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（東京地判平成18・4・21）150

判例番号

63
公団の職員による同公団の総裁に関する告発を内容とする雑

誌の記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成18・7・31）151

判例番号

68
弁護士の訴訟ビジネスに対する批判を内容とする雑誌の記事

をめぐる訴訟における同記事執筆者の陳述書提出につき名誉

毀損が否定された事例（東京地判平成18・9・7）152

判例番号

73
準強姦事件に関与したことを内容とする匿名の雑誌記事につ

き名誉毀損が肯定された事例（東京地判平成18・11・7）153
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判例番号

77
刑事事件で起訴された被告人の犯罪行為を内容とする雑誌の

記事につき名誉毀損を肯定した事例

（東京地判平成19・1・23）154

3 法人等に対する名誉毀損をめぐる判例156

判例番号

16
大手都市銀行に関する短期格付けの格下げを内容とする雑誌

の記事につき名誉・信用毀損が否定された事例

（東京地判平成15・10・20）156

判例番号

54
放火された販売店の経営会社の防火対策を批判する内容の雑

誌の記事につき名誉・信用毀損が肯定された事例

（東京地判平成18・3・27）157

判例番号

102
音楽市場調査の信頼性を批判するコメントによる雑誌の記事

につきコメント発言者の名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成20・4・22)158

判例番号

154
新聞社の新社屋の用地取得をめぐる雑誌の記事につき名誉毀

損が肯定された事例（東京地判平成23・6・8）159

4 日刊紙による名誉毀損161

1 概 要161

2 日刊紙による名誉毀損をめぐる特徴161

3 日刊紙による名誉毀損をめぐる判例162

判例番号

40
治療をめぐる医師とのトラブルに関して実名報道を行った日

刊紙の記事につきプライバシー侵害が肯定され、記者会見を

した弁護士の名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成17・3・14）162

判例番号

57
教員が行った学習指導法等を問題として匿名報道を行った日

刊紙の記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成18・5・29）164
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判例番号

67
治療をめぐる医師とのトラブルに関して実名報道を行った日

刊紙の記事につきプライバシー侵害が否定され、記者会見を

した弁護士の名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成18・8・31）165

判例番号

75
教員が行った学習指導法等を問題として匿名報道を行った日

刊紙の記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成19・1・16）166

判例番号

88
服役中の国際テロ組織幹部をめぐる別件事件への関与を内容

とする新聞記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成19・6・28）166

判例番号

94
通信社の配信により日刊紙に掲載された医療過誤事件をめぐ

る記事につき通信社の名誉毀損が否定され、新聞社の名誉毀

損が肯定された事例（東京地判平成19・9・18）168

判例番号

96
国際テロ組織への資金供与を内容とし警察関係者の情報を基

に掲載された日刊紙の記事につき名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成19・12・10）169

判例番号

124
通信社の配信により日刊紙に掲載された医療過誤事件をめぐ

る記事につき通信社・新聞社による名誉毀損が否定された事

例（東京高判平成21・7・28）170

判例番号

144
市長選挙の立候補者の市税滞納を内容とする日刊紙の記事お

よび当該記事をめぐってなされたビラ・記者会見の発言につ

きビラ・記者会見の発言による名誉毀損が肯定、新聞記事に

よる名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成22・12・15）171

判例番号

150
通信社の配信により日刊紙に掲載された医療過誤事件をめぐ

る記事につき通信社・新聞社による名誉毀損が否定された事

例（最一小判平成23・4・28）173
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判例番号

153
市長選挙の立候補者の市税滞納を内容とする日刊紙の記事お

よび当該記事をめぐってなされたビラ・記者会見の発言につ

きビラ配布による名誉毀損が肯定され、新聞記事・記者会見

による名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成23・5・30）174

判例番号

172
官製談合事件に関連した市長の不正行為を内容とする日刊紙

の記事につき名誉毀損が肯定された事例

（大阪地判平成24・6・15）175

判例番号

175
警察官に逮捕された者をめぐる他の類似の犯罪を示唆した日

刊紙の記事につき名誉毀損が否定された事例

（大阪高判平成24・9・20）176

5 夕刊紙・スポーツ紙による名誉毀損178

1 概 要178

2 夕刊紙・スポーツ紙による名誉毀損をめぐる判例179

判例番号

95
内部情報を基にした会社の役員のセクハラなどを内容とする

夕刊紙の記事につき情報提供者の名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成19・12・5）179

