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要旨 

 米国で 2006年に改正されたアメリカ連邦民事訴訟規則（FRCP）に規定される Eディスカバリーは、

製造物責任訴訟や知財訴訟などで実施されることが多い。本稿では、E ディスカバリーが実施され

た判例の分析をもとに、企業内部で発生するワークフローおよび E ディスカバリー対応のために企

業が日々行うべき管理について検討した。ディスカバリー違反による厳格な罰則を避けるためには、

訴訟ホールド以降の証拠の廃棄など、悪意によって証拠を破棄／改竄したと判断されないようにし

なければならない。米国企業とビジネスをしている多くの日本企業にとって、電子文書管理の在り

方が重要な課題となってきている。 

 

Summery 

The electronic discovery defined by the Federal Rules of Civil Procedure revised in 2006 

is mainly carried out in the lawsuits that the points at issues are product liability or 

intelligent property infringements. Based on the analysis of relevant cases which 

implemented e-discovery, this paper shows the companies work flow and daily 

operations for preparation on the e-discovery process. In order to avoid court-imposed 

penalties for breaching e-discovery rules, enterprises should not make willful 

deletions/alterations on digital data such as disposition of evidence after litigation hold. 

For many Japanese companies which have business relations with US companies, 

management of digital documents becomes one of the important topics.. 
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1. 研究背景 

アメリカ連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure）（以下、「FRCP」とする）で規

定される E ディスカバリー制度においては、訴訟当事者である企業が、自社の主張を立証するた

め、裁判所に対して必要な電子情報を手続きに則って開示しなければならない1。この手続きは、

特許訴訟など知的財産関連訴訟、独占禁止法や海外腐敗行為防止法などで要求されることが多

い。 

米国での訴訟において課される独占禁止法の課徴金や特許訴訟の賠償金は高額2であり、対

応にあたっての担当者の労力は多大なものである。E ディスカバリーに要する費用の負担も大変

重く、訴訟1件あたりの平均的費用が約62万ドルから300万ドルにも及ぶとした調査結果もある3。

また、規則違反とみなされれば、訴訟の結果を左右し得る、厳しい罰則が課されることもあり、日本

企業の場合も例外とはされない。製造業など中心に、日本企業にも E ディスカバリーの当事者とな

る可能性はある。平時から、訴訟に対する適切な備えが必要である。 

 

2. E ディスカバリーとは 

2.1 E ディスカバリー登場の経緯 

E ディスカバリーは、電子情報のディスカバリーをいい、電子的証拠開示とも訳される。前提とな

っているディスカバリー制度は、1938年に FRCPの制定以降実施されており、訴訟の当事者が互

いに必要な情報を開示しあう仕組みである。米国と類似の法制度を採る英国と比較しても、非常に

特徴的な制度である。 

1990 年代におけるオフィスの IT 化とインターネットの普及により、企業の作成する文書の大半

が電子情報となった4。当初は、紙媒体を念頭に置いた既存のルールを解釈して対応していたが、

情報量の急激な増加、情報が削除または改変されるリスクの大きさ、フォーマットの多様さなどに対

して従来の規則のままで対応することが難しくなった。 

決定的な分岐点となったのが、第 4 章で取り上げる「Zubulake（ズブレイク）判決5」である。以前

                                                   
1 日本の民事訴訟では、証拠は各当事者が自ら収集し、裁判所に提出することが原則である。訴訟の

相手方や、第三者から証拠が入手できるのは、裁判所が文書提出命令（民事訴訟法 220条、特許法

105条）を認めた場合等に限定される。文書提出命令が認められる場合も、その対象は具体的に特定

され、訴訟の相手方から網羅的に情報が入手できるわけではない。 
2懲罰的賠償制度(punitive damages)、クラス・アクション(class action)、陪審制度(jury system)の存

在が影響している。 
3 米国司法改革評議機関民事司法改革グループが行った「主要企業の訴訟コスト調査」より。 
4 2012年現在、米国では、オフィスに存在する情報の 93％が電子データだとされている。（Pierce, 

