料の額としては, 150万円が相当であると認められる。

(2)弁護士費用について

本件の事案の性質,審理の経過,認蓉額その他本件に表れた一切の事情を考

慮すると,被告の不法行為と相当因呆関係のある損害としての弁護士費用は1

5万円が相当であると認められる。  一          、̀′

5 争点14)一 本件各出版物の頒布販売の停止及び本件各投稿記事の削除の必要性

について

{1}本件各投稿記事の削除の必要性

前記2で説示したとおり,本件摘示事実は,原告について集団暴行という犯

_罪に重要な役害Jを もって関与した粗暴な人物であるという悪印象を与える内

容のものであり,前記3で説示したとおり本件摘示事実が真実であるとは認め

られないこと,前記411)で述べたとおり原告が一定の社会的影響力及び発信力

を持つ人物であること,イ ンターネットによる情報の拡散力の大きさ等を考慮

すると,本件摘示事実を摘示する本件各投稿記事中の「記載内容及びURL」

欄に記載された各記述がインターネット上に存続して,将来にわたり原告の名

誉が毀損され続けることによう被害の程度は大きいものであるといえる。

そして,本件全証拠にЛ量らしても本件各投稿記事のうち本件摘示事実が記載

されている別紙記載目録2の 「記載内容及びUR LJ欄に記載された各記述を

削除することによつて被告に生じる被害が重大なものとし_｀ うことはできない

から,上記各記述の削除請求については,これを認めるのが相当である。

(2)本件各出版物の頒布販売の停止の必要性
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"         前記(1)で述べた:本件摘示事実の内容,本件摘示事実の真実性が認められな

いこと,原告の社会的影響力及び発信力等を踏まえると,本件摘示事実を摘示

する本件各出版物の頒布販売が継続されることにより,原告の名:誉が撃損され

ることによる被害の程度は小さいものとはいえない。

´ 6     他方で,証拠 (乙 1ないし5)に よれば,本件各出版物中で本件摘示事実が

記載されている部分はごくわずがであると認められ,本件各出版物の頒布販売

が継続されることにより原告が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそ

れがあるとはいうことができず,本件各出版物の頒布販売を停止することが相

当であるとは認められない。          ′

lo 第4 結論     :   ´

そうすると,原告の不法行為に基づく損害賠償請求は,165万円及びこれに

``C t e'i   対する遅延損害金を求める限度で理由があり̀,人格権に基づく妨害排除請求は,

パ .°.'    本件各投稿記事のうち,男 J縁記載目録2の 「記載内容及びUR LJ欄に記載され

C:・
.・・    た各記述の削除を求める限度で理由があり:そめ余はいずれも理由がないから棄

16. 却することとして,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第24民事部      :

裁判長裁半J官   池   上   尚   子

裁判官   山   根   良   実

裁判官 楠 本 康 太
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