判例番号

140
漫才関係の芸能人による脅迫を内容とするスポーツ紙の記事

につき名誉毀損が肯定された事例

（大阪地判平成22・10・19）180

6 ミニコミ誌による名誉毀損182

1 概 要182

2 ミニコミ誌による名誉毀損をめぐる判例182

判例番号

14
マンション建築の反対運動をめぐる地元自治会のミニコミ誌

の内容等につき名誉・信用毀損が否定された事例

（横浜地判平成15・9・24）183
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判例番号

80
他の受刑者の事件を題材とした所内誌の投稿小説につき回収

を怠ったことによるプライバシーの侵害、名誉毀損が問題に

なり、プライバシー侵害が肯定された事例

（熊本地判平成19・3・23）184

判例番号

103
他の受刑者の事件を題材とした所内誌の投稿小説につき回収

を怠ったことによるプライバシー侵害、名誉毀損が問題にな

り、プライバシー侵害が肯定された事例

（福岡高判平成20・4・24）185

判例番号

173
町における不正入札を内容とする町議会議員ら発行のミニコ

ミ誌の記事につき名誉・信用毀損が否定された事例

（高知地判平成24・7・31）185

7 広報誌による名誉毀損187

1 概 要187

2 広報誌による名誉毀損をめぐる判例187

判例番号

12
大学の法学部長の不適格を内容とする裁決書を掲載した学内

広報誌の記事につき名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成15・8・22）187

判例番号

43
町議会議員・農業委員に対して町議会・農業委員会が行った

決議を掲載した町広報誌の記事につき名誉毀損が否定された

事例（札幌地岩見沢支判平成17・4・7）188

判例番号

44
ダウン症候群の既往をもつ生徒に関する担任教諭によるあい

さつ文の PTA 広報誌の掲載につきプライバシー侵害が肯定

された事例（東京地八王子支判平成17・4・13）189

判例番号

161
区長が執筆したコミュニティ紙を批判する区の広報誌のコラ

ム記事につき名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成23・12・9）190

8 機関誌による名誉毀損192
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1 概 要192

2 機関誌による名誉毀損をめぐる判例192

判例番号

62
弁理士で構成する会による会員に対する制裁・制裁を内容と

する機関誌の記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成18・7・28）192

判例番号

110
相互に批判の応酬中になされた元顧問弁護士を批判する内容

の宗教法人の機関誌の記事につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成21・1・28)193

判例番号

115
幹部職員の行為が犯罪にあたる等との内容で特定少数人に対

してなされた財団法人の機関誌の記事等につき名誉毀損が肯

定された事例（東京地判平成21・3・18）195

判例番号

166
海運会社を批判する労働組合の機関誌の記事・ビラにつき名

誉・信用毀損が否定された事例

（東京地判平成24・3・12）196

判例番号

176
海運会社を批判する労働組合の機関誌の記事・ビラにつき名

誉・信用毀損が肯定された事例

（東京高判平成24・12・17）197

9 書籍による名誉毀損199

1 概 要199

2 書籍による名誉毀損をめぐる判例199

判例番号

3
フリージャーナリストによるエイズ訴訟を内容とする書籍に

つき名誉毀損が肯定された事例

（東京高判平成15・2・26）199

判例番号

7
研究者・大学名誉教授を批判する内容の書籍につき名誉毀損

が肯定された事例（大阪地判平成15・5・19）200
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判例番号