2012） 
5 この判決は、E ディスカバリーが確立されていなかった 2003〜2005 年当時に、雇用差別をテーマに

争われ、米国内外の多くのEディスカバリー関連文献で引用される著名な判決である。判事により、5つ

の判決（Zubulake I‐V）の中で、(1) どのような電子情報が、ディスカバリーの対象となるのかを明確に

し、(2) 電子情報を回復し提出する費用の当事者間での負担方法を整理し、(3) 要求された電子情報

の提出義務違反に制裁を課す場合の基準が確立された。 
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から、電子情報もディスカバリーの対象となり得るものではあったが6、この判決を契機として、2006

年 12 月に FRCP が改正7され、電子メール、インスタントメッセージのチャット記録、Microsoft 

Office 文書、会計データ、CAD／CAM ファイル、Web サイトなど、「電子的に保存された情報

（Electronically Stored Information: ESI）」がディスカバリー対象となることが明示された。 

 

2.2 E ディスカバリーにおける罰則 

 FRCPには罰則に関する定めがあるものの、実際には、制裁を科すか否か、科すとしてその具体

的な内容の決定においては、裁判所が大きな裁量権を持っている8。開示に不備があった場合に

は、罰金や相手側の訴訟費用の負担がペナルティーとして課され、その他、証拠・証人の制限や

不利な事実の推定、悪質な場合には懈怠判決が下る可能性もある9。基本的には、意図的で悪質

な場合に、“spoliation”(証拠隠滅、文書偽造）と判断されるのだが、自社の情報システムに対する

理解不足から、裁判所や訴訟相手からの質問に対して、心ならずも、虚偽の説明をしてしまったり、

適切な文書の検索・保全ができていなかったりする場合であっても、制裁を受ける恐れがある10。 

① 金銭的な懲罰 (Monetary Sanctions) 

罰金、E ディスカバリーに関する弁護士費用の負担、懲罰賠償などの形を取り、金額は様々で

ある。 

② 証拠・証人の制限 (Evidentiary and Testimony Limitations） 

当該当事者の主張をサポートするための証拠や証人の採用について、制限が課される。 

③ 不利な事実の推定 (Adverse Inference Instruction) 

裁判所が、当該当事者に不利な事実を推定する。陪審審理の場合には、裁判官が、推定が

可能である旨を陪審員に説示する11。 

④ 却下または懈怠判決 (Dismissal or Default Judgment) 

相手方の全部または一部の主張をそのまま認める判決が下される。 

⑤上記の複数または全て 

 

                                                   
6 米国では、遅くとも 1970 年の FRCP34条の定めにより、コンピュータの記録を証拠として取り扱うこと

が法律上認められた。 
7 改正された Eディスカバリーに関する主な規則は、以下の通りである。電子保存情報に関する当事者

間の初期協議(規則 26条(f))、合理的にアクセスできない(not reasonably accessible)電子保存情報

のリカバリー（規則26条(b)(2)(B)）、情報提供後の非開示特権及び保護請求手続き（規則26条(b)(5)）、

電子情報に関する質問状(Interrogation)及び提出要求（規則 33条(d)）、電子情報の提出形式(規則

34条)、善意の電子情報紛失に対する制裁条項の適用条項（規則 37 条(f)）。 
8 Insurance Corp. of Ireland, Ltd. v. Compagnie des Bauxites de Guinee, 456 U.S 694, 707 

(1982) 
9 Paul and Nearon (2006) pp. 46-50 
10 2006年法改正により、FRCP規則 37(f)に、「例外的な状況を除き、裁判所は、日常(routine)

の、善意のシステム運用(good faith operation)の結果、電子的に保存された情報が失われ、提

出が出来なくなった当事者に関しては、制裁を科してはならない。」としてセーフ・ハーバー(safe 

harbor rule)が規定されたが、必ずしもその定義は明確ではない。 
11 評決にあたって、どの制度説示を考慮するかは、陪審員の裁量に任されている。 
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3. E ディスカバリーに関する社内ワークフロー 

 Eディスカバリーレファレンスモデル（図 1）によれば、各フェーズにおいて、訴訟当事者に必要な

実務的作業は以下の通りである12。 

3.1 情報管理 (Information management) 

