
裁判例要旨（名誉毀損編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 42 件（D001～D042）に 5 件の新たな裁判例を

追加し、裁判例要旨（プライバシー編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 60 件（P001～P060）に 4 件の新

たな裁判例を追加しました。（2020 年 5 月） 

 

プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン 

裁判例要旨（名誉毀損編）目次 

 

番号 判決 キーワード 被侵害者 GL 頁 

D001 最高裁（小 3）S38.04.16 判決 
学会誌、企業その他法人等の権利
を侵害する情報への対応（法人と
代表者個人との関係） 

書籍出版社及
びその代表者 33 

D002 東京地裁 S62.10.26 判決 
全国紙、公共の利害に関する事実、
公益を図る目的、真実性、相当性、
公訴提起前の犯罪行為 

労働組合 28 

D003 東京地裁 S63.02.15 判決 
写真週刊誌、公共の利害に関する
事実、公益を図る目的 

貴金属装飾品
販売会社の元
支店長 

29 

D004 東京地裁 H02.12.20 判決 
スポーツ新聞、公共の利害に関す
る事実、私生活上の行状の摘示、
真実性 

犯罪容疑者 29 

D005 東京地裁 H08.02.28 判決 ムック誌、意見・論評 書籍出版社 31 

D006 
東京地裁 H09.05.26 判決 
（「現代思想フォーラム」事件
（第一審）） 

パソコン通信、社会的評価の低下、
フォーラム管理者（システムオペ
レーター）の責任 

一般私人 - 

D007 
最高裁（小 3）H09.05.27 判決 
（ロス疑惑スポーツニッポン
新聞事件） 

スポーツ新聞、意見・論評、メディ
アの性格、編集方針 

犯罪容疑者 32 

D008 
最高裁（小 2）H10.01.30 判決 
（ロス疑惑朝日新聞社事件） 

全国紙、意見・論評 犯罪容疑者 31 

D009 
東京地裁 H11.09.24 判決 
（都立大学事件） 

大学管理下のシステム内のホーム
ページ、社会的評価の低下、ネッ
トワーク管理者の削除義務 

一般私人 - 

D010 
東京地裁 H13.08.27 判決 
（「本と雑誌フォーラム」事件） 

パソコン通信、対抗言論の法理、
フォーラム管理者の責任、発信者
情報開示 

一般私人 31 

D011 
東京高裁 H13.09.05 判決 
（「現代思想フォーラム」事件
（控訴審）） 

パソコン通信、社会的評価の低下、
フォーラム管理者（システムオペ
レーター）の責任 

一般私人 - 

D012 東京地裁 H14.06.17 判決 
週刊誌、社会的評価の低下、対象
となる個人の特定 

国会議員 26 

D013 
東京高裁 H14.12.25 判決 
（２ちゃんねる動物病院事件） 

社会的評価の低下、電子掲示板、
対抗言論の法理、掲示板管理者の
責任 

動物病院運営
会社等 31 

D014 
東京地裁 H15.06.25 判決 
（2 ちゃんねるプロ麻雀士事
件） 

電子掲示板、名誉感情の侵害、社
会的評価の低下、対象となる個人
の特定（通称名の使用）、掲示板管
理者の責任 

プロ麻雀士 27 

D015 東京地裁 H15.07.17 判決 
電子掲示板、対抗言論の法理、掲
示板管理者の責任 

化粧品製造販
売会社等 31 

D016 東京地裁 H16.07.26 判決 
写真週刊誌、社会的評価の低下（一
般の読者の普通の注意と読み方） 

国会議員、元総
理大臣 26 

D017 東京地裁 H19.05.31 判決 
個人ホームページ、対抗言論の法
理 

賃貸事業用建
物の建築・管理
会社 

32 

D018 東京地裁 H19.12.14 判決 
都知事の口頭発言、名誉感情の侵
害、社会的評価の低下、対象とな
る個人の特定、意見・論評 

フランス語教
員等 27 
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D019 大阪高裁 H19.12.26 判決 週刊誌、意見・論評 市長 31 

