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道の自由はどこまで守られるべきか。肖像権が
突きつける問いは重い。

ことに悩ましいのが，過去のニュースや番組
（以下「放送アーカイブ」）を再利用する際の肖
像権の処理だ。そもそも初回の放送時ですら，
誰だか特定できない人が多数写り込んでいる。
年月を経たあと，その1人1人に再利用のため
の承諾を得ることが不可能なのは言うまでもな
い。承諾がない前提で，アーカイブ担当者は
判断と覚悟を迫られる。

こうした中，2019年9月，注目すべき動きが
あった。デジタルアーカイブ学会・法制度部会

（部会長・福井健策弁護士）が「肖像権処理ガ
イドライン（案）」を発表したのだ。これが目指
すのは，デジタルアーカイブ機関が大量の写真
をインターネットなどで公開する際，肖像権の
観点から公開可能か否かを客観的に判断でき
る指標となることである。写っている人物をさ

  1. はじめに

顔や姿形を無断で撮影・公表されない権利
「肖像権」は，テレビに携わる者にとって避け
ては通れないものである。肖像権は法律上の
明記がなく，判例の蓄積に頼るしか判断の術
がない。画面に写った人の権利を侵害するか
否かの境界線は曖昧で，担当者それぞれの“感
性”に委ねられる余地が大きく，ぶれが生じや
すい。

インターネットでの拡散・炎上のおそれ，過
剰なまでの個人情報保護意識の高まり。この
プレッシャーが，ボカシ，モザイク，顔消しへ
と担当者を走らせているのか。BPO（放送倫
理・番組向上機構）は，テレビのインタビュー
でボカシ，モザイク等（以下「マスキング」）が
日常化していると指摘し，「信頼低下をテレビ自
らが追認しているかのようで，残念」1）と懸念を
表明した。個人の人権に対して，知る権利と報
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まざまな要素から「ポイント計算」するというユ
ニークな内容であり，日々実務にあたるアーカ
イブ関係者から高い関心が寄せられている。

本稿では，肖像権処理ガイドライン（案）（以
下「ガイドライン案」）が，放送アーカイブ活用
の際にも有用か否かを，検討・分析する。

第2章では基礎情報として肖像権関係の裁
判例をひもとき，第3章でガイドライン案を詳
述。さらに第4章で，過去のドキュメンタリー
番組の再利用を想定し，ガイドライン案をあて
はめ，効果や課題を洗い出す。

放送番組の「顔消し」はどこまで必要か。
テレビ放送開始から67年。時に「死蔵」と

揶
や ゆ

揄される映像資産に再び光をあてるため，避
けては通れない肖像権と向き合う研究の第一
歩としたい。

なお，肖像権には，人格的な権利と，芸能
人などの肖像に生じる経済的な価値を守る権
利，いわゆる「パブリシティー権」がある。本
稿ではパブリシティー権には言及せず，専ら人
格権としての一般の人々の肖像権を取り上げる。
また，著作権の問題はもちろん，番組の全体
構成やナレーションなどでその人物をどう表現
するかによっては，肖像権以外の，名誉権など
の問題も検討すべきだが，本稿では主として肖
像権に光をあて，ほかの諸権利の問題は，機
会を改め考察することとする。

  2. 肖像権の形成過程を概観する
～取材・報道目的を中心に～

2-1  公共性・公益性・手段の相当性

法律上の明記がない中，肖像権は戦後の裁
判例の蓄積によって確立されていった。

肖像権の定義を初めて最高裁が示したのが，
1969年の京都府学連事件である。デモ行進中
の学生を警察官が写真撮影した行為が学生の
肖像権を侵害するか否かが問われ，判決は「肖
像権と称するかどうかは別として」としつつ，
憲法第13条の幸福追求権に基づき，「何人も，

その承諾なしに，みだりにその容ぼう・姿態

を撮影されない自由を有する」2）と明示した。
この最高裁判決の文言は，その後の肖像権

裁判にほぼ同様の言い回しで踏襲された。
報道目的での撮影・公表が争われた事案は

数多い。言論・表現の自由と，個人の人格的
利益のバランスをどうとるかがその都度焦点に
なり，肖像権の定義の確立に“貢献”している。
常に問われてきたのは，取材と報道が「公共

の利害に関わる事実か」（公共性），「公益を図

る目的か」（公益性），「その目的に照らして手

段は相当な範囲のものか」（手段の相当性）を
すべて満たしているか，である。

例えば，1993年の護送車事件 3）では，いわゆ
る「ロス疑惑」の刑事被告人が護送車に乗って
いる姿を写真週刊誌が撮影・掲載し，肖像権
侵害か否かが争われた。東京高裁は「肖像権
を侵害するものであるけれども，表現の自由の
行使として相当と認められる範囲内にあり，違
法性が阻却（否定）されるというべきである」4）

として，週刊誌側に軍配を上げた。殺人のよう
に社会一般の関心を集める重大な犯罪の被告
人に関することは，公共の利害に関わる事実
であり（公共性），その目的は専ら公益を図る
ことにあると言える（公益性）。そして，護送
車内の被告人を撮影したが，上半身だけを写
し，一般の道路上でもあり，穏当を欠く方法を
用いた形跡もない（手段の相当性）というのが
理由である。



32 MARCH 2020

無論，報道機関側が肖像権侵害で敗訴した
例は枚挙にいとまがない。有名作家の再婚相
手と予想される女性が自宅にいる姿を，塀越し
に無断撮影して写真週刊誌に掲載した行為は，
公共性も手段の相当性もなく，肖像権侵害だと
した判決 5）などがある。

2-2  新たな最高裁の基準
「6 項目の総合考慮」と「受忍限度」

最高裁判例で，現在のところ最も具体的に
肖像権侵害の基準を示したのが，2005年の法
廷写真事件の判決である。

和歌山毒物カレー事件の被告（当時。2009
年に死刑確定）の法廷内での手錠・腰縄姿を，
裁判所の許可を得ず隠し撮りし，写真週刊誌
に掲載した。一審，二審とも肖像権侵害を認
めたが，週刊誌側が上告。結局，最高裁で肖
像権侵害が確定した。