開示の可能性が発生した際の情報管理の工程である。広義には、常日頃の情報管理業務も含

まれる。 

情報管理の核となるのが、電子情報も対象となる適切な文書管理規定(document retention 

policy)の運用である。ディスカバリーでは、電子文書を含む全社内文書の保管と破棄に関する明

確なルールを構築し、文書管理規定として整備することが求められる。既にこうした社内規定を整

備している企業においても、現行規則と運用実態を把握、整合性を比較し、必要に応じて改訂す

べきである。 

各工程には多くの時間とマンパワーを要するため、弁護士事務所等の「訴訟サポート(litigation 

support)」と呼ばれる部門や監査法人、IT ベンダーの提供するデジタル・フォレンジック部門に大

半のプロセスを外注している企業も多い。 

訴訟の可能性が生じた場合は、早期に社内外の弁護士と相談し、E ディスカバリーの計画を立

案、実行する必要がある。本稿では紙面を割くことが出来ないが、弁護士事務所との円滑な連携、

高額な弁護士費用の管理も課題となる13。また、知的財産部門や法務部門だけでなく、社内の IT

担当部門などの役割が重要となる。対応チームを中心に、E ディスカバリーに係るリスクマネジメン

ト研修・啓発を行い、E ディスカバリーの不備によって敗訴となるリスクや刑事責任を問われるリスク

がある点に関して、社内の意識を高めておくことも必要である。 

 

3.2 識別 (Identification) 

訴訟に関連する情報の所在（例：ハードドライブ/サーバ数、ネットワーク構成、PDA、データ所

有者(custodian) ）を把握し、収集データ量を見積もる。職務分掌(job description)が明確な米

国企業と異なり、日本企業にとっては、データの所有者を把握するのは困難を伴う場合もある。 

Zubulake 判決では、電子情報は、保管形態により表 1 の 5 つに分類され、上位三項目は「合

理的に入手可能(reasonably accessible)」な情報源として、要求された側に提出義務があるとし

たが、残る二つは、「合理的に入手不可能(not reasonably accessible)」とされ、要求した側にも

一部費用負担が必要とされた。FRCP26 条(b)(2)(B)は、「一定の要件に基づく場合、当事者には、

不当な負担または費用のため合理的にアクセスできないと自ら考えるソースにある電子的に保存さ

れた情報のディスカバリーを提供する必要はない」としており、訴訟に関与する企業の過大な負担

                                                   
12 例えば Billard (2009)のモデルでは、Eディスカバリーレファレンスモデルに、情報漏洩防止のため

の削除(cleaning)工程が追加されており、かつ、各プロセスの結果により追加作業が生まれ、前工程を

反復するケースを想定している。研究者や企業によって若干異なったモデルを提示している。 
13 ディスカバリーに関する知識や米国の専門家とのネットワークの希薄さなどから、専門家の言いなり

に米国企業に対する報酬よりも割高な報酬を支払っている日本企業の米国現地法人も多いとされる。 
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を緩和しているが、訴訟によっては非常に広範囲が提出対象に含まれる14可能性もあるため、争

点よりも広範なデータを収集し、訴訟の進行に伴い、論点が狭まっていくにつれて作業対象を狭め

ていく方が、制裁を受けるリスクが低い。 

 

3.3 保全 (Preservation) および収集 (Collection) 