D020 東京地裁 H20.10.01 判決 
電子掲示板、対抗言論の法理、掲
示板管理者の責任 

学校法人 - 

D021 東京地裁 H21.01.28 判決 宗教団体の機関紙、意見・論評 
宗教団体の元
顧問弁護士 31 

D022 東京地裁 H21.08.28 判決 
週刊誌、社会的評価の低下、公共
の利害に関する事実、私生活上の
行状の摘示 

芸能人 29 

D023 
最高裁（小 1）H22.03.15 判決 
（ラーメンフランチャイズ事
件） 

個人ホームページ、虚偽事実、イ
ンターネット上の名誉毀損罪の免
責要件、刑事事件 

ラーメンフラ
ンチャイズ運
営会社 

30 

D024 東京地裁 H22.06.30 判決 
ブログ、社会的評価の低下、リン
ク掲載、発信者情報開示 

保育園運営者 27 

D025 東京地裁 H22.11.22 判決 紙面文書、公益を図る目的 
テナント会理
事 - 

D026 東京地裁 H22.12.14 判決 

ランキング記事（雑誌）、社会的評
価の低下、公共の利害に関する事
実、公益を図る目的、真実性、相当
性 

家電販売会社 - 

D027 名古屋地裁 H23.03.11 判決 
オークションサイト、評価コメン
ト、社会的評価の低下 

一般私人 26 

D028 最高裁（小 1）H23.04.28 判決 
地方新聞、真実性、相当性、通信社
配信記事 

地方新聞社 30 

D029 東京地裁 H23.07.19 判決 
企業ホームページ、社会的評価の
低下 

企業 - 

D030 最高裁（小 2）H24.03.23 判決 
フリージャーナリストのホームペ
ージ、社会的評価の低下 

新聞社 26 

D031 東京地裁 H24.06.12 判決 
週刊誌、社会的評価の低下、真実
性 

内閣官房長官 26 

D032 東京地裁 H24.07.04 判決 
企業ホームページ、IR 情報、社会
的評価の低下、公共の利害に関す
る事実、公益を図る目的 

上場企業の元
社長 - 

D033 高知地裁 H24.07.31 判決 私的な広報誌 
地方公共団体
（町） 33 

D034 東京地裁 H24.09.13 判決 
企業ホームページ、訴訟提起の事
実、IR 情報、公共の利害に関する
事実、公益を図る目的 

原告会社の元
従業員等 - 

D035 東京地裁 H24.11.22 判決 
電子掲示板、犯罪関与、対抗言論
の法理、同趣旨の他の投稿、発信
者情報開示 

国立大学の助
教 32 

D036 東京高裁 H25.09.06 判決 
電子掲示板、社会的評価の低下、
記事転載、発信者情報開示 

会社株主 - 

D037 東京地裁 H26.08.07 判決 

日刊紙、社会的評価の低下、公共
の利害に関する事実、公益を図る
目的、真実性・相当性、犯罪行為に
関する事実 

声優 - 

D038 東京地裁 H26.12.24 判決 
SNS、リツイート、社会的評価の低
下 

不起訴処分を
受けた被疑者 27 

D039 東京地裁 H27.08.20 判決 
ランキング記事（ウェブ）、社会的
評価の低下、発信者情報開示 

住宅リフォー
ム会社 - 
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D040 東京地裁 H28.07.21 判決 
電子掲示板、社会的評価の低下、
リンク掲載 

ウェブサービ
ス会社 27 

D041 大阪地裁 H28.11.30 判決 SNS、拡散、社会的評価の低下 大学教授 27 

D042 大阪地裁 H29.08.30 判決 
電子掲示板、アイデンティティ権、
社会的評価の低下、なりすまし 

一般私人 26 

D043 東京地裁 H29.09.27 判決 
電子掲示板、なりすまし、社会的
評価の低下、発信者情報開示 

声優・俳優 - 

D044 
大阪地裁 H29.11.16 判決 
（保守速報事件（第一審）） 

まとめブログ（まとめサイト）、ヘ
イトスピーチ 

フリーライタ
ー - 

D045 
大阪高裁 H30.06.28 判決 
（保守速報事件（控訴審）） 

まとめブログ（まとめサイト）、ヘ
イトスピーチ、表現行為の一体性、
新たな文書の配布 

フリーライタ
ー - 

D046 東京高裁 H30.03.07 判決 
SNS、国会議員による投稿、ヘイト
スピーチ、意見・論評 

政治活動家 - 

D047 大阪地裁 H30.09.20 判決 

SNS、知事による投稿、意見・論評、
社会的評価の低下、公共の利害に
関する事実、公益を図る目的、真
実性、相当性 

府知事 - 
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追加し、裁判例要旨（プライバシー編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 60 件（P001～P060）に 4 件の新
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プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン 

