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申立人：（近藤を含む 4 名）

相手方：株式会社シーテック

証拠保全申立書

名古屋地方裁判所 御中

２０１５年１月２２日

上記申立人ら代理人

弁護士 山田 秀樹 （外 弁護士 9 名）

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

申立ての趣旨

１ 相手方の事業所である名古屋市瑞穂区洲雲町４丁目４５番地所在の株式会社シ

ーテック本店に臨み、相手方の保管する別紙検証物目録記載の議事録等を検証する。

２ 相手方は上記議事録等を検証期日に提示せよ。

申立ての理由

第１ 証明すべき事実

岐阜県警察（大垣警察）が、申立人らに関する情報を違法に収集したこと及び収集

した情報を大垣警察署内において相手方に違法に漏洩したこと

第２ 保全の事由

１ 当事者

(1) 申立人ら

申立人らは、大垣市の住民であり、後記の朝日新聞報道で報じられた、岐阜県警

察（大垣警察）（以下、単に「警察」ということがある。）に違法に個人情報を収集

され、相手方にその情報を漏らされた者である。

(2) 相手方

相手方は、建設業（電気工事、電気通信工事、土木工事ほか）、熱供給事業、再

生可能エネルギー事業設備リース事業他を事業目的とする、中部電力株式会社の子

会社である（疎甲９の１及び２）。相手方は、岐阜県大垣市上石津町と同県関ケ原

町に１６基、最大出力４万８０００キロワットの風力発電施設の建設を計画してい

る（疎甲１の１）。

２ 申立てに至る経緯

(1) 「岐阜県警が個人情報漏洩」との新聞報道（疎甲１の１）
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ア ２０１４年７月２４日付け朝日新聞朝刊（疎甲１の１）は、「岐阜県警が個人情

報漏洩」との見出しで、「岐阜県大垣市での風力発電施設建設をめぐり、同県警大

垣署が事業者の中部電力子会社「シーテック」（名古屋市）に、反対住民の過去の

活動や関係のない市民運動家、法律事務所の実名を挙げ、連携を警戒するよう助言

したうえ、学歴または病歴、年齢など計６人の個人情報を漏らしていた。」と報じ

た。

イ この記事によれば、朝日新聞社は、相手方の風力発電部の地域対応グループが

大垣署警備課長らとの協議内容をまとめた「議事録」を入手した。入手した議事録

は２０１３年８月７日、２０１４年２月４日、同年５月２６日、及び同年６月３０

日の４回分であり、これら議事録の内容も「大垣署とシーテックの主なやりとり」

として別掲されている。そして、これら議事録に基づいて、「一部の反対住民（注

：申立人 MS 及び申立人 MT のこと）を「自然に手を入れる行為に反対する人物」

とし、大垣市在住でダム反対などの運動家・近藤ゆり子さん（６５）（注：申立人

近藤ゆり子のこと）や、同市内の法律事務所「ぎふコラボ」との連携を心配してい

ることを示した。」「大々的な市民運動へ展開すると事業も進まない」「平穏な大垣

市を維持したい」などとして、今後の情報交換を依頼。その際、近藤さんについて

「６０歳過ぎ」「東大中退」などと伝えた。その後も、警備課は「ぎふコラボ」事

務局長（注：申立人 F のこと。実際にはこの報道時点では「元事務局長」である。）

の名前を教え、「病気で、次の行動が取りにくい」（５月２６日付）、「（反対）住民

の一人が、ぎふコラボ後援会役員になった」（２月４日付）と教えていた。」と報じ

ている。

ウ 別掲された「議事録」によれば、申立人らについて、以下のような内容で個人

情報が相手方に漏洩されている。

申立人 MS について

「風力発電に関わらず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物である」

「活発に自然破壊反対や希少動物保護の運動にも参画し、法律事務所の「ぎふ

コラボ」ともつながりを持っている。」

「ぎふコラボの後援会役員になった。風力発電事業に関して相談を行った気配

がある。」

申立人 MT について

「風力発電に関わらず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物である」

「活発に自然破壊反対や希少動物保護の運動にも参画し、法律事務所の「ぎふ

コラボ」ともつながりを持っている。」

「ぎふコラボの事務局長と強くつながって」いる。

申立人近藤について

「自然破壊につながることに敏感に反対する」

「（大垣）市内にいる」

「６０歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、しゃべりも

上手である」

「風力発電事業の反対活動に本腰を入れそうである。反原発、自然破壊禁止の
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メンバーを全国から呼び寄せる（懸念がある）」