訴訟に関係するデータの改変や削除を行わないよう、E メールや社内文書等の書面15でアナウ

ンス（「訴訟ホールド」(litigation holds)）を行う。対象資料、文書等の所在、質問等の連絡先、管

理者の部下への配布責任16等の項目について、法務部長等、しかるべき立場の人間から通知する。

適切な保全措置を実施しないと、証拠隠滅を理由に懲罰対象となることがあるため、注意が必要で

ある。訴訟が「合理的に予測可能な時点」に通知を実施すると規定され、固定的な訴訟ホールド開

始時期が定まっていないため、柔軟に対応する必要がある。 

各企業は、自社の文書管理規則の文中で、日常業務における文書破棄を中止することなどを

義務付けておかなくてはならない。訴訟ホールド発動後は、文書管理規定の運用を平常時の内容

と変更し、通常のサイクルで行っているデータ破棄やバックアップテープのリサイクル（上書き）など

を中止し、あらゆる関連データを保全する必要がある。訴訟ホールドを実現するためには、システ

ム面での対応も必要になるため、IT担当と法務担当の間で意思疎通を図ることが求められる。 

通常は、「その文書が訴訟に関連する証拠になると気づく時点」、すなわち訴訟の提起を起点と

考える。しかし、将来に起こり得る訴訟においてその証拠が関連する可能性に気付くべきと認めら

れれば、訴訟が起こる以前でも訴訟ホールドを発動しなくてはならない17。 

早期に発動すると業務への支障が広がるが、訴訟関連の制裁リスクを回避でき、後述するワー

ク・プロダクトの保護の可能性は増大する。一方、遅く発動すると業務への支障は少ないが、証拠

破棄による制裁リスクが高まり、ワーク・プロダクト保護の可能性は減少する。 訴訟ホールドの発動

日時は、企業の訴訟戦略上の課題である。 

  また、保全・収集に関して、専門業者の協力を得る場合がある。フォレンジックコピーといって、

コンピュータのハードディスクを完全にコピーし、保管するなどのサービスを受けることが出来る。デ

ータ保全チームによりデータが収集される際には、主にハッシュ値18などを用い、証拠の破損・汚

                                                   
14 Positive Software Solutions v. New Century Mortgage Corp. 259 F. Supp. 2d 561 (N.D. 

Tex. 2003) 
15 Pension Committee of the Univ. of Montreal Pension Plan v. Bank of America. Secs.,LLC, 

685 F. Supp. 2d 456, 463 (S.D.N.Y. 2010) 
16 訴訟ホールド通知が少人数にしか通知されず、少なくとも 4つの支社の従業員が古い営業資料を廃

棄してしまったため、プルデンシャル生命が裁判所から 100 万ドルの金銭的制裁を課された事例がある。

（In re Prudential Sales 169 F.R.D. 598, 1997 U.S. Dist. LEXIS 80 (D.N.J.1997)） 
17 具体的には、(1)訴訟の召喚状、従業員の申し立て、相手方訴訟代理人からの証拠保全調整書な

どを受領した時点、(2)訴訟準備のために外部弁護士を雇用した時点、(3)過去の訴訟や申立て、事故

の発生などに基づく一般的な認識を得た時点、が訴訟ホールドを発動すべき段階に相当する。 
18 ハッシュ値(hash value)とは、元のデータから一定の計算手順により求められた、そのデータの特徴

を表す固定長の擬似乱数。その性質から暗号や認証、データ構造などに応用されている。値は元のデ

ータの長さによらず関数毎に一定の大きさとなっており、同じデータからは必ず同じハッシュ値が得られ
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染を防ぎ、「チェーン・オブ・カストディ(Chain of Custody)19：保管の継続性」を担保しなくてはなら

ない。 

最近では、E ディスカバリー対応目的ではなくとも、不正の抑止やコンプライアンス、内部統制環

境の整備等のため、何らかの形でログの取得・保管や PC操作・メールのモニタリングを行っている

企業が多い。ただし、米国の訴訟では原本性の確保が重要となるため、充分なデータ取得のうえ、

非改竄性を担保する手段も必要となる。デジタルデータは揮発性が極めて高く、例えば、PC を起

動させただけで、記録されたデータが改変され、証拠価値が失われてしまう。そのため、データの

証拠価値を保全しながら E ディスカバリーを行うためには、専用の技術やツールが必要となること

が多い。 

 

3.4 処理 (Processing)およびレビュー (Review) 

 全プロセスで分析したデータをキーワード検索などで必要な情報に絞り込み(ESI の抽出)、関連

する文書にタグ付けを行う。 

E ディスカバリーでは、電子データを検索できる状態で開示する必要がある。クラウド型メールサ

ービスの普及もあり、法人向けメールアカウントは、個人向け以上のペースで増加し続けている。企

業の典型的なメール利用者は、毎日 100 通以上のメールを送受信20しており、大容量の添付ファ

イルも数多く保有されていることが多い。圧縮ファイルなどでは、そのまま検索をかけることができな

いため解凍する。添付または圧縮ファイルの抽出には、専用ソフトウェアを使用するが、データ量

が多い場合、解析装置を複数台使用して数時間かかる場合もある。 

そして、インデックスを作成し、提出対象となる ESIの整理を行う。暗号化された文書の復号化、文

書の復元、冗長部の削除なども行われる。オンライン上に適切なアクセス権限を付与のうえ、それ

ら ESI データを格納し、レビューを行う。弁護士や法務部など法的知識を持ったレビュアーが閲覧

確認し、証拠性の有無による取捨・選定を行う。レビュー工程では、目視確認が必要となるため、E

ディスカバリーにおいて最も人件費のかかる作業であることが指摘されている。単にデータを保存

しておくだけでなく、必要な情報のみを迅速に抽出する技術・ノウハウが重要になってきており、近

年、予測コード付（Predictive Coding）などの技術進歩が見られる分野でもある。 

 

