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インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄 

―侵害手段と被侵害利益の側面から― 

 中村 知里 

〔要約〕 

I. はじめに 

 本論文は，一つの加害行為から複数の国において結果が発生する拡散型不法行為事件に

おける国際裁判管轄について検討するものである。 

 従来の不法行為事件においては，加害行為地と結果発生地が一致することが多く，そうで

ないとしても加害行為地国と結果発生地国が大きく離れることは想定しがたいものであっ

た。しかしインターネットの発展により，この拡散型不法行為が大きな問題として生じるこ

ととなる。この中でもとりわけ問題となり得るものが，インターネットを介してなされる人

格権侵害である。実際に我が国においても，インターネット上に掲載された内容を通じた名

誉・信用毀損における国際裁判管轄が争点となった事案が存在するが，なお十分な議論はな

されていない。他方，欧州司法裁判所においては，eDate Advertising 及び Martinez 判決

においてこの点が問題とされており，より活発な議論が生じている。 

 このような状況を踏まえて，本論文はまず，EU におけるインターネット上での人格権侵

害の国際裁判管轄について検討している（2 章）。次に，EU という統一的な司法空間におけ

る議論が国内法上の国際裁判管轄規則に関してどのような示唆を与えうるものであるかを

検討するため，EU 構成国の一つであるドイツにおける，インターネット上での人格権侵害

の国際裁判管轄についての議論を参照している（3 章）。その後，以上の確認及び分析を踏

まえ，インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄について，インターネットという侵

害手段，人格権という侵害される権利の性質，そして国内法上の議論と EU における議論

の差異という 3 つの観点において検討を行った（4 章）。最後に，以上の比較法上の議論を

踏まえて，日本法の解釈に与える示唆に言及した（5 章）。 

 