この判決文で注目すべきは，肖像権侵害に
あたるか否かの判断のために，以下の6項目を
明示したことである。すなわち，「①被撮影者

の社会的地位，②撮影された被撮影者の活

動内容，③撮影の場所，④撮影の目的，⑤

撮影の態様，⑥撮影の必要性等を総合考慮し

て，被撮影者の上記人格的利益の侵害が社

会生活上受忍の限度を超えるものといえるか

どうか」6）である。
判決では，この事件においては，④撮影の

目的は「報道」のため許容される要素であるよ
うな認識を示しつつ，③撮影の場所は，法廷
という一応公開の場ではあるが，被撮影者は
撮影が予想される場に任意に現れたわけでは
ない，⑤撮影の態様は，隠し撮りであり，裁
判所にも許可を得ていないため相当とは言えな
い，⑥撮影の必要性も，手錠・腰縄姿をあえ

て撮影・公表する必要性はない，とした。つま
り6項目のうち少なくとも3 項目で撮影者側の
違法性を指摘し，被撮影者にとっては「社会生
活上受忍の限度を超えている」と判断し，肖像
権侵害だと認定したのだ。

日本では最高裁の判例にその後の下級審が
従わなければならないわけではないが，それで
も，多大な影響力を持つ。この判示は，現在
の日本での肖像権を語るうえで最も代表的な解
釈である。

報道の観点からは，これまで公共性・公益
性・手段の相当性の「すべて」を満たすことが
撮影・公表の要件であったが，新たな6項目
では「総合考慮」，つまり総合的に判断するた
め，従来の解釈を変更すべきか否かが議論に
なることもある。ただし，6項目の中に公共性・
公益性・手段の相当性が分散して吸収された
と考えて，従来どおり満たすべきは満たしつつ，
要件全体を見回すのが確実と言えよう。

この点，本稿で検討する放送済みのアーカイ
ブはどのように考えるべきだろうか。当初の報
道（初回放送）と同じ内容だから検証せずに
公開してよいのか。過去の番組が時を経て人
に見られたとき，被撮影者の「受忍限度」を超
えることはないのか，より慎重な検討，まさに
総合考慮が必要となるはずである。

この点に留意しながら，次章でガイドライン
案を読み解いてゆく。

  3. 肖像権処理ガイドライン（案）を読み解く

デジタルアーカイブ学会・法制度部会作成の
「肖像権処理ガイドライン（案）」7）（表）が想定
するのは，デジタルアーカイブ機関が所蔵する
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１. 被撮影者の社会的地位（以下，複数該当があり得る）
公人（ex政治家）（+20），著名人（ex俳優，芸術家，スポーツ選手）（+10），16歳未満（-20），
有罪確定者（+5），逮捕報道から10 年経過（-5）

点

２. 被撮影者の活動内容
2-1 活動の種類

公務・公的行事（+10），歴史的行事（exオリンピック，万博）（+20），歴史的事件（+20），
公開イベント（exお祭り，運動会，ライブ，セミナー）（+5），
センシティブなイベント（ex宗教，同和，LGBT）（-5）

2-2 被撮影者の立場
業務・当事者としての参加（ex出演者，コンパニオン等のイベントスタッフ）（+5），
プライベート（-10） ，社会的偏見につながり得る情報（ex風俗業，産廃業者，ハンセン病）（-10）

点

３. 撮影の場所
屋外・公共の場（+15），自宅内・ホテル個室内・避難所内（-10） ，病院・葬儀場（-15）

点

４. 撮影の態様
4-1 写り方

多人数（+10），特定の人物に焦点をあてず（+10），アップ（-10）
4-2 撮影状況

撮影を容認していると推定できる状況（ex相撲の升席，カメラにピースサイン） （+5），
撮られた認識なし（-10）， 拒絶の意思表示（ex手でカメラを遮ろうとする） （-20）

4-3 被写体の状況
遺体・重傷（-20），水着など肌の露出大（-10），性器・乳房（-20），身体拘束（ex手錠・腰縄）（-10）

点

５. 写真の出典
刊行物等で公表された情報（+10），  遺族から提供（+15）， 遺族が存在しない故人（+30）

点

６. 撮影の時期
撮影後50 年以上経過（+40）， 撮影後40 年経過（+30）， 撮影後30 年経過（+20），
撮影後 20 年経過（+10）

点

合計　　　　　点

表　肖像権処理ガイドライン（案） 2019.9.26 公表版

【 Step.1 】誰なのか判別できる大きさで写っているか? ⇒ 判別不可＝公開可　※判別可の場合，Step.2へ
【 Step.2 】写っている人の同意を得たか? ⇒ 同意あり＝公開可　※同意なしの場合，以下の計算へ

０点以上 ●公開可

マイナス１点～マイナス15点
（右記のいずれかの方法で公開可）

・公開範囲を限定（ex 館内，部数限定の研究誌など）
・マスキング

マイナス16点～マイナス30点
（右記のいずれかの方法で公開可）

・厳重なアクセス管理（ex事前申込の研究者のみ閲覧）
・マスキング

マイナス31点以下
（右記の方法で公開可）

・マスキング

※すべての点数はあくまでオープンな議論のための仮置きであり，何らの法的アドバイスでも見解の表明でもない
（デジタルアーカイブ学会・法制度部会が公表した資料をもとに作成）
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「写真」をインターネットなどで公開する場合で
ある。映像は対象に含まれない。

映像は，それ自体の情報量が多く，前後の
文脈や音声も考慮する必要があり，より複雑
になる。それでも，将来的に映像での肖像権を

「総合考慮」するうえでの出発点になり得ると
考え，詳しく検討することとした。

法制度部会は作成と公表に至った問題意識
について，「大量のコンテンツを扱うデジタル
アーカイブ機関では，『総合考慮』という基準
のみで現場で公開の是非を判断するのは到底
現実的ではありません」8）と，放送局同様の現
場の苦境を説く。

ガイドライン案では， 写真の人物が判別で
き（Step.1），その人の同意を得ていない場合

（Step.2）にポイント計算を行うシステムを提示
している。「総合考慮」の判断基準を客観化で
きるよう，前章の最高裁判決の6項目を念頭に，
各項目で具体的に要素を例示しプラス（加点），
マイナス（減点）のポイントをつけ，合計点を出
す仕組みだ。合計点が0点以上であれば公開可
となり，マイナス点が大きいほど公開範囲が狭
まる。

ただし，最高裁6項目のうち，④目的と⑥
必要性は省かれている。これらは，要素の例
示や点数づけをするにはあまりに多様であるた
め，各アーカイブ機関によって，その都度，独
自に検討されるべきだろう。その代わり「写真
の出典」「撮影の時期」という独自の項目が立
てられている。

