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事例 2

女性社長が，ネットに性的な嫌がらせの投稿をされたり，裸のコラー

ジュ写真をアップされたりといったストーカー被害を受けた場合

後藤奈帆子さんは女性向けの下着の企画・販売を学生ベンチャー

で起業しました。後藤さんは日々考えたことや商品の宣伝も兼ねて

ブログを開設していましたが，書いていることや自由に投稿できる

コメント欄での読者とのやり取りがおもしろいだけでなく，たまに

アップする後藤さんの写真が美人だと評判になり，少しずつ人気の

ブログになっていきました。数年後，商品コンセプトが広く認めら

れて，注目の若手女性起業家としてメディアでも取り上げられるよ

うになりました。

後藤さんは，広川直弥さんと大学時代から交際していましたが，

仕事が忙しくなるにつれ，広川さんとはケンカが増え，別れること

になりました。別れはお互いが納得した上で出した結論だと後藤さ

んは思っていたのですが，それから 1 週間ほどして，後藤さんのブ

ログのコメント欄に，匿名で「後藤奈帆子は清楚なフリして淫乱で

す」という書込みとともに，裸の写真が投稿されていました。

驚いた後藤さんはすぐにそのコメントを非表示にし，写真をよく

見ました。後藤さんは自分の裸の写真を撮ったことも撮らせたこと

もなかった上に，特徴が自分とは異なっていたため，その写真が後

藤さんの顔写真と別の女性の裸の写真を合成したコラージュ写真だ

とわかりました。

同じ写真が他にも掲載されているのではないかと心配になり，画

像検索をしたところ，案の定，複数の匿名掲示板などに「ランジェ

リー・コミュニケーションズ社の後藤社長は清楚なフリして淫乱で

す」という書込みとともに，同じ写真が投稿されていました。

第 1 章 ネットトラブルでできること12
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き込める場合が多いため，照会しようにも発信者と連絡が取れない場合

も多々あります。この場合は，照会手続を取らなくても，「権利が不当に

侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があれば削除するという

対応がされています。

もし，発信者から削除に同意しないという回答や反論があった場合は

どうなるのでしょうか。まず，削除に同意しないとしつつも特に理由の

記載がない場合は，「権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相

当の理由」があるといえれば削除する，という扱いになっています。反

論があった場合でも，たとえば「嘘のことを書いたが，ひどい人間なの

で批判されても当然だ」といった不合理な反論であれば，削除すべきだ

とされています。

② 削除依頼書（送信防止措置依頼書）の書き方

次に，削除依頼書（送信防止措置依頼書）の書き方を説明します。

1 任意交渉 45

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書｣資料 3-1-3
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まず，左上の「［特定電気通信役務提供者の名称］」には，削除を依頼

する相手の名前を記載します。削除するには，削除の権限があることが

必要ですので，この依頼先とは，問題の書込みなどについて削除の権限

を有している先のことを指します。具体的には，サイトの管理者やホス

ティングプロバイダの名前です（ドメイン登録者がサイト管理者でない場合，

ドメイン登録者は相手方になりません）。

次に，「［権利を侵害されたと主張する者］」には，自分の住所，氏名等

を書きます。企業であれば，氏名のところには企業名を書くことになり，

連絡先としては実際の対応をしている人物の名前を書くとともに，電話

番号，メールアドレスなどを記載する必要があります。また，氏名の横

には，①でも説明した通り実印を押します。

表の�番目の「掲載されている場所」には，問題となる書込みがある

URL を記載します。ここで注意しなければならないのは，問題の書込み

がある個別の URL を記載する必要があるということです。たとえば，掲

示板やブログのトップページの URL を書いても，どこに問題の書込み

があるのかわかりません。そのため，掲示板のどのスレッドの何番目の

第 3 章 削除依頼の方法46

▶引用元：http:／／www.isplaw.jp／p_form.pdf
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書込みなのか，ブログのどの記事なのか，ということを明示しなければ