II. EU におけるインターネット上の人格権侵害に関する国際裁判管轄 

 第 2 章においては，EU におけるインターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄につい

ての取扱いを概観・分析している。まずは議論の前提として，EU における不法行為事件の

国際裁判管轄を定める改正ブリュッセル I 規則の内容，及び，出版物による名誉毀損におけ

る国際裁判管轄についての欧州司法裁判所の立場を確認し(1．)，その後，インターネット

上での人格権侵害の国際裁判管轄の問題を取り扱った eDate Advertising 及び Martinez 事

件について紹介し分析を行っている（2．）。最後に，上記判決と比較することでその射程を

検討するために，eDate Advertising 及び Martinez 判決後に出されたインターネット上で

の知的財産権侵害に関する判例を取り上げた（3．）。 

1．EU において適用される国際裁判管轄規則と従来の欧州司法裁判所の立場 

 ここではまず，議論の前提として，EU における不法行為事件の国際裁判管轄を定める改



正ブリュッセル I 規則の規定及びその趣旨を確認した。すなわち，改正ブリュッセル I 規則

7 条 2 号（改正前は 5 条 3 号）によると，不法行為事件の国際裁判管轄は不法行為地に認め

られているが，この不法行為地は加害行為地と結果発生地の双方を指すものと解されてお

り，いずれの裁判所において訴訟を提起するかは原告の選択に服するとされる。ここでいう

結果発生地は一次的かつ直接の損害発生地であり，後続損害の発生地はこれに当たらない

と考えられている。 

 次に，インターネットにおける人格権侵害について検討する前提となる，出版物による名

誉毀損事件における国際裁判管轄を問題とした Shevill 判決の内容を概観した。本判決にお

いては，加害行為地が出版者の営業所所在地であること，及び，結果発生地が出版物の頒布

地かつ被害者の知られている地であることが示された。また，結果発生地における管轄の審

理範囲について，当該国において生じた損害に限定するとされている。このような結果発生

地としての管轄についてのモザイク理論を採用した理由としては，他の結果発生地におけ

る損害と結びつきがないことやフォーラムショッピングの防止に役立つことが挙げられる

が，他方で結果発生地が細分化され，加害行為地が通常被告の普通裁判籍と一致することも

考慮すると不法行為地管轄が事実上空文化するとの批判が見られた。 

2．インターネット上での名誉毀損・プライバシー権侵害に関する eDate Advertising 事件及

び Martinez 事件 

 インターネットにおける情報はその公開範囲が原則として世界中に及び，世界中のどこ

からでも当該情報にアクセスすることができること，情報の発信が誰にとっても可能かつ

容易であること，インターネットにおいて公開された情報は原則として永続的に利用可能

となることから，インターネットの性質は伝統的メディアと大きく異なる。そのため，上記

Shevill 判決のアプローチをインターネット上での人格権侵害に転用できるのか否かにつき

議論がなされていたところ，これについて判断を下したのが eDate Advertising 及び

Martinez 判決である。ここでは，まず eDate Advertising 事件及び Martinez 事件の概要

を確認した後，法務官意見及び判決の内容を概観し，判決の分析を行っている。 

 これによって，インターネット上での名誉毀損・プライバシー権侵害における国際裁判管

轄について，欧州司法裁判所が採用する立場が明らかにされた。すなわち，Shevill 判決に