なお，ガイドライン案は，あくまで議論のた
たき台であり，点数も「仮置き」で「何らの法
的アドバイスでも見解の表明でもない」と注記
している。要素も点数も，今後の議論を経て

改訂を重ねる前提のものだ。
以下，表にある項目ごとに，公表当日にガイ

ドライン案について議論するために開催された
「肖像権ガイドライン円卓会議」の参加者（アー
カイブ機関関係者や法学者など）と作成者側

（主としてガイドライン案のとりまとめ役・数
す

藤
どう

雅彦弁護士）の意見の一部抜粋，そして筆者
の検討と考察の順で記述する。

3-1  肖像権円卓会議での意見と検討・考察

（1） 被撮影者の社会的地位

【検討・考察】

公人は，政治家のほか公務員も含まれる9）。
公共の利害にもたらす影響は大きく，活動も専
ら公費（税金）によるため，最大の加点となっ
ている。「元議員（落選中）」も含まれるだろう。
また「退職後の公務員」の大半は私人（±0）
だろうが，退職後でも写真のテーマが在職中
のことであれば公人扱いだろう。

著名人について，ガイドライン案の解説では
判例を紹介している。多くのテレビ出演で著
名な弁護士がテレビ局から出たところを撮影さ
れた事件で，判決は肖像権侵害を否定した 10）。
社会的に影響力のある著名人は公人に次ぐ加
点となる。大企業の経営者や幹部も業績や名
声などによって「公的存在」だと認定する判例
もあり11），著名人にあたるだろう。

16歳未満は-20。少年法では，家庭裁判
所の審判に付された少年の氏名や容ぼうなど，
その事件の当事者だと推知（推察）することが
できるような記事や写真を新聞等に掲載するこ
とを禁じている12）。

有罪確定者でも一定期間が経過すると減点

【円卓会議での意見】（ここでは特になし）
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にしている。この参考となる判例に，肖像権で
はないが，ノンフィクション『逆転』事件があ
る。有罪確定から10年以上経過している前科
を公表された人のプライバシー権が争われた事
件だ。原告は，1964年に米国兵を死亡させ，
服役したことが，1977年（13年後）に出版され
たノンフィクション作品の中で実名とともに明か
された。出所後，原告はその前科を勤務先に
も妻にも秘密にして暮らしていたのだ。最高裁
まで争われた結果，前科などは「その者の名
誉あるいは信用に直接にかかわる事項」である
から法的保護の対象だと認定され，出版社ら
の敗訴が確定している13）。

（2） 被撮影者の活動内容

【検討・考察】

ここでは，活動内容をその「種類」と「被撮
影者の立場」の両面から考慮し，ポイントを合
算するよう設計されている。例えば，公開イベ
ント（+5）だが，プライベートでの参加（-10）の
場合，被撮影者の活動内容は合計で-5となる。
「活動の種類」は無数に存在する。ガイドラ

イン案では「行事」「イベント」などを例示し，
撮影されても通常は受忍すべき場面としてい
る。では，いわゆる催しに限定せず，何らか
の事が起きている現場の場合はどうなるのか。
特に，ニュースなどは「事件現場」の映像が多
い。この点は検討を要する。

歴史的行事・事件は+20。アーカイブが歴
史を後世に伝えるという使命を背負っている以
上，妥当な加点だ。ただし，円卓会議の意見
にあるように，歴史的か否かの判断は人により
異なるので難問である。

放送アーカイブの観点からも，活用しようと
する時点で「歴史的」と言えるか，が問われる。
放送当時は大事件・大イベントで，公共性・公
益性が高くても，時を経たあとにそれが維持さ
れているか，逆に時を経たからこそふさわしい
意味合いが付与されているかは確認すべき点
だ。併せて，被撮影者が反社会勢力などに関
係していたなど，その姿が人の目に触れること
で不利益を及ぼすと想定される場合，「社会的
偏見につながり得る情報」での救済（減点）も
考慮すべきだろう。

社会的偏見につながり得る情報を広くとらえ
るといろいろある。参考になるのが，個人情報
保護法の「要配慮個人情報」14）である。
「1.被撮影者の社会的地位」の項目で逮捕

者・有罪確定者にポイントがついているが，そ
の逆の立場にいる事件の被害者とその家族は

【円卓会議での主な意見】

•「歴史的行事」を一くくりにするのは危険
だ。例えば「ナチス結党集会」は万博と
は明らかに歴史的意味合いが異なる。被
撮影者にとって“足かせ”となる歴史のは
ずだ。

•（上記意見への作成者側の返答）「ナチス」
などは，被撮影者の立場が「社会的偏見
につながり得る情報」であるから，そこ
で調整・配慮できるようにしている。

•「歴史的」であるか否かは主観的な判断
になりやすい。除外すべきではないか。

•「プライベート」は何もかもではなく，「私
生活上の秘密」程度まで狭くとらえるべ
きだ。

•反社会勢力に加わっていたとか，イデオロ
ギーのもとに特殊な活動をしていたことが
読み取れない写真であれば，マイナス点
をつけるべきではない。
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要素に加えるべきだ。犯罪の経歴（前科）とと
もに，犯罪被害者に対しても不当な差別，偏
見などの不利益が生じないよう特別な配慮が
求められる。また，身体・知的・精神障害など
も要配慮個人情報の対象だ。撮影・公表され
たことを独力で認識，承諾，拒絶をすること
が困難な人，例えば，視覚障害者，重度の知

的障害者や認知症の人などは，ここで減点す
べきだろう。

さらに，昨今の報道ではマスキングが当たり
前になっている逮捕者とともにいる旧友の写

真はどうだろう。逮捕前（学生時代など）の経
歴を伝える際に頻繁に使用されるものだ。事
件の内容や写真の状況にもよるが，例えば逮
捕者が「少年時代は優等生で友達も多かった」
ことを伝えるための，友達と歓談している様子
の写真であれば，その友達に及ぶ不利益は犯
罪被害者に比べてかなり少なく，受忍限度の
範囲内と考え得るケースも多いはずだ。プライ
ベートでの-10はあっても，社会的偏見につな
がり得る情報でのさらなる減点は不要だろう。
ただし，その犯罪を直接的に感じさせる写真