なりません。

表の�番目の「掲載されている情報」には，問題の書込みがどのよう

な内容を含んでいるのかを端的に書けば大丈夫です。書込み自体が短い

ものであれば，そちらをコピー＆ペーストしてもよいです。

表の�番目の「侵害されたとする権利」には，名誉権やプライバシー

権といった記載をすればよいです。それぞれの権利の詳細は，第�章�

を確認してください。これは次の「権利が侵害されたとする理由（被害の

状況など）」に記載する内容と密接に関わるので，�つの内容の整合性を

図ってください。たとえば，「権利が侵害されたとする理由（被害の状況な

ど）」の中ではプライバシーの話しかしていないのに，「侵害されたとす

る権利」に名誉権と書いてしまったら，内容に一貫性がないので気をつ

けましょう。

表の�番目の「権利が侵害されたとする理由（被害の状況など）」には，

書込みの内容が自分を指していることとその理由，書込みが自分の権利

を侵害していることを説明します。その説明には，背景事情も含めて書

きましょう。できれば，違法性阻却事由がないということまで説明でき

るとよいです。名誉権侵害を理由とする場合ならば，書き込まれている

内容は真実ではない，というものなどです。この点を詳しく書いておけ

ば，たとえ照会手続で発信者から反論があっても，削除をしてくれる可

能性が生まれます。そして，こちらの主張を裏づける資料があれば，そ

の資料もあわせて送ると，より事情が伝わりやすくなります。

削除依頼書（送信防止措置依頼書）の記載例は，次の通りです。第�章�

事例�の後藤奈帆子さんをもとにしています。

1 任意交渉 47
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2 裁 判 手 続

（�） 削除仮処分とは

送信防止措置依頼をしても削除に応じてくれない場合，削除仮処分と

いう裁判手続を検討してみてもよいかもしれません。

仮処分は裁判の一種ですが，通常の裁判より迅速な手続を行うもの

で，裁判所が申立てにおおむね間違いがないと判断した場合，一定額の

担保金を供託することを条件に決定する暫定的措置のことです。たとえ

ば，削除を求める仮処分であれば，権利侵害が一応認められると裁判所

が判断した場合に，30万円程度の担保金を立てることで，「削除を仮に

第 3 章 削除依頼の方法48

私は，女性向けの下着の企画・販売を行っているランジェ
リー・コミュニケーションズ株式会社の代表取締役を務めて
います。
上記の掲示板には，「清楚なフリして淫乱です」という書

込みとともに，女性の裸の写真が投稿されています。顔写真
は私のものですが，体の部分は私ではありません。異なる�

枚の写真を合成したいわゆるコラージュ写真と呼ばれるも
のです。
この写真を見た方々は，私の裸だと思ってしまうでしょう

し，「淫乱です」という書込みと一緒に掲載されていること
から，誰かにこの写真を撮らせたと思われる内容になってい
ます。
私は誰かに裸の写真を撮らせたことはなく，裸の写真を撮

らせるような人物だと誤解されることは我慢がなりません。
淫乱であるといわれることも非常に屈辱的です。
そのため，この書込みと写真は，私の権利を侵害している

ので，削除をお願いいたします。

権利が侵害された
とする理由（被害
の状況など)

私が淫乱であるという情報
私の裸の写真であると誤解される写真

掲載されている情報

掲載されている場所
URL：http:／／xxx12345.com／12345678.html
レス番号：123,144

侵
害
情
報
等

侵害されたとする
権利

名誉権

「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」記載例資料3-1-4
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20 ニ コ ニ コ 動 画