3.5 分析 (Analysis) 

それまでの工程に対する法的問題の有無、検索の内容への不備有無等、弁護士が詳細な検証

を行い、最終的な開示物を決定する。このフェーズ以降は、主に弁護士がイニシアチブをとる。分

析結果によっては、追加的な検索が必要になったり、弁護士がレビュー基準を変更して再レビュー

                                                                                                                                                     

る一方、少しでもデータが異なるとまったく異なるハッシュ値が得られる。また、ハッシュ値から元のデー

タを復元することや、同じハッシュ値を持つ別のデータを生成することは極めて困難である。 
19物品の流通においてその過程を保証する概念である。例えば、証拠となるハードディスクを法廷に提

出したとしても、現場からの輸送の間に別の者に入れ替わった可能性は否定できない。証拠として提出

するデータの改ざんが行われた可能性もある。 
20 The Radicati Group (2011)より。 
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を実施することがある。また、新たなデータの保全・収集を行うこともある。 

E ディスカバリー手続きのなかで、最も重要な作業の一つが、開示対象から除外されるべき情報

を選別し、その情報の一覧表(privilege log)を作成して相手方に提出することである。E ディスカ

バリーは、弁護士―依頼者間の交信21などに認められる秘匿特権（privilege）やワーク・プロダクト

法理(work product doctrine) 22によって制限される。開示対象から除外することによって、訴訟

戦略や、弁護士との相談内容に含まれる自社にとって不利な情報などの漏洩を防ぐことができる。 

秘匿特権の主張は公判でもできるが、一般的に、ディスカバリー段階で行われる。この権利は、

企業秘密やプライバシー情報の保護などを目的に認められている。 

電子書類には、日頃から「PRIVILEGED & CONFIDENTIAL」や「ATTORNEY-CLIENT 

PRIVILEGED COMMUNICATION」などと機密表記し、社外に開示してはならない機微な情

報を含むことを社内に注意喚起するよう、心掛けることが大切である。 

 

3.6 作成 (Production) 

レビュー・分析工程を経て開示すべきデータと判断されたものを要求された開示フォーマットに

整える工程である。ディスカバリー計画会議で合意に至ったフォーマット23で提出への準備が進め

られる。 

 

3.7 提出 (Presentation) 

証拠となるデータの開示を行い、公判を迎える。開示対象としなかった文書の説明文書

（privilege log）、追加の証拠開示が求められた際の追加的データ作成、実施作業に対しての証

言が必要になった際の準備を行う。 

通常保管されている Word、Excel などの形式（ネイティブ・ファイル）で提出すべきか、その他の

形式（PDF、TIFF など）に変換すべきか。メタデータの取り扱いは、など、形式を検討しなくてはな

らない。提出する書類の量が限られていた時代には、電子データでも印刷して提出することが一般

的だったが、そのためには相当の収納面積が要求され、かつ印刷物の大半が無関係と判断される

場合もある。データ抽出の効率やメタデータの存在を考えても、最近では、訴訟用データベース24

を使って抽出したデータを電子媒体のまま提出する事例が多くなっている。これらの点を踏まえて、

                                                   
21 弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められるには、(1)弁護士と依頼者間のコミュニケーションであり、

(2)法的サービスに関連した、(3)秘密裏のもので、(4)犯罪または不正行為を目的としたものでなく、(5)

放棄されていないこと、が必要である。 
22訴訟の当事者またはその代理人・補助者（弁護士、コンサルタント、保険会社等）が訴訟の準備のた

めに作成した文書等をディスカバリーの対象から除外する制度である。訴訟準備のために作成する文

書等には、戦術や、自らの主張の弱点等、相手に知られたくない内容が含まれる。この法理は、連邦最

高裁判決（Hickman v. Taylor, 329 U.S 495, 510-11 (1947)）が判示した内容を反映して、FRCP26

条(b)(3)に明文化されている。秘匿特権とワーク・プロダクトの双方を主張できる場合には、双方を主張

した方が開示を拒める可能性が高まる。 
23一般的には、Concordance 準拠の TIFF+DAT 形式や、Native+XML、PDF などとされる。 
24 Summation や Concordance などの弁護士レビュー用ツールが使用されている。 
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ディスカバリー計画会議の際に、現実的なフォーマットで提出できるよう相手方と交渉を進める必