（不良同士の集まりなど）であれば，より慎重
になるべきである。

（3）撮影の場所

【検討・考察】

公道を歩行中の人物を撮影・公表した行為
について，肖像権侵害が否定される判例は複
数存在する。一方，自宅や病院内などでは肖
像権侵害が肯定されるケースが多い。

作成者の説明から考えれば，公共の場とは，
例えば誰でも入場できる会議場，展示場，競
技場などが含まれる。市役所など官庁の窓口
も同様であろう。

ただし，例えばハローワークの窓口は公共
の場だが，そこにいるのは職を求める人々であ
り，他人には知られたくない（撮られたくない）
状況だと考えるのが妥当だ。公共の場であって
も加点しない，あるいはガイドライン全体を見
渡して，「2-2 被撮影者の立場」が，プライベー
ト（-10）で，かつ，社会的偏見につながり得
る情報（-10）として，被撮影者の保護を手厚く
するよう調整が必要となるだろう。

気になる場所がある。屋外であってもラブホ

テル街や性風俗店密集地をたまたま歩行中の
男女が写った場合はどうであろう。悪事を働

【円卓会議での主な意見】

•（作成者側）「屋外」は屋根のない路上や
公道。「公共の場」は，屋根の下（室内）
だがプライベート空間ではない場所を指す。

•福島原発や加計学園の校庭も屋外だ。津
波がいままさに迫っていて人が被災してい
る場所も屋外である。屋外といっても一
律ではないのではないか。

•（上記への作成者側の返答）屋外の概念
は「通常撮影されることを受忍し得る場所」
と考える。津波の現場は受忍し得ないた
め，一般的な屋外とは考えていない。

肖像権円卓会議（2019年9月26日）
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いている様子でなければ，受忍し得ると言え
るとは思うが，断言できる自信はない。被撮
影者の知人の目に入れば，冷やかしの対象に
はなるはずだ。やはりここでも加点しないのが
よいかもしれない。その際，「なぜその場所を
撮ったのか，なぜ公表するのか」という目的や
必要性を改めて検討すべきである。

（4）撮影の態様

【検討・考察】

「2.被撮影者の活動内容」と同様，ここでは
3つの側面からポイントを合算する。

ガイドライン案の解説では，この「態様」を
考えるうえでの重要な判例として，ストリート
ファッション事件15）を挙げる。原告の女性は，
銀座の公道を，胸元に大きな赤字で「SEX」
とデザインされた服を着て歩行していた。そ
の全身像が大写しで無断撮影され，ストリー
トファッションを紹介するウェブサイトに掲載

された。この写真がインターネット上で拡散
し，女性を誹謗中傷する多数の下品な書き込
みがあった。判決は，写真は女性の全身像
に焦点を絞り，容ぼうもはっきりわかるもので，

（「SEX」とデザインされた服を着た姿は）一
般人であれば撮影されることに心理的負担を
覚え，ウェブサイトへの掲載も望まないとして，
肖像権侵害だと認定した。

この事件をガイドライン案のここまでの項目
にあてはめてみる。アップ（-10），撮られた認
識なし（-10），さらに服の特徴を考慮すると，
水着など肌の露出大（-10）と同レベルだろうし，
プライベート（-10）でもある。唯一の加点とし
て屋外（+15）があるが，合計して-25。厳重な
アクセス管理かマスキングが必要ということに
なる。

被写体の状況について付言すると，別の事
件では，自宅内でのガウン姿 16）や，自宅付近で
の（他人との接触を前提としない）普段着姿 17）

は，被撮影者が公表されることを望まないもの
だと示した判例がある。ここでは，室内着も考
慮の要素に入れ，-5程度としてもいいのでは
ないかと筆者は考える。

被撮影者が撮られることを承諾しているかど
うかは，特にアーカイブ映像では多くが判別不
能である。テレビ取材の場合，街頭の風景を
撮影する際に腕章をつけるなど，「撮影をして
います」ということを明示することで，その場に
いる人の「黙示の許諾」を得るようにしている
が，誰もが取材クルーに気づいているとは言え
ない。放送時に被撮影者から何らかの申し出
があれば対応や情報共有も可能だろうが，そう
した記録が保存されていないことも多く，アー
カイブ利用の際の不安要素である。映像から
承諾しているか否かを推定するのは実に困難

【円卓会議での主な意見】

•（作成者側）「アップ」とは通常，胸から
上の顔の撮影を指すが，ここでは全身像
も含む，いわゆる「大写し」を言う。

•避難所の被災者を例にすれば，“困ってい
る”“つらい”という表情も，状況を伝える
大事な要素。短期間でも公開すべきだ。

•マスキングしていても写真の状況から，被
災者が“つらい”という表情を推察するこ
とはできる。公開は慎重であるべきだ。

•被写体が許容しているかどうかは，アーカ
イブ写真の外見上からは判断できない難
しさがある。ピースサインなど好意的なレ
スポンスをしていればいいのだが，単なる
カメラ目線では許容とは言いがたい。
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な作業だ。
もっとも，それを補うためにガイドライン案

の多項目に及ぶポイント計算の意味がある。社
会的地位，活動の内容，場所，そして写り方
や被写体の状況などから総合考慮の客観的結
果を導くことになる。

（5）写真の出典

【検討・考察】

この「写真の出典」と，後述する「撮影の時
期」は，最高裁判決の6項目にはない，デジタ
ルアーカイブ公開目的ならではの項目である。

放送番組の場合，一応「刊行物等で公表さ
れた情報」にあたると考えられる。ガイドライ
ン案の解説では「既にある程度多数の目に触
れていること，少なくとも当該刊行物等での公
表当時には本人から一定の同意が得られてい
た可能性が高いことなどに鑑み，プラスの点」
としている。放送番組は，ある程度多数の目
に触れていると言って差し支えないだろう。

しかし，新聞の過去記事が縮刷版として図
書館などでいつでも閲覧できるのと違い，大
半の放送アーカイブは放送当日以外は視聴で
きない。被撮影者の側に立てば，確認しよう
のない状況にあり，議論を要する点である。

この項目で注目すべきは，ガイドライン案の
解説で，放送アーカイブの再利用にも大きく関
係する判例を複数紹介していることだ。例え
ば，3年前の雑誌掲載記事を同誌の別冊版で
再掲載した行為が争われた事件では，被撮影
者が原記事の掲載を承諾していた点などを踏
まえて肖像権侵害を否定している18）。こうした