申立人 F について

「MT 氏は、ぎふコラボの事務局長と強いつながりをもっている」

「現在、事務局長は病気のため入院中である」

エ また、掲載された議事録によれば、大垣警察は「今後、情報をやりとりするこ

とで、平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする。」とし（2013 年８月７日）、

相手方も「新しい情報が入り次第、連絡する。」として（2014 年６月３０日）、引

き続き情報交換を行うことを相互に確認している。

オ なお、警察と相手方の行った情報交換は、単なる情報のやり取りを超えている

ので、これを「意見交換」あるいは「意見交換会」ということがある。

(2) 相手方は警察との情報交換を行い、議事録を作成したことを認めていること

朝日新聞の記事（疎甲１の１）によれば、相手方の加藤広・地域対応グループ長は

議事録の存在を認め、警察情報について「いろんなことを知っていた方が良い」と答

えた。

また、同日の朝日新聞夕刊（疎甲１の３）では、相手方の秘書・広報担当課小川十

永課長は、大垣署から得た反対派住民らの個人情報を記した「議事録」を作成してい

たことを正式に認めたとのことである。

なお、相手方の回答からすれば、朝日新聞社が入手した 4 回分の議事録以外にも、

別の日時の議事録が存在している可能性がある。

(3) 申立人らによる抗議・要求とこれに対する警察及び相手方の対応

ア 警察

(ｱ) 岐阜県警察本部宛抗議・要求

申立人らは、２０１４年７月３１日、岐阜県警察本部長宛「抗議・要求書」を提

出した。（疎甲２の１）

「抗議・要求書」において、「今回明るみに出た岐阜県警（大垣警察署）の行為

は、・・・日本国憲法下の警察が断じて行ってはならない行為です。」と指摘した。

そして、以下の５点について、８月３１日までに回答するよう求めた。

①上石津町に計画されているシーテックの風力発電事業に反対している上鍜治屋

地区住民の活動への監視・敵視・干渉を即刻やめること。シーテックとの「意見

交換」は、今後一切行わないこと。

②今回報道された件に関する事実解明を徹底的に行い、当事者に全面的に公開す

ること。

③原因を究明し、類似事案の存否を調査し、再発防止の施策を明らかにすること。

④市民監視と市民運動敵視を即刻やめること。私企業に個人情報を提供すること

を即刻やめること。

⑤岐阜県警察本部長は、私たちに謝罪をすること。

ところが、８月３１日を過ぎても何ら回答はなされなかった。

その後、同年１０月２日の岐阜県議会本会議で、大須賀志津香議員が岐阜県警本

部長に対して「情報を漏らした事実はあったのか」などと質問したところ、「いず

れの質問も答えを差し控える」などと答えた。この対応については、後日、県議会
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の洞口博議長から「誠意を感じられない」「答弁に配慮してほしい」と注意を受け