おいて採用されたアプローチを維持し，出版物における頒布を争いの対象たる内容へのア

クセス可能性へと置き換え，アクセス可能性がある全ての構成国の裁判所に，その国におい

て生じた損害のみを審理できる管轄を認めている。他方，インターネットにおいては頒布に

着目することが有用でないこと，各国において生じた損害を算定することが困難であるこ

と，インターネット上での人格権侵害においては損害が深刻であることにも言及し，インタ

ーネット上での人格権侵害には，生じた全ての損害を集中して審理できる管轄を「被害者の

利益の中心」が所在する国の裁判所に認めている。これらのことから，欧州司法裁判所はイ

ンターネットという侵害手段に特殊性を認めており，出版物における場合とは異なる基準

を採用しなければならないと考えていることが示された。 



3．eDate Advertising 及び Martinez 判決以降における，インターネット上での知的財産権侵

害の国際裁判管轄 

 インターネット上でなされた人格権侵害における国際裁判管轄についての欧州司法裁判

所の立場は，上述のようにインターネットの特殊性に着目するものであった。そこで，上述

の eDate Advertising 及び Martinez 判決におけるアプローチの意義及び射程に関する議論

の素材とするため，ここでは同様にインターネット上でなされる不法行為として，インター

ネット上での知的財産権侵害における国際裁判管轄についての欧州司法裁判所の立場を確

認する。 

 ここでは，インターネット上での商標権侵害及び著作権侵害における国際裁判管轄が問

題となった 2 つの判例を取り上げている。欧州司法裁判所はいずれの判決においても，知

的財産権が属地主義に服するために eDate Advertising 及び Martinez 判決のアプローチを

知的財産権侵害に適用することができないとした。結果発生地として管轄を有する裁判所

の審理範囲についても，属地主義の観点から各構成国において生じた損害に限定され，「被

害者の利益の中心」における集中的な管轄は知的財産権侵害に適用されないことが明らか

にされた。しかしながら，属地主義に服する場合には eDate Advertising 及び Martinez 判

決のアプローチが適用できないとする理由は明確でない。そこで，eDate Advertising 及び

Martinez 判決のアプローチを知的財産権侵害に適用できない他の理由について分析すると，

知的財産権侵害に起因する物理的損害が被害者の利益の中心と必ずしも結びつくものでは

ないこと，モザイク理論における処理をすることにより結果発生地として管轄を有する各

裁判所は自国の準拠実質法のみを適用すればよいという状況が生み出されること，人格権

と異なり知的財産権は商業性を有することが指摘されていることが確認された。 

4．EU におけるインターネット上での人格権侵害における国際裁判管轄に関するまとめ 

 第 2 章のまとめとして，欧州司法裁判所の立場について以下のことを確認した。 

 第 1 に，不法行為地管轄においては加害行為地と結果発生地の双方に管轄が認められる

が，各々の結果発生地においては，その構成国において生じた損害に審理範囲が限定されて

いる。第 2 に，インターネットにおける人格権侵害については，インターネットの特殊性を

考慮し，「被害者の利益の中心」に全ての損害について審理判断する管轄を追加的に認めて

いる。なお，出版物における人格権侵害について採用されたモザイク理論も維持している。

第 3 に，この「被害者の利益の中心」基準をインターネット上での知的財産権侵害，とりわ

け著作権侵害にも転用しておらず，当該基準を人格権侵害に特有の基準と考えている。 

 