判例は，過去に放送された番組を再放送する
場合にも参考となるものだろう。

当然だが，「再掲載」が許されるのも限度が
ある。テレビ局の女性アナウンサーが学生時
代にランジェリーパブに勤務していたと報じる
週刊誌の記事に添えて，女性がテレビ局に入
社する3 年前に少年漫画雑誌に掲載された水
着写真（ランジェリーパブとは無関係）を再掲
載した事件がある。水着写真の撮影・掲載時
とは異なる目的や態様などで公表（再掲載）す
るには，改めて承諾が必要だとして，判決は
肖像権侵害を認定した 19）。放送アーカイブの
再利用が正当なものだと言えるか，つまり，こ
のガイドライン案にはない「目的」と「必要性」
を満たしているか，は大いに問われるところ
だ。

（6）撮影の時期

【円卓会議での意見】（特になし）

【円卓会議での主な意見】
• 犯罪容疑者の顔の識別は30年前あたり
まで可能と言われる。となれば，撮影後
40年経過からの大幅な加点は妥当だ。

•Googleフォトなど，画像から人物を識別す
る技術の進歩は非常に速い。いずれは何
年前でも識別可能になるのではないか。

•時間経過によって加点することには疑問が
ある。実務的には「より長い時間」に拘
束されやすく，近年の被災地での写真で
あっても「あと〇〇年待たないとダメ」と
いう考えに流されやすくなる。

•（作成者側）被災して困難な状況にいる人
の様子は保護性が高いが，復興に向けて
前向き，明るい表情でも多くがマスキング
されているのが現状。ほかの要素との総



39MARCH 2020

【考察・検討】

このガイドライン案での最も特徴的な項目で
あり，時間経過とともに大胆に加点される。こ
れより前の項目でマイナスでも，ここで逆転し
て公開可となる写真も多くなる。

ガイドライン案の解説では，参照として「独
立行政法人国立公文書館における公文書管理
法に基づく利用請求に対する処分に係る審査
基準」の中にある「個人，法人等の権利利益
や公共の利益を保護する必要性は，時の経過
やそれに伴う社会情勢の変化に伴い，失われ
ることもあり得る」との記述を紹介している。

50 年前は，1970年だ。多くのアーカイブ機
関が，もちろんNHKアーカイブスも，1970 年以
前の作品を大量に所蔵し，そのままにしてい
る。敗戦，戦後の混乱から高度経済成長に
至る時代の人々の生き様は，人の数だけ違う
はずなのに，紹介されるのはごく一部である。
その一部だけを繰り返し見せられることによっ
て，私たちは気づかぬうちに歴史の解釈を固
定化・単純化して片づけてしまう。このことが
もたらす害は大きい。筆者は時間経過による
大胆な加点に賛成する。ほかの項目でのポイ
ント状況と突き合わせて検討することで，単
に古ければいい，新しいのはダメ，という一
面的な判断を超えることができるだろう。

ただし，円卓会議の意見にある画像認識技
術の急速な発達は，炎上のリスクとともに深刻
な課題であり，継続して検討・対策が必要だ。
これについては，終章で言及する。

3-2  ガイドライン案が示す事例

ガイドライン案の解説では，実際に撮られた
写真を例示し，ポイント計算を行っている。計
算と判断の参考にすべく，このうち2つの例を
紹介する。

2例の写真は出典元ではマスキングせずに公
開されているが，円卓会議で事例として紹介す
る際，作成者により一部加工されている。

①1970年 大阪万博のコンパニオンの写真 20） 

【ガイドライン案の解説でのポイント計算】

被撮影者の活動内容

歴史的行事（+20）
業務・当事者としての参加（+5）

撮影の場所　

屋外（+15）
撮影の態様

アップ（-10）
撮影を容認していると推定できる状況（+5）

撮影の時期

撮影後40年経過（+30） ※計算時は2019 年

（その他は±0）
20＋5＋15＋（-10）＋5＋30

⇒合計+65 公開可

合点によって，公開できる写真が増えてい
けばよいと思う。
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②1990年代の渋谷のコギャルの写真 21） 

【ガイドライン案の解説でのポイント計算】

被撮影者の活動内容

プライベート（-10）
撮影の場所　

屋外（+15）
撮影の態様

アップ（-10）
撮られた認識なし（-10）

撮影の時期

撮影後 20年経過（+10）
（その他は±0）
（-10）＋15＋（-10） ＋（-10） ＋10

⇒合計-5
公開範囲を限定orマスキング

②の「コギャル」の写真は合計点がマイナス
となった。これには，円卓会議では「マスキン
グすべき」「その必要はない」と，意見が分か
れた。

3-3  小括

円卓会議は白熱し，ここに挙げた以外にも

意見が続出した。賛否が分かれる要素も多々
あった。筆者の検討でも，疑問のある箇所は
少なくない。以下，検討・考察によって抽出で
きた主な課題点について整理する。

被撮影者の活動内容

• 行事やイベントではない「事が起きている現
場」は，どう加点・減点すべきか

• 歴史的行事・事件かどうかの判断基準
撮影の場所

• 屋外や公共の場でも，配慮（減点）を要する
場面があるのではないか

撮影の態様

• 被写体が撮影を容認していると推定するのは
困難ではないか

写真の出典

• 放送番組を「刊行物等で公表された情報」
だと認めてよいか

• アーカイブ再利用の「目的」「必要性」につい
て，各機関での独自の点数づけは可能か

撮影の時期

• 画像認識技術の発達にどう対応するか

特に，ポイント化がなじまない「目的」と「必
要性」は重要である。番組の再利用が，どの
ようなテーマの放送枠で，あるいはウェブサイ
トでなされるのか，逐次検討を要するはずだ
が，果たして汎用性のある基準は作れるのか。

疑問は指摘されつつも，肖像権の処理のた
めにこうしたガイドライン案が作成されること
には，円卓会議参加者の多くが賛成した。文
化的資産を死蔵させず社会還元するために，
最も困難な肖像権の判断にあたってのよりどこ
ろが待望されているのだ。
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デジタルアーカイブ学会・法制度部会は，今
後も議論を続け，ガイドライン案の改訂版を公
表する予定だという。

  4. 放送アーカイブでの検証

前章で見たガイドライン案は，放送アーカイ
ブを再利用（再放送やインターネット配信）する
にあたって有効か。写真のみを対象とするガイ
ドライン案のポイント計算を，情報量の多い映
像（番組）に仮にあてはめ，検証する。

当然，番組全体のテーマ，被撮影者が写る
場面の前後も含めた意味合い，その場にいる
人の声やナレーションなど音声の要素も考慮し
なければならない。それによって浮かび上がる
効果と課題は何であろうか。