要がある。 

 

4. E ディスカバリー関連訴訟のケーススタディー 

Eディスカバリーの規則違反に対し、制裁が課された主要な裁判例（表2）を分析した。このうち、

本稿では、アップルとサムスンの特許訴訟事例を詳しく見てみよう。 

4.1 アップル対サムスン事件の例 

スマートフォンの特許に関するアップルとサムスンの一連の訴訟は、世界各国で展開され、大き

な注目を集める戦いとなっている。米国で争われたアップルの特許/意匠特許侵害訴訟において、

2012年 7月に下された裁判所命令25は、Eディスカバリー違反に下される制裁の典型的な内容で

ある。 

サムスンが訴訟に関連する電子メールの多くを意図的に廃棄したとし、証拠保全義務違反への

制裁を求めるアップルの申立てを裁判所が認め、陪審が評決を下す際、サムスンに不利な推量を

導くことを可能とする陪審説示を行った。サムスン側が、アップルが使用すべき関連証拠の破棄を

中止することを怠ったため、陪審員は、アップルが、 (1)証拠保全義務発生後に、関連証拠が破棄

された点、(2)失われた証拠が、アップルにとって有利なものであった点、に関する証明責任を果た

したものと推定することができるというものである。 

 サムスンは、子会社が構築した独自の e メールシステム「mySingle」を 2001年から導入している。

mySingleには、全 e メールを 2週間後に自動削除するという方針が含まれており、証拠保全義務

が生じて以降も、削除設定が平常時通り実行されていた26。 

関連する証拠の保全義務が発生時点についても、原告・被告間で争いがあったが、裁判所は、

アップルの主張を採用した27。また、裁判所は、サムソンの自動削除が義務の「意識的な無視

(conscious disregard)」であったとしている。 

 

4．2 近年の傾向 

近年では、知的財産関係の訴訟において、訴訟ホールド後の電子メールの破棄や、バックアッ

プテープの提出遅延に対して制裁を課されるケースが多い。文書よりも軽い気持ちで作成されるこ

ともある電子メールだが、アクセスおよび保存が容易なため、重要な証拠の一形態として扱われる。

                                                   
25 Order Granting-in-part Apple’s Motion for an Adverse Inference Jury Instruction, 

2012/7/25, NDCA, Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.,Ltd. et al. 
26 サムスンは、この利用方針の根拠として、(1)機器の紛失・盗難時の営業秘密漏洩の防止、(2) バック

アップ機器の節約によるコストダウン、(3) 送付先間違いのメールによる不用意な情報開示、従業員メ

ールアカウントへの不正アクセス等の防止、(4)韓国のプライバシー法との整合性、を挙げている。 
27 サムスンは、証拠の保全義務発生は、アップルが訴訟を提起した 2011 年 4月と主張したが、2010

年 8月、アップルが、サムスンの製品による特許の具体的侵害内容の主張を同社に提出しており、これ

により、合理的な人物（reasonable person）であれば、訴訟が予期される状態であったといえる。サムス

ンは、通知の受領後、少数の従業員に対して、訴訟ホールドを通知していたため、アップルの主張が採

用された。 
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関戸（2010）は、電子データが紙媒体よりもより容易に、短期間のうちに廃棄される可能性があるこ

とを指摘している。前述の Zubulake 事件の判決は、廃棄防止について、当事者と弁護士の双方

に高いレベルの努力を要求しており、実情としては、廃棄に関する運用こそ重要だといえるだろう。 

社内規則として、一定期間ごとに、文書ないし電子データを廃棄することを義務付けている場合、

ルールに則って完全に廃棄されていれば、提出のしようがないため、ディスカバリー対象外となる。

提出対象の減少はコスト軽減にもつながるため、費用削減という観点からは、有益な規定となる。

だが、合理的に訴訟が予測される時点で、関連する文書の廃棄を止めなければ、証拠の破棄とみ

なされてしまう。平常時から、定期的に電子メールを削除するようシステムに自動設定している企業

などは、この点で違反とされるリスクが高い。また、廃棄によって、自社にとって有利な証拠も失わ

れてしまうリスクもあり、一定期間の文書の保管を義務付ける税法などの法令順守も不可欠である。 

E-ディスカバリー制度が実施された訴訟に限らず、近年の米国訴訟では、証拠隠滅や偽証など

の行為が最終的な結果を左右する傾向も指摘されている28。そのため、裁判所から、証拠の隠蔽・

偽証を図っているとみなされないよう、日頃から情報資産の管理に留意する必要がある。 

 