たとの報道がなされた（疎甲７）。

そうしたところ、申立人らの岐阜県警察本部長宛「抗議・要求書」に対し、同年

１１月１９日付けで、県警本部長から「回答」が送付されてきた。それによれば、

「岐阜県警察として、本件に係る事実関係を慎重に確認したところ、大垣警察署員

の行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行って

いる警察業務の一貫であると判断しました。以上をもって回答といたします。」と、

木で鼻をくくったようなものであった。（疎甲２の２）

(ｲ) 岐阜県公安委員会委員長宛て苦情申立て

申立人らは、前記の岐阜県警察本部への抗議と同日、岐阜県公安委員会委員長に

対しても同様の「抗議・要求書」を提出したが（疎甲３の１）、同公安委員会から

「この形式では回答が難しい、警察法７９条に基づく苦情申出であれば何か対処で

きるかもしれない。」とのことであった。そこで申立人らは、２０１４年１１月１

０日付けで苦情を申し立てた（疎甲３の２）。

申立書では、

①岐阜県警（大垣警察）が、各申立人に関し、どのような情報を収集したのか、

あるいは、収集した情報のうちどのような情報をシーテック社やそれ以外の民間

企業等に対して開示したのかを調査の上、回答すること

②市民活動に対する情報収集活動、私企業に対する市民の情報を提供していた警

察職員を明らかにした上、当該職員に対する処分結果についても開示し、公安委

員会として誠意ある処理結果を示すこと

を、それぞれ求めた。

これに対し、同年１２月５日付けで、岐阜県公安委員会から回答がなされた。（疎

甲３の３）

その回答は、「岐阜県警察本部長の調査結果に基づき岐阜県公安委員会で検討し

た結果、大垣警察署員が㈱シーテック担当者と会っていたことは確認されましたが、

これは、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で、通常行っている警察業

務の一環であると判断いたしました。なお、報道において名前を挙げられたとされ

る方々から岐阜県警察本部長宛に提出された文書に対しても、既に、同様の趣旨の

回答がなされているものと承知しております。」というものであり、大垣警察署員

が相手方の担当者と会ったことを認めた上で、それは警察の通常業務の一環である

旨、いわば開き直ったものであった。

(ｳ) 個人情報開示請求

申立人らは、それぞれ、岐阜県警察本部長に対し、申立人らに関する保有個人情

報の開示請求を行った。

これに対し、岐阜県警本部長は、非開示決定（存否応答拒否）を行ったところ、

その非開示決定通知書によれば「開示請求のあった保有個人情報の有無に関する情

報は、これを開示することにより、警察が特定の個人に係る情報を収集しているか

否かが明らかとなり、警察の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあるため、岐阜

県個人情報保護条例第１４条第５号に該当し、かつ、本件開示請求に係る保有個人
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情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるため、

当該保有個人情報の存否自体を回答できない。」というものであった（疎甲４の２）。

そこで申立人らは、同年１０月、岐阜県公安委員会委員長に対し、岐阜県警本部

長の非開示決定を取り消して保有個人情報の開示を求める旨の不服審査請求を行っ

たところ（疎甲４の３）、同公安委員会は同年１１月７日付けで岐阜県個人情報保

護審査会に回付した上で（疎甲４の４）、同年１２月１２日付けで、同審査会長に

対し、「非開示決定理由説明書」を提出した（疎甲４の５）。

それによると、申立人らが開示を求めている個人情報は、「特定の個人が警察の

情報収集活動の対象とされているか否かに関する情報が含まれているほか、警察の

情報収集活動の着眼点や手法等に関する情報が記載されていることとなる。」（疎甲

４の５、５(1)イ２段落目）とし、「特定の個人が警察の情報収集活動の対象とされ

ているか否かは、警察の情報収集活動の対象（又は方針、関心事項）等に関する情

報であり、これが明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当

の理由がある情報と認められることから、条例第１４条第５号に該当すると判断し

た」（同５(2)３段落目）としている。さらに、「特定の個人に対する警察の情報収

集活動に係る保有個人情報について開示請求が行われた場合は、当該保有個人情報

の存否を答えるだけで、特定の個人が警察の情報収集活動の対象とされているか否

かという事実が判明し、警察の情報収集活動の対象（又は方針、関心事項）等が明

らかとなるため、条例第１４条第５号に規定する犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することとなる。」（同