III. ドイツ国内法における人格権侵害の国際裁判管轄 

 上述の議論は統一的司法空間である EU についてのものであったため，日本の民事訴訟

法におけるような，国内法として定められる国際裁判管轄規則においては異なる考慮がな

されているのではないかと考えられる。そこで第 3 章においては，EU における議論と比較

するために，その構成国の一つであるドイツにおいて，人格権侵害の国際裁判管轄がどのよ



うに取り扱われているかを概観している。 

 以下ではまず，ドイツにおいて不法行為の国際裁判管轄を定める ZPO32 条について確認

し（1．），その後，人格権侵害における国際裁判管轄に関する判例の動向を概観している（2．）。

また，EU におけるのと同様に，インターネットによりなされた他の不法行為と比較するた

め，インターネット上での知的財産権侵害に関する判例も参照した（3．）。 

1．不法行為管轄規則一般 

 ここでは，ドイツの国内法において不法行為事件の管轄を定める ZPO32 条の内容及び趣

旨を確認している。この点において重要であるのは，当該条文の趣旨及び内容が改正ブリュ

ッセル I 規則 7 条 2 号と共通していることである。このことによって，以下において EU 規

則の解釈と ZPO の解釈を比較することに意義があることを確認した。 

2．人格権侵害の国際裁判管轄に関する連邦通常裁判所の判例の動向 

 ここでは，人格権侵害の国際裁判管轄が争われた事案についての，連邦通常裁判所の立場

を概観している。とりわけ，同様の規定である改正ブリュッセル I 規則 7 条 2 号に関する

欧州司法裁判所の立場が eDate Advertising 及び Martinez 判決において示されたことによ

り，連邦通常裁判所の ZPO32 条の解釈に影響が生じることが考えられるため，eDate 

Advertising 及び Martinez 判決以前と以後に分けて判決の立場を分析している。 

 eDate Advertising 及び Martinez 判決以前においては，出版物による人格権侵害に関す

る判決と，インターネット上での人格権侵害に関する複数の判決を紹介した。インターネッ

ト上での人格権侵害に関して連邦通常裁判所の立場は一貫しており，対立する利益の抵触

が内国において生じている場合に，結果発生地として国際裁判管轄が認められるとする。こ

のような見解は連邦通常裁判所が eDate Advertising 事件の先決裁定を申立てた際にブリ

ュッセル I規則 5条 3号の解釈として述べていたものでもあることから，eDate Advertising

及び Martinez 判決以前における連邦通常裁判所の立場としては，ブリュッセル I 規則 5 条

3 号と ZPO32 条の解釈を同一のものと考えていることが明らかとなった。 

 他方，eDate Advertising 及び Martinez 判決以後におけるインターネット上での人格権

侵害に関する判決では，ZPO32 条の解釈において「被害者の利益の中心」基準を明確に否

定しつつ，eDate Advertising 及び Martinez 判決以前と同様の立場を維持している。これ

によって，ブリュッセル I 規則 5 条 3 号の解釈と ZPO32 条の解釈とが分裂したことが示さ

れた。 

 以上の判例の基準を具体的に分析すると，連邦通常裁判所の立場は，単なるアクセス可能

性のみでは管轄を肯定しないものの，相当に緩やかな基準により国際裁判管轄を肯定して

いることが明らかとなった。このような基準を採用する理由として，判例においては他の採

りうる基準を否定するのみであって明確には述べられていないが，学説上は人格権保護や

自国民保護の考慮があったのではないかとの評価がなされている。さらに，連邦通常裁判所

も，出版物による人格権侵害とインターネット上での人格権侵害とを区別していることが

示されている。 



3．インターネット上での知的財産権侵害の国際裁判管轄 

 ここでは，EU におけるのと同様に，インターネット上で侵害される権利が人格権以外の

他の権利，とりわけ知的財産権である場合の取扱いを概観し，人格権侵害における立場と比

較している。インターネット上での商標権侵害及び著作権侵害に関する判例を取り上げた

ところ，前者については人格権侵害における場合と同様に，当事者の利益の抵触が内国に所

在する場合に国際裁判管轄を認めるという立場を採っている。ただし，人格権侵害の場合と

異なり，この「利益の抵触」の判断において，争いの対象たるウェブサイトが内国に向けら

れていることを要するとする余地を残している。他方，後者の著作権侵害については，従来

から当該ウェブサイトが内国において予定通りにアクセスされうるかどうかを基準として

いたが，近時において判例を変更し，ZPO32 条の解釈を欧州司法裁判所のブリュッセル I

規則 5 条 3 号の解釈に合わせている。 

 人格権侵害の際にはウェブサイトが内国に向けられているかどうかという基準によるこ

とが明確に否定されており，その際には人格権侵害が市場との関連性を有しないことが理

由として挙げられていたため，このような差異は知的財産権と人格権の性質上の差異，すな

わち知的財産権の市場関連性に基づくものであるということができる。また，欧州司法裁判

所のブリュッセル I 規則の解釈との適合の有無の観点においては，人格権侵害についてと

りわけ欧州司法裁判所の見解を採りえない理由があると考えられる。 

 