4-1  事例研究～1975年放送『越境投棄』～

数えきれない番組の中から適当なものを選
ぶのは困難である。あくまで検証の一端として
選んだ事例は，ドキュメンタリー『越境投棄』

（1975年4月18日，NHKで放送）。廃棄物処
理と環境汚染という現在にもつながる課題を
テーマとし，登場人物はすべて顔出し，隠し撮
りの場面もあることから，検証に値すると推測
した次第である。

 

重要な「再利用の目的」だが，再放送やイン
ターネット配信をする際，何らかの“枠づけ”
が必要になるだろう。例えば，「日本の公害」

「高度経済成長と東京」「昭和ドキュメンタリー
選」などを特集する枠を設けて，それにかなっ
た複数の番組と並べて公開するのなら，公共
性・公益性は高まると言えよう。「なぜ，いま再
放送するのか」「なぜ，配信するのか」は，常に
問われ続ける。

以下，番組中で肖像権が問われるであろう
いくつかの場面について，公開の可否を仮定
し，特に注目した点は★で示し，分析と考察
をする。なお，本稿では，放送アーカイブ活
用と肖像権の問題を広く議論するために，あえ
て映像の静止画を掲載する。放送後，45 年
が経過し，現在では実質的な影響は考えにく
いことなどを踏まえて，総合的に判断した。

【ケース①】東京のごみを千葉に運ぶ運転手

　東京都に隣接する千葉県浦安町（現・浦安
市）では，町役場の職員が，県境の路上で都
内から産業廃棄物を積んでやってくるトラック

番組の概要
東京都内のごみ処理場がどこもいっぱ

いとなり，建設残土などが近隣の県に「越
境」して不法投棄されている。埼玉県のあ
る市では，休耕田を無料で畑に変えると
いう埋め立て業者の話に地元農家が乗っ
てしまったのがきっかけで，市内の100ヘ
クタールを超える田んぼへの廃棄物や残土

の投棄が続いていた。埋め立てを仕切る
業者，市の衛生課長，市民らへの取材を
通して，不法な越境投棄の実態に迫る。

『越境投棄』の廃棄物に覆われた田んぼ（空撮）
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を検問している。「特に産業廃棄物は運搬にも
捨て場にも厳しい制限がつけられている」との
ナレーション。職員は，許可証がないトラック
は東京へUターンさせるなど厳しい姿勢で臨ん
でいる。この場面に，運転手がアップで写る
カットがある。

監視員： 「この先は行かれませんからね。通す
こともできないですよ。じゃ，不法投棄でいい
ですか，告発しても？」
運転手： （聞き取れない声で何か訴える）
監視員： 「いいですか? 告発していいですか？」
　トラックはパトロール車とともに移動（連行）。
ナレーション：「捨て逃げが後を絶たない。浦
安は不法投棄追放の街を宣言した」

【ガイドライン案にあてはめた検討結果】

被撮影者の社会的地位（0）私人 ★1

被撮影者の活動内容　
　活動の種類（0）公務・公的行事，歴史的行

事，歴史的事件，公開イベント，センシティ
ブなイベントのいずれも該当せず ★2

　被撮影者の立場（-10）社会的偏見につなが
り得る情報 ★3

撮影の場所（+10） ★4

撮影の態様

　写り方（-10）アップ
　撮影状況（-10） 撮られた認識なし（カメラが

やや後ろにいることを考慮）
　被写体の状況（0）遺体・重傷，露出大，身

体拘束等のいずれも該当せず
出典（+10） 刊行物等で公表された（放送され

た）情報
撮影の時期（+30）撮影後40年経過
0＋0＋（-10）＋10 +（-10）＋（-10）＋0+10 +30

 ⇒合計＋20　公開可

★1：私人だが，町職員から告発する旨を告げ
られ連行されている。その後の状況は不
明だが，処罰された可能性もある。おそら
く逮捕はされていないだろうが，不法投棄
を疑われた立場であり，撮影から45年後
であることを考慮すると「逮捕報道から10
年経過（-5）」を準用すべきかもしれない。
　これに関連する判例を探したが，適当
なものは見つけられなかった。ただ犯罪
者ではないが，「社会的に批判されている
人物」が公道上にいる様子を，写真週刊
誌が報道して肖像権が争われた事件があ
る。判決では「とりわけ原告の肖像自体
を一般公衆にさらすことだけが目的であっ
たものとは認めることはできない」として，

（1）公道で，（2）取材目的に照らして社会
的に容認できる範囲のもの，は肖像権侵
害を否定した 22）。
　この判例にならえば，運転手の映像は

（1）（2）とも満たす。ただし，運転手は「社
会的に批判されている」わけではない。都
内に捨て場はなく，かといって仕事は放
棄できず，あえてリスクを冒した可能性が
高い。こうした市井の人々の「不本意な姿」
は，別の何らかの形で救済（減点）され
るべきかもしれない。
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★2：この場面だけ見れば，歴史的でも公開イ
ベント等でもない。だが，番組全体では，
当時の都市部における深刻な社会問題で
ある「公害」という歴史的事件（+20）を
扱っており，その一断面でもある。判断
が分かれ得る。

★3：テレビの生中継現場にたまたま居合わせ，
インタビューを受けた廃棄物収集車の運
転手の肖像権が争われた事件がある。判
決では，廃棄物の収集は「立派な職業」
としつつも，「一部の職業に対する偏見や
無理解が完全に無くなっているわけでは
なく，ときに差別的な発言等がなされた
り，子供に対するいじめなどの引き金に
なったりすることもありうる」などの理由で
肖像権侵害を認めている23）。
　なお，この場面は「業務・当事者として
の参加（+5）」との解釈もできるが，たま
たま通行した場所で予期せず撮影された
事情を踏まえると，この要素は含むべき
ではないだろう。

★4：前章の課題「事が起きている現場」であ
る。運転手の立場からは，「撮影を受忍し
得る場所」と言えるのだろうか。ここでは

「センシティブなイベント」に準じた-5をつ
け，屋外（+15）と合算して+10とした。

さて，この肖像を使用する「必要性」はある
だろうか。前後の映像や聞こえてくる会話から，
場面の状況は十分わかる。運転手にマスキン
グをかけても，検問され困惑している表情を
推察でき，内容の理解に大きな支障はきたさ
ない，とも考えられる。「必要性」では減点対
象となり得るが，それでも，総合点（+20）がマ
イナスに転じるまでには至らず，公開可である