５(3)２段落目）としている。

すなわち、申立人らの個人情報を収集しているか否か、収集した個人情報が存在

するか否かを明らかにすることは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあるから開示しないのは当然であるとして、警察が

どのような情報収集を行うか否かについては、およそ開示の対象にはなり得ないと

いうことである。これは、警察は何をしてもいいという回答といえる。

イ 相手方

(ｱ) 抗議・要求書の送付

申立人らは、２０１４年８月４日、相手方に対し、抗議を行った（疎甲５）。し

かるに相手方からは、これに対する回答は何もなされていない。

(ｲ)個人情報開示請求

申立人近藤は、同月５日、相手方本社に赴き、相手方が保有している同申立人の

個人情報の開示を請求した。（疎甲１２）

しかるに、同月１９日、相手方から届いた回答書には「調査の結果、ご本人に関

する保有個人データが存在しない場合」の欄にチェックが付されて、開示はできな

いとあった（疎甲６）。

相手方は、個人情報開示請求手続きを形式的には設けているものの、申立人近藤

に関する個人情報を有しているにもかかわらず、虚偽の回答をしているか、または

個人情報についてデータベース化されておらず、制度としては形骸化しているもの
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と考えられる。

(4) 小括

警察は、申立人らに関する情報の収集と収集した情報の相手方への漏洩を認めて

いる。

その上で、そのいずれもが「通常行っている警察業務の一環」であると主張して

いる。

相手方は、新聞報道では警察との意見交換の議事録を作成した旨認めたにもかか

わらず、申立人近藤について保有する個人情報を開示しない。

３ 警察及び相手方の責任

(1) 権利侵害ないし違法性

ア プライバシー権の侵害

新聞報道によって明らかになった、大垣警察が相手方に漏洩した内容は、前記の

とおりである。

これらは、申立人らの学歴、市民運動歴ないし環境運動歴、誰とあるいはどのよ

うな法律事務所とつながりがあるかといったものであり、思想信条の自由や表現の

自由に関わる極めて重要な個人のプライバシーに関わることである。また、健康状

態についても同様に、重要な個人のプライバシーに関わることである。

申立人らは、警察がこのような情報を収集していることについて全く知らなかっ

た。すなわち、警察は、申立人らの同意を得ることなく密かにこれらの情報を収集

したのである。同意を得ない情報収集は、もとより違法である。

イ 自己の情報をコントロールする権利の侵害

警察は、申立人らに関して収集した情報を、申立人らの同意を得ることなく、か

つ、申立人らに対し一方的な評価を加えた上で、私企業である相手方に漏洩した。

しかも、申立人らが風力発電施設建設に反対することで、相手方の事業に支障と

なるおそれがあるとか、大垣市が平穏でなくなるなどとしている。前述の岐阜県警

察本部や岐阜軒公安委員会の情報非開示の理由を見れば、申立人らの行為を犯罪視

し、申立人らについて情報を収集し相手方らと情報交換するのは公共の安全と秩序

維持のために必要であるとさえ述べているに等しい。

これは、申立人らの情報を勝手に警察に収集され、かつ収集された情報を一方的

な評価を加えた上で私企業に漏洩するものであり、申立人らが有する自己の情報を

コントロールする権利を侵害するものである。

ウ したがって、警察が、申立人らの情報を収集したこと、これを相手方に漏えい

したことは、いずれも違法である。

(2) 責任原因

以上のように、申立人らの情報を違法に収集し、漏洩した警察（岐阜県）は国家

賠償法１条により、相手方は「いろんなことを知っていた方が良い」などとして、

申立人らの情報について違法な提供を受けるため意見交換の場に参加しているので

あり、民法７０９条、７１９条により、損害賠償義務を負う。

なお、意見交換をした警察職員の申立人らに関する情報漏洩行為は、地方公務員

法６０条２号、同３４条 1 項、刑法６０条に違反する行為であるため、２０１４年
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１１月３０日付けで、岐阜地方検察庁宛てに告発をし（疎甲８の１）、検察庁はこ