IV. 学説上の議論と分析 

 以上において，インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄について，欧州司法裁判

所及び連邦通常裁判所が採用する見解を概観・分析した。第 4 章はこれらの分析を踏まえ，

学説上の見解も参照しつつ，インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄について採

用すべき基準を検討する。以下では，インターネットという侵害手段の観点（1．），人格権

という侵害される権利の観点（2．），EU における議論を国内法上の議論に転用し得るのか

否かという観点（3．）の 3 つに分けて検討を行った。 

1．インターネットの特殊性と国際裁判管轄 

 ここでは，インターネットという侵害手段に着目し，出版物による人格権侵害と異なる基

準を採用すべきか否かを検討している。 

 まず，出版物による人格権侵害について欧州司法裁判所が採用し，インターネット上での

人格権侵害についても維持しているモザイク理論について，その論拠，実質的根拠としての

フォーラムショッピングの回避の観点，被害者にとっての利点と欠点，その他の批判，イン

ターネット上での侵害におけるモザイク理論の問題点に分けて検討を行った。その結果，モ

ザイク理論の理論的根拠は十分でなく，利点として挙げられるフォーラムショッピングは

結果発生地自体の範囲を限定するほうがより直接的であり，被告の負担や訴訟経済の観点

からも適切でないこと，単一の権利である人格権の行使が分割されることは権利の価値を

低下させ，とりわけ侵害手段がインターネットである場合にはある国において生じた損害



の算定の困難や差止訴訟との関係における問題が生じることから，モザイク理論の採用は

適切ではないと結論付けた。 

 次にインターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄について判例及び学説が提案する

基準をそれぞれ検討した。第 1 に争いの対象たるウェブサイトへのアクセス可能性が認め

られる全ての地に管轄を認めるとする立場があるが，これは原則としてモザイク理論を前

提とするものであるため，モザイク理論を否定すべきとの見解からは採りえないものであ

った。第 2 に被害者の住所地に結果発生地管轄を認めるべきとする立場を取り上げたが，

住所地において人格権が最も強く侵害されるという理由づけは必ずしも正しいものではな

いこと，管轄を定める上で本来保護されるべき被告の立場に対する配慮がないことから，こ

の立場も否定すべきであると述べた。第 3，第 4 の見解として取り上げた，紛争の重心があ

る地を結果発生地とする立場，争いの対象たるウェブサイトが向けられている地を結果発

生地とする立場については，これらの基準が類似性を有することにも言及しつつ，後者の見

解はより厳格に結果発生地を限定するものであるとの分析を行った。 

 最後に，インターネット上での人格権侵害と出版物による人格権侵害とで区別すべきか

について，区別すべきとする立場と区別すべきでないとする立場の理由づけをそれぞれ検

討した。区別すべきとする理由であるインターネットと出版物の性質上の差異に対する反

論が存在することに加えて，とりわけ現在のメディアにおいては同一の記事を印刷版とオ

ンライン版の双方に掲載することが通常であり，損害の算定においてインターネット上の

人格権侵害と出版物による人格権侵害を区別することは非常に困難であることから，同一

の基準により結果発生地を判断すべきであると述べている。 

2．侵害される権利の性質と国際裁判管轄 

 ここでは，侵害される権利の性質の観点から，人格権侵害における国際裁判管轄を定める

基準の内容及び射程を検討している。この検討においては，先の判例の分析において知的財

産権との比較において見いだされた人格権の性質をそれぞれ取り上げている。 

 まず，人格権が単一の権利として世界中において保護されるものであるという観点から

検討を行った。モザイク理論の是非について述べたように，人格権の単一性はモザイク理論

を否定する方向にはたらくものであり，この点において人格権の性質が管轄の判断に影響

を及ぼすようにも思われるが，モザイク理論を否定すべき理由は人格権の単一性に限られ

るものではないため，モザイク理論を否定すべきという管轄上の判断は人格権侵害に特有

のものではないとした。 

 次に，人格権が商業性を有する権利ではないという観点からの検討を行った。ここでは，

不正競争としての誹謗中傷に関する連邦通常裁判所の判決にも言及し，競争上の利益にも

人格権にも関係する事実関係があり得ることを示している。また，法人の人格権について，

知的財産権や競争法から区別される固有の領域が存在するのかどうか争いがあることにも

言及し，人格権にも商業性を伴うものが存在し得ること，純粋に経済性を有しない人格権と

区別するのは困難であることを示した。これらのことを踏まえて，人格権侵害の国際裁判管



轄を定める基準は商業性を伴うか否かにより区別されるべきではなく，この観点から，争い

の対象たるウェブサイトが向けられている地を結果発生地とする見解に賛成する。 

3．EU における議論のドイツにおける妥当性 

 最後に，EU における改正ブリュッセル I 規則 7 条 2 号に関する議論がドイツの ZPO32

条に関してもそのまま妥当すると考えられるのか否かについて検討した。この点において，

まずはブリュッセル I 規則の解釈と ZPO の解釈を並行させる意義について言及した後，な

お ZPO について独自の見解を採用している理由を具体的に検討している。 

 ZPO32 条の解釈について連邦通常裁判所が独自の見解を採用している理由として，まず

審理範囲について，ドイツにおいてモザイク理論が馴染みのないものであることを挙げて

いる。また加害者保護の観点からは，ZPO が適用される場合において電子商取引に関する

EU 指令におけるような加害者に課せられる要求の範囲の限定が存在しないこと，加害者が

先手を打って消極的確認訴訟を提起したとしてもドイツにおける被害者による給付訴訟の

提起は妨げられないことが挙げられている。さらに被害者保護の観点においては，表現の自

由とのバランスにおいて人格権保護を優先するというドイツの傾向，EU 規則の適用下にお

いては被告の普通裁判籍が EU 内に存在することを挙げている。これらのことを踏まえて，

EU における議論をドイツにおいて考慮するのであれば，加害者保護の観点から加害者とド

イツとの密接性をより要求すべきであること，被害者保護の観点から結果発生地を厳格に

限定すべきでないことに留意すべきであることを明らかにした。 

 