「ニコニコ動画」は，株式会社ニワンゴが運営する動画共有サービス

であり，動画の画面上にコメントができるという特徴を持っています。

そのため，「ニコニコ動画」では，動画による権利侵害がなされる場合

と，コメントによる権利侵害がなされる場合が起こります。

削除依頼をするには，まずは問題と考える動画が掲載されている画面

の一番下までスクロールします。そうすると，「コメント通報」，「動画通

報」というリンクがあるので，コメントに問題があれば「コメント通報」

を，動画に問題があれば「動画通報」を，それぞれクリックしてくださ

い。なお，「ニコニコ動画」はログインをしないと視聴することができ

ず，削除依頼等もできないので，アカウントを持っていなければ最初に

アカウントを作成してください。

まず，「コメント通報」から説明します。

「コメント通報」をクリックすると「コメント削除依頼板」が表示され

ます。この中には削除依頼スレッドがあるので，ここからも「対象ペー

ジ URL」，「コメント ID」，「削除理由」を明記して削除依頼ができます。

ただし，このスレッドは公開されているため，削除理由も公開されます

し，そもそも削除依頼をしたこと自体を知られたくない場合もあるで

20 ニコニコ動画 201

▶引用元：http:／／www.nicovideo.jp／

「ニコニコ動画」コメント削除依頼板・動画削除依頼フォーム表示画面資料6-20-1
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▶引用元：https:／／secure.nicovideo.jp／secure／support_form?ct=nicocommu-

report%28delete-comment%29

「ニコニコ動画」お問い合わせフォーム資料6-20-3

しょう。その場合には，コメント削除依頼板の一番下までスクロールし

てください。すると，次のような「お問い合わせ」という記載の中に，

お問い合わせフォームへのリンクがあります。

「お問い合わせフォーム」をクリックすると，次の画面に移ります。

第 6章 個別サイトへの対応202

こちらをクリック

▶引用元：http:／／bbs.nicovideo.jp／delete／comment／

「ニコニコ動画」お問い合わせフォーム表示画面資料6-20-2
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このフォームから問い合わせをする際も，どの動画のどのコメントが

問題だと考えているのかがわからないと，問題があるかどうかを判断で

きないため，「対象ページ URL」，「コメント ID」，「削除理由」を明記する

必要があります。特に，「削除理由」については，全角2000字以内でなる

べく詳しく記載しましょう。

記載例は，次の通りです。

20 ニコニコ動画 203

▶引用元：https:／／secure.nicovideo.jp／secure／support_form?ct=nicocommu-

report%28delete-comment%29

ヘルシーフード・リビング株式会社 総務部 北野原容子お名前：

削除依頼件名：

お問い合わせ内容：

【対象ページ URL】

http:／／www.nicovideo.jp／watch／pm12345678

【コメント ID】

22

【削除理由】

当社，ヘルシーフード・リビング株式会社とは全く異な

る企業である，健康食品を製造・販売する株式会社ヘル

シーフードリビングのサプリメントについて，健康面での

有効性を立証した論文に不備があったにもかかわらず，同

社，株式会社ヘルシーフードリビングが販売を続けている

ことを批判する本動画の中に，当社，ヘルシーフード・リ

ビング株式会社のホームページの URL や，当社が展開し

ている飲食店への誹謗中傷のコメントが書き込まれてい

ます。

連絡先メールアドレス： kitanohara@healthyfood-living.com

「ニコニコ動画」お問い合わせフォーム記載例資料6-20-4
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次に，「動画通報」について説明します。

資料6-20-1で「動画通報」をクリックすると，次のような違反動画の

通報画面になります。

「違反項目」については選択できますが，自分の権利が侵害されてい

る場合は「保有する権利が侵害されている（権利者の方のみ）」という項目

があるので，こちらを選択してください。すると，次のように画面が変

化します。

第 6 章 個別サイトへの対応204

▶引用元：http:／／www.nicovideo.jp／

「ニコニコ動画」動画削除依頼フォーム表示画面①資料6-20-5

お問い合わせ内容：

当社，ヘルシーフード・リビング株式会社は，飲食店を

展開する企業であり，株式会社ヘルシーフードリビングと

は一切の関係がありません。また，当社，ヘルシーフード・

リビング株式会社は，株式会社ヘルシーフードリビングの

製造・販売するサプリメントと同種のものを含め，一切の

サプリメントの製造・販売を行っておりません。そのため，

上記コメントは，当社，ヘルシーフード・リビング株式会

社の名誉を著しく棄損し，社会的信用の低下につながるも

のです。

よって，上記コメントの削除を，切にお願い申し上げま

す。