れを受理した（疎甲８の２）。

４ 保全の必要性

(1) 訴訟提起の準備

上記のように個人情報を違法に収集され、違法に漏洩された申立人らは、上記権

利を侵害され、多大な精神的苦痛を被った。

そこで、現在、岐阜県及び相手方に対し、国家賠償法１条及び民法７０９条・７１

９条に基づく損害賠償請求訴訟の提起を準備している。

(2) 議事録等の必要性

上記訴訟においては、相手方及び警察並びに岐阜県公安委員会が申立人らに関す

る保有個人情報を開示せず、かつ、その存在の有無さえ明らかにしようとしない状

況において、前記のように報道され、かつその存在も確認されている議事録そのも

のが、重要かつ必要不可欠な証拠となることは明らかである。

また、この議事録には、当然ながら、報道された内容以外の事実が記載されてい

る可能性が高い。

(3) 警察の対応

警察は、申立人らの個人情報開示請求に対して存在の有無さえ回答を拒み（申立

人 F につき甲４の２）、抗議・要求に対して何ら申立人らについて収集・漏洩した

情報を開示せず（疎甲２の２）、警察を監視すべき公安委員会も同様に、情報を開

示しない（疎甲３の３）

このような対応からすると、警察より、申立人らの求めている証明すべき事実に

関する情報の開示を受けることは期待できない。

(4) 相手方が隠蔽又は改竄するおそれ

ア 相手方は、前記のように、本件の各議事録が存在していることを明確に認めて

いる。その内容は、前記のとおり、申立人らに関する個人情報が記載されている。

しかるに相手方は、申立人近藤が行った保有個人情報開示請求に対し、「存在し

ない」との回答を行っている。

また、２０１４年７月２４日の朝日新聞夕刊（疎甲１の３）では、相手方の秘書

・広報担当課長は、「通常の情報収集活動で、いろいろな話を警察から聞く。法令

違反をしているとの認識は社としてない。」と述べ、警察から情報を得ることは当

然のことであり違法なことはしていないとの認識であったところ、大きく報道され

て批判されるや、「議事録が外部に出たことについて社内で調査を進めている」と

話し、議事録の外部流出を社内で問題としているのである。

すなわち、相手方は、前記朝日新聞の報道以後、議事録の存在が表沙汰になった

ことを問題視し、かつ申立人らの個人情報は保有していないなどとしているのであ

り、相手方が議事録を廃棄ないし改竄するおそれが高い。

イ また、そもそも相手方が保有する議事録は、大垣警察の求めによって行われた

情報交換の内容を記したものである。そして、警察は、前記のとおり、申立人らの

人となりや活動を犯罪視し、申立人らが中心となって市民運動に発展すれば平穏な

大垣市を維持できなくなるし、相手方の事業推進にも支障をきたすとしている。そ
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して、申立人らの求めた警察の保有する個人情報については、公共の安全と秩序維

持のために開示しないし、その存否すら同様の理由で明らかにしないとしている。

また、前記の議事録報道にもあるように、警察と相手方は報道された４回の情報交

換以後も、引き続き情報交換を行っていることは容易に推測される。

したがって、相手方としては、岐阜県警察ないし大垣警察から、議事録の廃棄な

いし改竄を求められ、それに応ずる可能性がある。

第３ 結論

よって、訴訟提起の先立って、証拠を保全する必要があるので、本申立てに及んだ

次第である。

疎明方法

別紙証拠説明書に記載のとおり。

付属書類

（略）

当事者目録

（略）

検証物目録

相手方が大垣市及び関ヶ原町で計画している風力発電事業に関して岐阜県警察（大

垣警察）と相手方との間で行われた情報交換に関連して作成された相手方保管にかか

る下記議事録等の記録

１ 議事録

２ 意見交換会において作成されたメモ及び録音されたデータ

３ 意見交換会で配布された資料

４ その他意見交換会に関して作成された一切の資料及び電磁的記録