ことには変わりない。

【ケース②】埋め立て（不動産金融）業者

　残土の埋め立てを仕切るこの業者は，たび
たび登場する。撮影の承諾をしていることは間
違いなく，ガイドライン案の前提にならえば公
開可である。一方，インタビューに応じて自ら
の思想・信条を語っているため，言語の著作
物の著作者であり，著作権処理の対象となる。
肖像権の検討が目的の本稿では，この点につ
いては考慮せず，計算を試みる。

業者：「私は造成屋なんだ。濡れた土を乾かし
て，その乾いた土を整地してる。それで文句あ
んのか」

　業者は，荒れた田んぼを畑に変えて農民に
喜ばれている，土建業者で自分を知らない者は
いない，などの自負がある。
　結局，市が埋め立て工事の中止を決め，残
土搬入に歯止めがかかる。当初の計画がとん
挫した形になった彼だが，
　「これで逃げたほうが俺は助かる。金かかる
のはこれからなんだから，（中略）俺がいちばん
得」
と，したたかさをのぞかせる。

 
 残土の山を歩く
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被撮影者の社会的地位（0）私人（ただし，ケー
ス①同様の検討が必要）

被撮影者の活動内容

　活動の種類（0）
　被撮影者の立場（-5） 業務・当事者としての

参加（+5）と，社会的偏見につながり得る情
報（-10） ★5

撮影の場所（+15）屋外・公共の場 ★6

撮影の態様

　写り方（-10）アップ
　撮影状況（+5）容認している
　被写体の状況 （0）
出典（+10）
撮影の時期（+30）
0＋0＋（-5）＋15＋（-10）＋5＋0 +10＋30

 ⇒合計＋45　公開可

★5：「社会的偏見…」については，ケース①と
同様の判断。加えて，この業者は自らの
事業内容について堂 と々語っており，プラ
イベート性は皆無。業務としての参加の加
点を合算した。

★6：撮影の場は，仕事場である残土の山（屋
外）と，事業所内。来客もあり，当事者
も撮影を受容している。この場合，公共
の場と考えて差し支えないだろう。

この業者の肖像の「必要性」を検討する。
番組（この公害問題）に公共性・公益性がある
なら，最も主要な当事者の1人である彼の挙動
と表情を，観る者にそのまま伝える必要性は
十分にある。この点も踏まえて，肖像の公開は
問題ないと考える。

【ケース③】“ごみの山”で遊ぶ子どもたち

　残土・がれきの山で子どもたちが遊んでい
る。フィリピンのスモーキーマウンテンをほうふ
つとさせる。この映像に，前出の埋め立て業
者に対して，ダンプカーの騒音被害を訴える男
性がやりとりする音声が重なる。

ナレーション： 「東京ナンバーのダンプが姿を見
せてから街の様子は一変した。カモやサギな
どの野鳥が姿を消し，子どもたちの遊び場もが
れきの山に変わった。しかも最近あちらこちら
でヘドロの中から有害のPCBが見つかり，住
民の健康を脅かす例も出ている」
男性： 「仮に，12時過ぎて寝るでしょ。とても
じゃない，朝まで寝られないですよ。杭でもな
んでも打って，（筆者注：ダンプを）止められれ
ばね，止めたいくらいですよ，ほんと」
業者： 「それはできねえわ」

営業所内で苦情対応
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被撮影者の社会的地位（-20）16歳未満 
被撮影者の活動内容　
　活動の種類（0）
　被撮影者の立場（-10）プライベート
撮影の場所（-5） ★7

撮影の態様

　写り方（-10）アップではないが，全身像。
ほかにもよく表情がわかる映像あり

　撮影状況（-10）認識していない
　被写体の状況 （0）
出典（+10）
撮影の時期（+30）

（-20）＋0＋（-10）＋（-5）+（-10）＋（-10）＋0
+10＋30 ⇒合計-15　

公開範囲を限定orマスキング

★7：前章での「屋外や公共の場でも，配慮（減
点）を要する場面があるのではないか」と
いう課題が浮上する。屋外なので+15で
あるべきだが，場所は「ごみの山」だ。
通常，撮影を受容し得るかの判断が難し
い。「ラブホテル街・性風俗店密集地」と
同等に，独自の判断で-5とした。

この番組での，初めてのマイナスとなった。
ただし，場所を屋外（+15），撮影を容認して
いると推定（+5）すれば合計で+20となり，公
開可。判断が分かれる場面だろう。ただし，
あくまで筆者の印象だが，場所はごみの山で，
有毒性も指摘されるが，子どもたちの様子はい
たって朗らかだ。ケース①・②に比べてもマス
キングをすべきだとは感じられない。被撮影者
が16歳未満（-20）であることが大きいが，未
成年を一律に大幅減点することについて，改め
て検討が必要かもしれない。

番組の主題に即した地域の実相を最も直接
的に伝える場面であり，「必要性」も十分に満
たしていると言えよう。

【ケース④】市の衛生課長が訪ねた家の子ども

（隠し撮り）

　孤軍奮闘するのは市の衛生課長。彼は，ご
みの山から個人を特定できそうなものを拾い集
める。子どもの絵日記などを発見した課長は，
投棄をしたと思われる都内の運転手の自宅を
訪れる。しかし，いたのは運転手の妻と幼い
子ども。その様子を隠し撮りした画面に，子ど
もの顔がチラチラ見える。

課長：「捨てた場所わかるでしょ。これをね，
全部処理してもらいたいんだよ」
妻：「ああそうですか。うち，ちょっとダンプ乗っ
てるもんでね。ダンプのガラやなんかのときに，
こういうの（筆者注：絵日記など）を載せて，
捨ててもらってるんですよね」
課長：「困るんだよ，それがね。（中略）ごみの
捨て場じゃないんでね」
妻：「いやあ，私はそこらへんに捨ててるとは
思わないんで」
　課長は後日市役所に来るよう要請，妻は承
諾する。だが，その後，運転手夫妻が市役所
に来ることはなかった。
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ガイドライン案では，ポイント計算の前段階
（Step.1）で「判別の可否」の確認を求めてい
る。この場面に写る子どもは「誰なのか判別で
きない」として公開可とすることも可能だ。仮に
判別できるとして，計算を試みる。

