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判示事項 1 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法 19フ条1項3号に
基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基
準
2民事事件において証人となつた報道関係者が民訴法 19フ条1項3号に
基づいて取材源に係る証言を拒絶することができる場合

裁判要旨 1 民事事件において証人となつた報道関係者が民訴法19フ条1項 3号に
基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道
の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来にお
ける同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度
等と,当 該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民
事事件において当該証言を必要とする程度1代替証拠の有無等の諸事情
を比較衡量して決すべきである。
2民事事件において証人となった報道関係者は,当該報道が公共の利
益に関するものであつて,その取材の手段,方法が一般の刑罰法令に触
れるとか,取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの
事情がなく,しかも,当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民
事事件であるため,当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公
正な裁判を実現すべき必要性が高く,そのために当該証言を得ることが必
要不可欠であるといった事情が認められない場合には,民訴法19フ条刊
項3号に基づき,原則として,当該取材源に係る証言を拒絶することができ
る。

参照法条 (¬ ,2につき)民訴法197条 1項3号=憲法21条

資料４



文

本件抗告を棄去「する。

抗告費用は抗告人 らの負担 とする。

抗告代理人松尾翼,同松本貴一朗,同青木龍一の抗告理由について

1 抗告人らは,ア メリカ合衆国を被告として合衆国アリゾナ州地区連邦地方裁

判所に提起した損害賠償請求事件 (以下 「本件基本事件」という。)における開示

(デ ィスカバ リー)の手続 として, 日本 に居住する相手方の証人尋問を申請 した。

そこで,同裁判所は,こ の証人尋問を 日本の裁判所に嘱託 し,同証人尋問は,国際

司法共助事件 として新潟地方裁判所 (原々審)に係属した。記者 として本件基本事

件の紛争の発端 となつた報道に関する取材活動をしていた相手方は,原々審での証

人尋間において,取材源の特定に関する証言を拒絶 し,原々審はその証言拒絶に理

由があるものと認めた。これに対 し,抗告人らは,上記証言拒絶に理由がないこと

の裁判を求めて抗告 したが,原審がこれを棄去「したために,当審への抗告の許可を

申し立て,こ れが許可されたものである。

2 記録 によれば,本件の経緯等は次のとお りである。

(1)A社 (以下 「A社」とい う。)は ,健康・美容アロエ製品を製造,販売す

る企業グループの 日本における販売会社である。抗告人 Xlは ,上記企業グループ

の合衆国における関連会社であ り,その余の抗告人 らは,A社 の社員持分の保有会

社,その役員等である。

(2)日 本放送協会 (以下 「NHK」 とい う。)は,平成 9年 10月 9日 午後 7

時のニュースにおいて,A社 が原材料費を水増 しして 77億 円余 りの所得隠 しを

主

由理
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し, 日本の国税当局か ら35億円の追徴課税 を受け,ま た,所得隠 しに係 る利益が

合衆国の関連会社に送金 され,同会社の役員により流用 された として,合衆国の国

税当局も追徴課税をしたなどの報道 をし (以 下 「本件NHK報 道Jと い う。),翌

日,主要各新聞紙も同様の報道 をし,合衆国内でも同様 の報道が された (以下,こ

れ らの報道を一括 して 「本件報道」 とい う。 )。 相手方は,本件 NHK報 道当時 ,

記者 として,NHK報 道局社会部に在籍 し,同報道に関する取材活動をした。

(3)抗告人 らは,合衆国の国税 当局の職員が,平成 8年における日米同時税務

調査の過程で, 日本の国税庁の税務官に対し,国税庁が 日本の報道機関に違法に情

報を漏えいす ると知 りなが ら,無権限で しかも虚偽の内容の情報 を含むA社及び抗

告人 らの徴税に関する情報を開示 したことにより,国税庁の税務官が情報源となっ

て本件報道が され,その結果 ,抗告人 らが,株価の下落,配当の減少等による損害

を被ったなどと主張して,合衆国を被告 として,上記連邦地方裁判所に封 し,本件

基本事件の訴えを提起 した。

(4)本件基本事件は開示 (デ ィスカバ リー)の手続 中であるところ,上記連邦

地方裁判所は,今後の事実審理 (ト ライアル)のために必要であるとして,平成 1

7年 3月 3日 付けで,二国間共助取決めに基づ く国際司法共助により,我が国の裁

判所に対 し,上記連邦地方裁判所の指定する質問事項について,相手方の証人尋問

を実施す ることをH届託 した。

(5)上記嘱託に基づき,平成 17年 7月 8日 ,相手方の住所地を管轄する原々

審において相手方に対する証人尋問が実施されたが,相手方は,上記質問事項のう

ち,本件 NHK報 道の取材源は誰かなど,そ の取材源の特定に関する質問事項につ

いて,職業の秘密に当たることを理由に証言を拒絶 した (以 下 「本件証言拒絶」と
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いう。)。