裁判例要旨（プライバシー編）目次 

 

番号 判決 キーワード 被侵害者 GL 頁 

P001 
東京地裁 S31.08.08 判決 

（香水風呂事件） 
写真雑誌、肖像権、入浴客、報道 一般私人 21 

P002 
東京地裁 S39.09.28 判決 
（「宴のあと」事件） 

モデル小説、プライバシー総論、
私生活上の事実 

元都知事選
候補者 9 

P003 
最高裁（大）S44.12.24 判決 
（京都府学連事件） 

犯罪捜査、肖像権、第三者の顔写
真、刑事事件 

一般私人 20 

P004 東京地裁 S49.07.15 判決 
週刊誌、肖像権、家庭の機微、実名
報道、公の正当な関心 

著名人、劇画
作家 16 

P005 
最高裁（小 1）S56.04.16 判決 
（月刊ペン事件（上告審）） 

月刊誌、醜聞、実名報道、刑事事件 
宗教団体会
長、元国会議
員 

16 

P006 東京地裁 S62.02.27 判決 
週刊誌、肖像権、公共の利害に関
する事実 

私立歯科大
学教授 21 

P007 
東京高裁 H01.09.05 判決 
（「逆転」事件控訴審） 

ノンフィクション、実名、犯罪事
実、時間の経過 

一般私人 24 

P008 東京地裁 H02.05.22 判決 
写真週刊誌、肖像権、入院中の写
真、車椅子姿 

大手消費者
金融会長 

14 

16 

21 

P009 東京地裁 H02.08.29 判決 
無断開示、氏名、勤務先名称、電話
番号、マンション 

一般私人 12 

P010 
最高裁（小 3）H06.02.08 判決 
（「逆転」事件上告審） 

ノンフィクション、実名、犯罪事
実 

一般私人 

14 

15 

24 

P011 東京地裁 H07.04.14 判決 
週刊誌、広告、犯罪事実、家族の勤
務先、家族の学歴、家族の職歴 

新聞記者の
妻 

12 

14 

15 

24 

P012 
東京地裁 H07.05.19 判決 
（「名もなき道を」事件） 

モデル小説、学歴、結婚の経緯、色
覚異常、家族関係 

一般私人 15 

P013 東京高裁 H07.10.17 判決 
週刊誌、広告、犯罪事実、家族の勤
務先、家族の学歴、家族の職歴 

新聞記者の
妻 12 

P014 

神戸地裁尼崎支部 H09.02.12決
定 
（「タカラヅカおっかけマッ
プ」事件） 

書籍、私生活の平穏、氏名、連絡
先、自宅住所、電話番号 

芸能人、有名
スター、タレ
ント 

13 

P015 
東京地裁 H09.06.23 判決 
（「ジャニーズ・ゴールド・マッ
プ事件） 

書籍、私生活の平穏、氏名、連絡
先、自宅住所、電話番号 

芸能人 13 

P016 
東京地裁 H10.01.21 判決 
（電話帳不掲載希望者事件） 

電話帳、不掲載希望、私生活の平
穏、電話番号、住所 

一般私人 
11 

12 

P017 
東京地裁 H10.11.30 判決 
（「ジャニーズおっかけマッ
プ・スペシャル」事件） 

書籍、私生活の平穏、氏名、連絡
先、自宅住所、電話番号 

芸能人 13 

P018 神戸地裁 H11.06.23 判決 
パソコン通信、ハンドルネーム、
職業、住所、電話番号 

眼科医 
12 

13 
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P019 
東京地裁 H12.02.29 判決 
（プロサッカー選手伝記事件
（第一審）） 