5. 情報ガバナンスの高度化と E ディスカバリー対応 

E ディスカバリーにおいて、一方当事者が他方当事者に文書等の提出を要求した場合、当該文

書等を収集し、閲覧可能な状態にするための費用は、文書等を提供する側（保管側）が負担する

のが原則である。従って、保管方法に問題があり、文書等の収集等にコストがかかる状態にあると、

提出を要求された場合に、多額の費用を負担することになりかねない。 

断片的で散文した電子保存データを集めるより、情報の所要者が特定された状態から関連情報

を収集する方が効率的である。単に IT 化を進めるだけでなく、文書の管理責任者（custodian）を

明確にし、担当者に権限の委譲を進めていくことが求められる。 

また、米国訴訟では、企業の文書管理規定の合理性について判断する際に、経営陣による関

与度に注目する場合がある。規程を策定するにとどまらず、定期的に経営層主導でコンプライアン

ス・レビューを実施し、法制度、組織体制といった重要項目に関する変化を織り込んで文書管理規

定を改訂し、態勢の高度化を行うことが望ましい。 

会社法や財務報告に係る正確な報告を旨とする金融商品取引法といった内部統制法、税法な

どに関する法令順守の視点からも、文書の保存・管理義務が求められる時代である。情報は各業

務プロセスに点在している29のだが、内部統制構築のために増加した文書はインデックス化（索引

付け）されているはずであるので、その体系と整合性を取って、E ディスカバリー対策を進めるべき

                                                   
28 民事訴訟では、Rambus社と Infineon社の特許侵害訴訟で Rambus社が対象の書類を消却した

という証拠に基づき、ヴァージニア東部地区連邦地裁は「汚れた手(unclean hands)」の論理によって、

Rambus 社は特許侵害を主張できないと判断した。企業不祥事に関する裁判の際などでは、不祥事そ

のものよりも、Eディスカバリーの過程での証拠隠滅の方が立証されやすいため、追及されやすくなると

のが現状である。 
29 内部統制においては、業務フローチャート、業務記述書、リスクコントロールマトリクス：RCMを作成

するのが基本である。それぞれが求める内部統制について、別々に対応を講じている企業もみられ、企

業内における文書管理・情報管理は必ずしも連携を取って行われていない。 
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である。 

このように、日頃から情報ガバナンス(information governance)を意識することで、適正な電子

情報管理が実現し、結果的に、E ディスカバリーにおけるリスク管理につながるといえる。 

 

6. 終わりに 

電子的情報がディスカバリーの中心となる現在、企業内の電子文書管理規則の運用が重要で

あり、一歩間違えれば厳しい罰則を課されてしまう恐れがある。特に、E ディスカバリーにおける電

子メール管理の重要性は近年とみに高まっている。 

内部統制対応などと相まって企業内の情報量は増え続け、文書管理は複雑化している。クラウ

ドサービスやスマートフォンへなど、新しい技術・サービスがビジネスの場で日常的になるに伴って、

今後、更にデータ保全義務への対応が困難になる可能性もある。関連する法律のコンプライアン

スを目的とした書類やデータの管理とも整合性をとったうえで、E ディスカバリーを意識した電子情

報管理を行う必要性が高まってきている。 

以上 
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http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/02/15/survey-says-information-governance-and-predictive-coding-adoption-slow-but-likely-to-gain-steam-as-technology-improves/
http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/02/15/survey-says-information-governance-and-predictive-coding-adoption-slow-but-likely-to-gain-steam-as-technology-improves/
http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/02/15/survey-says-information-governance-and-predictive-coding-adoption-slow-but-likely-to-gain-steam-as-technology-improves/
http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Email-Statistics-Report-2011-2015-Executive-Summary.pdf
http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Email-Statistics-Report-2011-2015-Executive-Summary.pdf
http://www.uscourts.gov/Statistics.aspx
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図表 