V. 日本法の解釈の検討 

 最後に第 5 章においては，以上の検討から日本法の解釈に与えられる示唆を検討してい

る。前提として民事訴訟法の規定について EU 規則及びドイツの ZPO の規定との相違点を

分析した上で（1．），不法行為事件における国際裁判管轄を定める民事訴訟法 3 条の 3 第 8

号の解釈の枠組において，インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄をどのように

解するべきであるかについて検討している（2．）。 

1．民事訴訟法の規定と EU・ドイツとの相違 

 ここでは，不法行為地管轄を定める民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号及び関連する規定の内容

を紹介し，それぞれについて EU 規則及び ZPO の規定と比較検討を行った。民訴法 3 条の

3 第 8 号については，不法行為地，すなわち加害行為地と結果発生地に管轄を認めるという

点において EU 及びドイツの規定と同様であり，趣旨についても類似するものであるが，

被害者保護を不法行為地管轄の趣旨として挙げる点において異なると述べた。また併合管

轄について規定する民訴法 3 条の 6 について，客観的併合を肯定すること自体が EU 及び

ドイツと異なっており，我が国の民訴法は事件を一括して集中的に審理することに積極的

な態度を示していると評価した。ただし，単一の行為から生じる不法行為事件について集中

して審理しようとする態度はドイツの立場と近接しているとも述べた。特別の事情による

訴えの却下に関する民訴法 3 条の 9 については，具体的な事案の状況に基づいた判断であ



り，当事者の予測可能性や法的安定性の観点からは安易にこの規定により却下すべきでは

ないということができるため，類型的一般的に定立し得る基準，すなわち EU 及びドイツ

について議論してきた人格権侵害における国際裁判管轄の判断基準は，特別の事情による

却下において考慮すべきものではないと結論付けた。 

2．民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号の解釈におけるインターネット上での人格権侵害の国際裁判

管轄 

 ここではまず，結果発生地及び予見可能性の解釈についての従来の学説上の議論と，イン

ターネット上の名誉・信用毀損について出された判決の内容を概観している。その後，EU

における議論とドイツにおける議論の背景における相違，それらと日本法との相違を考慮

し，我が国における従来の議論も踏まえて，EU における議論において私見として示した基

準が我が国の民事訴訟法 3 条の 3 第 8 号の解釈において採用し得るかを検討した。 

 この検討においては，まず EU における議論を日本法において考慮する際に留意すべき

点を挙げている。具体的には，ドイツにおいて考慮する場合と同様に，より加害者と我が国

の関連性を要求すべきであること，被害者保護も重視し一括して事件を審理判断できるよ

うにすべきであることに言及した。これらに基づいて検討したところ，私見における基準は，

加害者の予見可能性を十分に考慮するものであり，被害者の観点からも管轄が認められや

すく，妥当なものであると結論付けた。 

 その上で，民訴法 3 条の 3 第 8 号の解釈としてどのように適合させることができるのか

を検討している。これについて，争いの対象たるウェブサイトが予定通りに向けられている

かどうかという要件は予見可能性要件の下で考慮できるものであると述べた。これは予見

可能性要件の意義に基づいて，通常想定されるべき予見可能性を解釈上限定し得るのでは

ないかとの提案である。 

 

VI. おわりに 

 最後に第 6 章では，今後の検討課題を示して本論文を締めくくっている。具体的には，他

の無体財産権の性質の観点から，本論文で検討した基準の射程をそれらの侵害にも及ぼし

得るのか否か，他の事件類型について統一的司法空間における議論と一国内における議論

の相違はどのように影響を及ぼすのか，抵触規則の統一の有無が管轄判断にどのような影

響を及ぼすのか，という点が問題となり得ることに言及している。 