17
弁護士に相談した者に対する取材を基に弁護士の活動を批判

する内容の書籍につき名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成15・12・17）201

判例番号

23
アカデミック・ハラスメントに関してなされた発言・書籍に

つき名誉毀損が肯定された事例

（奈良地判平成16・3・17）202

判例番号

29
モデル小説の記載につき実在の人物に対する名誉毀損が肯定

された事例（東京地判平成16・5・31）203

判例番号

47
フリージャーナリストによるエイズ訴訟を内容とする書籍に

つき名誉毀損が否定された事例

（最一小判平成17・6・16）204

判例番号

48
アカデミック・ハラスメントに関してなされた発言・書籍に

つき名誉毀損が否定された事例

（大阪高判平成17・8・25）205

判例番号

79
市長の政策を批判した書籍の記載につき名誉毀損が否定され

た事例（静岡地沼津支判平成19・3・13）206

判例番号

83
新聞社と役員を題材としたモデル小説につき名誉毀損が肯定

された事例（東京地判平成19・4・11）207

判例番号

101
太平洋戦争沖縄戦の守備隊長の言動に関する書籍につき名誉

毀損が否定された事例（大阪地判平成20・3・28）208

判例番号

110
相互に批判の応酬中における元顧問弁護士を批判する内容の

書籍につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成21・1・28）209

判例番号

112
国会議員の不祥事を内容とする書籍につき名誉毀損が肯定さ

れた事例（東京高判平成21・2・5）210

判例番号

119
警察本部の裏金に関する書籍につき名誉毀損が肯定された事

例（札幌地判平成21・4・20）211
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判例番号

126
粉飾決算等を題材とした小説につき名誉毀損が肯定された事

例（東京地判平成21・8・26）212

10 ビラによる名誉毀損214

1 概 要214

2 ビラによる名誉毀損をめぐる判例214

判例番号

25
道路の新設が特定のホテルの救済であるとする内容の市議会

議員が作成・配布したビラにつき名誉毀損が否定された事例

（福岡地判平成16・3・25）214

判例番号

90
対立する労働組合の幹部の発言を批判・揶揄したビラにつき

名誉毀損が肯定された事例（東京地判平成19・7・24）215

判例番号

144
新聞記事への反論等を内容とするビラ配布等につき名誉毀損

が肯定された事例（東京地判平成22・12・15）216

判例番号

153
新聞記事への反論等を内容とするビラ配布等につき名誉毀損

が肯定された事例（東京高判平成23・5・30）217

判例番号

163
マンションの管理組合の運営を誹謗中傷する内容の区分所有

者による発言・ビラにつき区分所有法6条1項所定の共同の

利益に反する可能性があるとされた事例

（最三小判平成24・1・17）218

判例番号

166
海運会社を批判する労働組合の機関誌の記事・ビラにつき名

誉・信用毀損が否定された事例

（東京地判平成24・3・12）220

判例番号

176
海運会社を批判する労働組合の機関誌の記事・ビラにつき名

誉毀損が肯定された事例（東京高判平成24・12・17）221

11 その他の文書による名誉毀損223

判例番号

177
代表取締役の不行跡を内容とする株主らに送付された文書に

つき名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成24・12・19）223
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12 テレビ放送による名誉毀損225

1 概 要225

2 テレビ放送による名誉毀損をめぐる判例227

判例番号

2
市の公共工事の不正に関するテレビ放送につき名誉毀損が否

定された事例（東京高判平成15・2・19）227

判例番号

15
野菜をめぐるダイオキシン類汚染に関するテレビ放送につき

名誉毀損を肯定すべき可能性が示された事例

（最一小判平成15・10・16）228

判例番号

92
手術事故に関与した医師の刑事事件に関するテレビ放送につ

き名誉毀損が否定された事例（東京高判平成19・8・22）230

判例番号

93
手術事故に関与した医師の刑事事件に関するテレビ放送につ

き名誉毀損が肯定された事例（東京地判平成19・8・27）231

判例番号

107
手術事故に関与した医師の刑事事件に関するテレビ放送につ

き名誉毀損が肯定された事例（東京高判平成20・10・9）232

判例番号

108
不動産業者のマンション建築計画における建築関係法規の潜

脱等を内容とするテレビ放送につき名誉・信用毀損が肯定さ

れた事例（横浜地判平成20・11・28）233

判例番号

147
詐欺容疑で逮捕されたラーメン店経営者の被疑事実に関する

テレビ放送につき名誉毀損が肯定された事例

（札幌地判平成23・2・25）234

判例番号

178
原発事故に関して元経済産業大臣に対するテレビ局によるイ

ンタビューの内容を曲解したテレビ放送につきプロデューサ

ー・ディレクター・番組のホストの名誉毀損が肯定された事

例（東京地判平成25・1・29）235

第2 口頭等による侵害類型にみる判例 ／238

1 議会における発言による名誉毀損238
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1 発言による名毀毀損の特徴238

2 議会における発言をめぐる名誉毀損239

3 議会における発言による名誉毀損をめぐる判例240

判例番号

64
週刊誌の記事の基となった委員会における国会議員の質問・

発言につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成18・8・29）240

判例番号

71
補助金を受ける社会福祉法人を批判する内容の市議会におけ

る市議会議員の発言につき名誉毀損が否定された事例

（大阪地判平成18・9・22）241

判例番号

97
フランス語教育者らを批判する内容の記者会見・議会におけ

る知事の発言につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成19・12・14）242

判例番号

170
詐欺事件と関連してなされた町議会議員の障害者手帳・医療

費返還をめぐる議会における町長・職員の発言につき名誉毀

損が否定された事例（旭川地判平成24・6・12）243

2 法廷における活動による名誉毀損244

1 概 要244

2 法廷における活動による名誉毀損をめぐる判例245

判例番号

10
裁判長の訴訟指揮をめぐる訴訟において裁判長が作成し、擬

制陳述された答弁書につき名誉毀損が肯定された事例

（前橋地判平成15・7・25）245

判例番号

22
裁判長の訴訟指揮をめぐる訴訟において裁判長が作成し、擬

制陳述された答弁書につき名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成16・2・25）246

判例番号

34
弁護士の訴訟ビジネスに関する訴訟における弁護士を批判す

る答弁書・準備書面につき名誉毀損が否定された事例

（東京地判平成16・8・23頁）247
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判例番号

53
弁護士を介して提出した準備書面につき訴訟当事者・代理人

弁護士の名誉毀損が肯定された事例

（東京地判平成18・3・20）248

判例番号

65
火災保険支払をめぐる訴訟において提出された調査会社ら作

成の調査報告書につき名誉毀損が肯定された事例

（宇都宮地大田原支判平成18・8・30）250

判例番号

66
過払金返還請求訴訟おいて貸金業者が作成し、擬制陳述され

た答弁書につき名誉毀損が肯定された事例

（京都地判平成18・8・31）251

判例番号

78
火災保険支払をめぐる訴訟において提出された調査会社ら作

成の調査報告書につき名誉毀損が否定された事例

（東京高判平成19・2・27）252

判例番号

135
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