 

表１ Eディスカバリー違反に罰則が課された裁判の例 

主な違反内容 事件名 訴訟分野 罰則 

電子メール破棄、 
証拠隠蔽 

Zubulake v. UBS Warburg 性差別 Eディスカバリー費用の負担30 

電子メール破棄 

 

Daimler Chrysler Motors v. 
Bill Davis Racing., Inc 

営業秘密
漏洩 

不利な事実の推定 
 

Proctor & Gamble v. Haugen  業務妨害 金銭的な懲罰（10,000 ドル） 

電子メール破棄 
（平時自動破棄設定 
の継続） 
 

Apple Inc. v. Samsung 特許侵害 不利な事実の推定 
 

US v. Phillip Morris USA 喫煙被害 金銭的な懲罰 
一部証人の召喚禁止31 

Mosaid Technologies, Inc. v. 
Samsung Electronics. Co  

特許侵害 
 
不利な事実の推定 
弁護士費用の負担 

バックアップテープ
隠滅 
（平時リサイクル規則
の継続） 

Applied Telematics, Inc. v. 
Sprint Communications 
Company, L.P 

弁護士費用の負担 

バックアップテープ
隠滅 
（提出遅延）32 

Coleman (Parent) Holdings 
Inc v. Morgan Stanley（原審） 

企業買収 不利な事実の推定 
金銭的な懲罰（14 億 5000万ドル）33 

証拠の隠蔽 Qualcomm Inc. v. Broadcom 
Corp., 

特許侵害 
  
弁護士に対する制裁 
金銭的な懲罰（850 万ドル） 

Juniper Networks, Inc. v. 
Toshiba America Information 
Systems Inc., 

弁護士費用の負担 
口頭弁論／最終弁論の弁論時間短
縮 
専門家証人の召喚禁止 
不利な事実の推定 

証拠の収集・ 
モニタリング不足 

Catche La Poudre Feed, LLC 
v. Land O’ Lakes Inc.  

商標侵害 金銭的な懲罰（5,000 ドル） 

ノート PCデータの 
悪意に基づく削除、
変更 

Krumwiede v. Brighton 
Assoc., LLC 

不当解雇 懈怠判決 
被告側の弁護士/フォレンジック鑑
定人費用の支払い 

船舶書類の廃棄 Kyoei Fire & Marine Ins. Co., 
Ltd. v. M/V Maritime Antalya 

輸送に関
する損害
賠償 

不利な事実の推定 

 

  

                                                   
30 最終的に、裁判所は、バックアップテープの復元費用につき、原告に 25%、被告に 75％の負担を命

じ、その他の費用はすべて被告の負担とした。 
31 文書保存既定を順守しなかったとされる被告上層部の 11名が、公判で証言することを禁じられた。 
32 過去の電子メールを開示する際の被告企業の不手際が問題になった。当時のモルガンスタンレー

側には膨大な数のバックアップテープがあったが、全てをチェックしきれないまま部分的なデータを提出

し、提出分が全てであると裁判所に回答。その後、提出分以外にもテープが残っていることが発覚し、

再び提出を求められた。銀行側は追加提出したものの、さらに別の場所にもテープの残存が発覚した。

こうしたやり取りが繰り返された結果、裁判所は、被告がテープを意図的に隠蔽したと判断した。 
33 ディスカバリーとは異なる要因で、一審判決は控訴審で取り消された。 
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表 2 Eディスカバリーにおける電子情報の分類 

 分類 内容 

提出義務有 アクティブ、オンライン・データ 利用中のハードディスクのデータなど、通常、使

用できるデータ 

ニアライン・データ 光学式ディスクなど、取り外し可能データで、容易

に接続可能 

オフライン・ストレージ／アー

カイブ 

倉庫に保管された保管ディスクなど、人手を介し

て利用可能 

提出義務無 バックアップデータ 専ら災害時の復旧用に用いられるバックアップな

ど、回復に費用を要するデータ 

削除・破損データ 相当の手間と費用を要してアクセスできるデータ 

 

 

 

 図 1 E ディスカバリーレファレンスモデル（出典： http://www.edrm.net/） 
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