伝記、実名、出生時の状況、身体的
特徴、家族構成、学業成績、詩 

著名プロサ
ッカー選手 16 

P020 
名古屋高裁 H12.06.29 判決 
（長良川リンチ殺人事件（控訴
審）） 

週刊誌、犯罪事実、実名類似のカ
ナ、経歴、少年法、実名推知報道 

少年 25 

P021 
東京高裁 H12.12.25 判決 
（プロサッカー選手伝記事件
（控訴審）） 

伝記、実名、出生時の状況、身体的
特徴、家族構成、学業成績、詩 

著名プロサ
ッカー選手 16 

P022 
東京地裁 H13.04.11 判決 
（早稲田大学江沢民主席講演
会名簿提出事件） 

無断開示、学籍番号、氏名、住所、
電話番号、名簿、警視庁 

講演会参加
申込者、一般
私人 

12 

P023 東京高裁 H13.07.18 判決 
週刊誌、教育費、住宅ローン、カー
ドローン、生命保険料 

財団法人常
勤理事 16 

P024 
東京地裁 H13.08.27 判決 
（「本と雑誌フォーラム」事件） 

パソコン通信、ハンドルネーム、
論争 

一般私人 13 

P025 東京地裁 H13.09.05 判決 週刊誌、水着写真、肖像権 
アナウンサ
ー 21 

P026 東京地裁 H13.10.05 判決 
週刊誌、私生活上のトラブル、社
会的影響力 

元著名企業
代表者 16 

P027 
大阪高裁 H13.12.25 判決 
（宇治市住民基本台帳データ
流出事件） 

情報流出、自治体、住民基本台帳
データ、不正コピー、名簿販売業
者 

一般私人 10 

P028 
東京高裁 H14.01.16 判決 
（早稲田大学江沢民主席講演
会名簿提出事件） 

無断開示、学籍番号、氏名、住所、
電話番号、名簿、警視庁 

講演会参加
申込者、一般
私人 

12 

P029 
最高裁（小 2）H15.03.14 判決 
（長良川リンチ殺人事件上告
審） 

週刊誌、犯罪事実、実名類似のカ
ナ、経歴、少年法、実名推知報道 

少年 25 

P030 
最高裁（小 2）H15.09.12 判決 
（早稲田大学江沢民主席講演
会名簿提出事件） 

無断開示、学籍番号、氏名、住所、
電話番号、名簿、警視庁 

講演会参加
申込者、一般
私人 

11 

P031 東京地裁 H16.02.19 判決 
月刊誌、キャバクラ、社会の正当
な関心事、 

弁護士、司法
委員、調停委
員、テレビ出
演 

16 

P032 
東京高裁 H16.03.23 判決 
（早稲田大学江沢民主席講演
会名簿提出事件） 

無断開示、学籍番号、氏名、住所、
電話番号、名簿、警視庁 

講演会参加
申込者、一般
私人 

12 

P033 東京高裁 H16.03.31 決定 週刊誌、離婚 
著名政治家
の長女 16 

P034 東京地裁 H17.09.27 判決 
一般財団法人運営のウェブサイ
ト、肖像権、ファッション、銀座 

一般私人 21 

P035 最高裁（小 1）H17.11.10 判決 
写真週刊誌、肖像権、隠し撮り、法
廷イラスト、手錠、腰縄 

著名刑事事
件被告人 20 

P036 東京地裁 H18.03.31 判決 
写真週刊誌、肖像権、アダルトビ
デオ購入の事実、防犯ビデオ画像 

お笑い芸人 
16 

20 

P037 東京高裁 H18.04.26 判決 パブリシティ権、私服、制服、実家 
アイドルタ
レント、著名
な芸能人 

22 

P038 
大阪地裁 H18.05.19 判決 
（ヤフーBB 個人情報流出事件） 

情報流出、顧客情報、氏名、住所、
インターネット接続サービス 

一般私人 10 

P039 東京地裁 H18.05.23 判決 
週刊誌、肖像権、下着姿、写真、ゴ
シップ、羞恥心、アダルトビデオ 

引退したＡ
Ｖ女優 22 
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追加し、裁判例要旨（プライバシー編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 60 件（P001～P060）に 4 件の新

たな裁判例を追加しました。（2020 年 5 月） 

 