(6)原々審は,抗告人 ら及び相手方を書面により審尋 した上,本件証言拒絶に

正当な理 由があるものと認める決定をし,抗告人 らは,本件証言拒絶に理 由がない

ことの裁判を求めて原審に抗告 したが,原審は,報道関係者の取材源は民訴法 19

7条 1項 3号所定の職業の秘密に該当するなどとして,本件証言拒絶には正当な理

由があるもの と認め,抗告を棄却 した。

3 民訴法は,公正な民事裁判の実現を目的 として ,何 人 幸ゝ,証人 として証 言 を

すべ き義務を負い (同法 190条 ),一 定の事由が ある場合 に ll艮 って例外 的に証言

を拒絶す ることができる旨定めてい る ( 法 196 そ身豊
` 1 97条 )^そ して,同法

197条 1項 3号は,「職業 の秘密 に関す る 事 項 について尋 闇 晉 tす る場合 |にを

は、言正人は, 証言を拒む ことができると

『

している イこい う 「職業 の秘密 |

とは,その事項が公開されると,当該職 に深刻な影響 を与 え以後その遂行が困難

になるものをい うと解 される (最高裁平 11年 (許)第 20号 同 12年 3月 10

日第一小法廷決定 。民集 54巻 3号 1073頁 森照 )ぉ モぅっ と ぅヽ,あ る秘密が上記

の意味での職業の秘密に当たる場合においても,そ のことから直ちに証言拒絶が認

められ の つ いて の め

れると解すべきである。そして,保護に値する秘密であるかどうかは,秘密の公表

によつて生ずる不利益 と証言の拒絶によつて犠牲 こ冷 る真実発 見及び裁判 の公 正 と

の

の比較衡量によ り決せ られ るとしヽ うべ きであるハ

報道関係者の取材源は,一般に,それがみだ りに開示 され ると,報道関係者 と取

材源 となる者 との間の信頼関係 が損 なわ 将 来 にわたる 由で 円 滑 な取材活 動 が白

夕方げ られ ることとな り,報道機 関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難に
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なると解 されるので,取材源 の秘密 の秘密 に選たるとい うべきであるへそ し

て,当該取材源の秘密が保護 に値す る秘 で あ るか が うか lま .≧ 該報消 の 内奈 .性

し

質,その持つ社会的な意義 。価値,当該 の態様 i将来における同種の取材活動

が妨 げられることによつて生ず る不利益の内容,程度等 と,当該民事事件の内容 ,

性質 ,そ の持つ社会的な意義・価値 ,当 該民事事件 において当該証言を必要 とする

程度 ,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量 して決すべきことになる。

そ して,こ の比較衡量にあたっては,次のような点が考慮 されなければな らな

すなわち,報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与す るに

つき,重要な判断の資料 を提供 し,国民の知 る権利 に奉仕す るものである。 したが

って,思想の表明の 自由と並んで,事実報道の 自由は,表現の自由を規定 した憲法

21条の保障の下にあることはい うまでもない。また,こ のような報道機関の報道

が正 しい内容を持つためには,報道の自由とともに,報道のための取材の 自由も,

憲法 21条の精神に照 らし,十分尊重に値す るもの といわなければな らない (最高

裁昭和 44年 (し)第 68号同年 11月 26日 大法廷決定・刑集 23巻 11号 14

90頁参照)。 取材の自由の持つ上記のような意義 に照 らして考えれば,取材源の

秘密 は,取材の自由を確保す るために必要なものとして,重要な社会的価値を有す

るというべきである。そうすると, 当該報道が公共の利益に関す るものであって ,

その口又材の手段,方法が一般の刑罰法令イこ角虫れ る μか、取材 源 とたった者 が口又材源

の秘密の開示を承諾 しているな どの事情が′玉`く。 しか 幸、.当 該 民事事件 が社会 的音

義や影響のある重大な民事事件であるため,当該取材源の秘密の社会的価値を考慮

して もなお公正な裁判を実現すべき必要性が高 く,そのために当該証言を得ること
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が 必 欠 で い っ が い ま の

`ま

護に値すると解すべきであり,証人は,原則 として,当該取材源に係る証言を拒絶

す ることができると解す るの が相 当であ るハ

4 これを本件についてみ るに,本件 NHK報 道は,公共の利害に関す る報道で

あることは明 らかであ り,その取材の手段,方法が一般の刑罰法令に触れ るような

ものであるとか,取材源 となった者が取材源の秘密の開示を承諾 しているなどの事

情は うかがわれず,一方,本件基本事件は,株価の下落,配 当の減少等による損害

の賠償を求めているものであ り,社会的意義や影響のある重大な民事事件であるか

どうかは明らかでなく,ま た,本件基本事件はその手続がいまだ開示 (デ ィスカバ

リー)の段階にあり,公正な裁判を実現するために当該取材源に係る証言を得 るこ

とが必要不可欠であるといつた事情 も認 めることはできない。

したがって,相手方は,民訴法 197条 1項 3号に基づき,本件の取材源に係る

事項 についての証言を拒むことができるとい うべきであ り,本件証言拒絶には正当

な理由がある。

以上によれば,所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができ

る。論旨は採用することができない。

よつて,裁判官全員一致の意見で,主文のとお り決定する。

(裁 判長裁判官 上 田豊三 裁判官 藤 田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官

那須弘平 )
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