P040 東京高裁 H18.08.31 判決 
週刊誌、診療中のセクハラ、高度
の専門的職業 

医師、医科大
学教授 16 

P041 
東京地裁 H19.02.08 判決 
（TBC 顧客情報流出事件） 

情報流出、氏名、住所、職業、電話
番号、メールアドレス、年齢、性
別、エステサロン 

一般私人 13 

P042 東京地裁 H20.06.11 判決 
東京都の公式ホームページ、建造
物侵入により刑事告発した事実、
都立病院 

東京都都議
会議員 25 

P043 
福岡高裁那覇支部 H20.10.28判
決 

テレビ報道、青少年保護育成条例
違反、実名報道 

公立中学校
教師 25 

P044 東京地裁 H20.11.14 決定 
検索結果、犯罪事実、実名、女性宅
への侵入、仮処分 

産婦人科医 25 

P045 東京地裁 H21.04.14 判決 全国放送、肖像権、ゴミ収集車 一般私人 21 

P046 知財高裁 H21.08.27 判決 
週刊誌、パブリシティ権、雑誌、肖
像 

著名女性デ
ュオ、著名人 22 

P047 
東京地裁 H22.09.27 判決 
（監視カメラ事件） 

無断開示、コンビニ、監視カメラ、
テレビ、ウェブサイト 

著名刑事被
告人（故人） 23 

P048 さいたま地裁 H23.01.26 判決 判例雑誌、実名 一般私人 - 

P049 
福岡地裁 H23.03.16 判決 
（ストリートビュー物干し事
件（第一審）） 

ストリートビュー、洗濯物 一般私人 13 

P050 東京地裁 H23.06.15 判決 
ポータルサイトのニュース欄、敬
愛追慕の情、手錠姿 

著名刑事事
件被告人（故
人） 

22 

P051 
福岡高裁 H24.07.13 判決 
（ストリートビュー物干し事
件（控訴審）） 

ストリートビュー、洗濯物 一般私人 13 

P052 京都地裁 H26.08.07 判決 
検索結果、スニペット、逮捕事実、
盗撮 

一般私人 - 

P053 
さいたま地裁 H27.06.25 決定 
（検索結果（忘れられる権利）
事件（第一審）） 

検索結果、児童買春、逮捕事実、更
生を妨げられない利益 

一般私人 - 

P054 
さいたま地裁 H27.12.22 決定 
（検索結果（忘れられる権利）
事件（異議審）） 

検索結果、児童買春、逮捕事実、更
生を妨げられない利益 

一般私人 - 

P055 
東京高裁 H28.07.12 決定 
（検索結果（忘れられる権利）
事件（抗告審）） 

検索結果、児童買春、逮捕事実、人
格権 

一般私人 24 

P056 札幌高裁 H28.10.21 決定 検索結果、逮捕事実、詐欺 一般私人 - 

P057 
最高裁（小 3）H29.01.31 決定 
検索結果（忘れられる権利）事
件最高裁決定 

検索結果、児童買春、逮捕事実、更
生を妨げられない利益 

一般私人 24 

P058 
京都地裁 H29.04.25 判決 
（住所でポン事件） 

ウェブサイト（電話帳データ掲
載）、氏名、住所、電話番号 

一般私人 12 

P059 大阪地裁 H29.08.30 判決 
SNS 上の掲示板、なりすまし、アイ
デンティティ権、肖像権 

一般私人 - 

P060 
最高裁（小 3）H29.10.23 判決 
（大手教育業者個人情報流出
事件） 

情報流出、氏名、性別、生年月日、
郵便番号、住所、電話番号、通信教
育、名簿業者、精神的損害 

一般私人、未
成年者、保護
者 

10 



裁判例要旨（名誉毀損編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 42 件（D001～D042）に 5 件の新たな裁判例を

追加し、裁判例要旨（プライバシー編）（2018 年 3 月 30 日）に収録済 60 件（P001～P060）に 4 件の新

たな裁判例を追加しました。（2020 年 5 月） 

 

P061 徳島地裁 H29.01.13 決定 
検索結果、逮捕事実、人格権、社会
生活の平穏、更生を妨げられない
利益、実名使用の意義・必要性 

会社経営者 - 

P062 高松高裁 H29.07.21 決定 
検索結果、逮捕事実、人格権、職業
関連犯罪、リンク先サイト、民事
上の責任追及の余地 

会社経営者 - 

P063 横浜地裁 H29.09.01 判決 
検索結果、逮捕事実、人格権、歯科
医師としての資質に関する事実 

歯科医師 - 

P064 東京地裁 H30.04.26 判決 動画共有サイト、電話の通話内容 一般人 - 

 