被撮影者の社会的地位（-20）16歳未満
被撮影者の活動内容　
　活動の種類（0）
　被撮影者の立場（-20） プライベート（-10）

と，社会的偏見につながり得る（-10）
撮影の場所（-10）自宅内
撮影の態様

　写り方（+10）特定の人物に焦点をあてず
　撮影状況（-10）認識なし ★8

　被写体の状況 （0）
出典（+10） 
撮影の時期（+30）

（-20）＋ 0＋（-20）＋（-10）+ 10＋（-10）＋0＋
10＋30 ⇒合計-10　

公開範囲を限定orマスキング

★8：隠し撮りを，「撮られた認識なし」に一くく
りにしてよいのか。判例では，報道機関
の隠し撮りに対して厳しいものもある。だ
が，「低俗なのぞき見趣味に発した個人の
私生活の暴露といったものとは一線を画し
ている」24）もので，公共性を備え，穏当な
方法で撮られたなら違法性を否定するケー
スが多い。隠し撮り独自での減点はしな
いと判断した。

ただし「必要性」については，ここでの子ど
もの表情が見えなくとも状況は伝わるだろう。
一方，運転手の妻については，顔は見えない

が，声は明瞭に聞き取れる。夫が不法投棄し
た可能性や，市の呼び出しに承諾しながらそ
の後は無視したことが伝えられる。名誉侵害
の可能性もゼロではないが，氏名・住所などの
情報は伏せられており，放送からの時間経過も
考慮すると，実害の程度は極めて低いと考えら
れる。

4-2　小括　その効果と課題

ケース③・④での子どもの肖像は，公開範
囲の限定かマスキングの対象となった。また，
撮影後40年経過の+30がなければ，ケース①
も公開可とはならない。時間経過の「底上げ」
が際立つ結果となった。だが今回，筆者とし
てはかなり慎重に，抑制的にポイント計算をし
たつもりだ。その結果，肖像権の側面からは，
この番組は「公開可」としても差し支えない程
度のものと考える。これは，筆者が番組全編
を初めて視聴した際の実感とも一致する。「な
んとなく公開可だと思う」ではない，総合考慮
の具体的結果であり，ガイドライン案の一定の
有効性は確認できた。

大きな利点は，放送アーカイブの大量公開を
検討するうえで，実務の効率化が期待できるこ
とだ。法的な知識のない実務者でも，まずは
ガイドライン案で「一次審査」的に公開の可否
を「分別」できる。ここで公開可となった番組
について，責任者が改めて最終判断し決定す
る流れが定着すれば，作業のスピードは現状
より上がるだろう。

課題は，映像での最終判断の難しさである。
ケース①での運転手が「不本意」だとわかる様
子や，ケース④での妻の発言などは，写真の
みを対象としたガイドライン案ではとらえきれ
ない，映像作品独自の検討を要した。ストー
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リーや音声の内容も加味しての計算はかなり骨
の折れる作業であり，実務で活用するまでに
は習熟を要することを痛感する。

さらに重い課題がある。実際の番組では，
舞台となった埼玉県の市名を明示しているが，
今回の論考ではそれを避ける判断に至った。
このようなテーマの番組で，場所が特定される
ことで，その土地の現在の所有者に不利益を
及ぼす可能性を危惧したためだ。改めて，関
係者に起こり得る不利益が「受忍限度」の範
囲内か否か，幅広い議論が必要である。

1枚の写真と比べて，放送番組には，肖像
権とは別個の問題が数多く潜んでいることを再
認識させられた。

  5. まとめ　今後に向けて

今後も，ほかの番組でポイント計算を試み
たい。より大規模な事件や災害，障害や貧困
など福祉を扱うもの，時間経過での加点がな
い最近のものなど，それぞれから新たな課題
が抽出できるはずだ。

そのうえで，放送アーカイブの課題も要素と
して含む独自のガイドラインを作成する必要も
生じてくるだろう。これを活用することで，「ガ
イドライン上では“セーフ”もしくは“アウト”」
と，判断の根拠の1つが生まれる。報道機関
としてあってはならない，いたずらな萎縮に対
抗する手段としても，担当者間で可視化でき
る情報はぜひともあるべきだ。

もちろん，萎縮を生む主なリスクでもある，
インターネットでの拡散・炎上に対する検討は
必須だ。これは，放送局のみならず，サービ
スプロバイダーへの働きかけや，法改正による
対応強化が求められる。なお，第3章で述べ

たストリートファッション事件は，第三者による
誹謗中傷にまで撮影・公表した側が責任を負
う必要はない，と判示した。

対応策の1つとして，アーカイブ公開後に，
被撮影者から拒絶の申し出があり，それが妥
当であれば公開を止める「オプトアウト」方式は
有効だろう。参考になるのが，ヤフーが公表
する，検索結果の非表示措置の申告を受けた
場合の対応方針だ 25）。申告者の法的利益と，
その情報を公表する理由とを比較衡量し，必
要に応じて非表示措置を行うとしている。

事後の処し方も含めて，肖像権はどこまで守
られるべきか，放送アーカイブの活用をさらに
促進するために，検討と考察を続けていきた
い。

　（おおたか たかし）

注：
 1） BPO放送と人権等権利に関する委員会委員長談

話（2014.6.9）。なお，塩田幸司・関谷道雄（2014）
「テレビ報道における匿名化とは」『放送研究と調
査』12月号でのインタビューで，三宅弘委員長は

「原則は『顔出し』ですが，『顔なし』がダメとは
言っていません。しかし，例外としての『顔なし』
は社内ルールに沿うべきです」と述べている。

 2） 京都府学連事件：最高裁1969（昭和44）年12
月24日判決。写真の「公表」については争われ
ていないため，判決での言及は撮影のみだが，
その後の判例では公表も含むものとされてい
る。また，「自由」の表現は「人格的利益」「権利」
とする判例が多い。

 3） 護送車事件：東京高裁1993（平成5）年11月24日
判決

 4） カッコ内（否定）は筆者
 5） 井上ひさし夫人事件：東京高裁1990（平成2）年

7月24日判決
 6） 法廷写真事件：最高裁2005（平成17）年11月10

日判決。網かけと丸つき数字，波線は筆者
 7） 詳細はデジタルアーカイブ学会ウェブサイト
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（http://digitalarchivejapan.org/bukai/legal/
shozoken-guideline），および『デジタルアーカイ
ブ学会誌』2020，Vol.4，No.1（p40-63）を参照
されたい。

8） 7）と同じ
9） 『精選版 日本国語大辞典』（小学館）は，公人を

「①公職にある人。役人。現在では一般に，議
員，公務員などをいう。②社会の構成員として
みた場合の個人。③おおやけに名前が通ってい
る人。世間に名前が知られている人。」と説明
する。

 10） 著名弁護士事件：大阪地裁2008（平成20）年7
月17日判決

 11） 渡辺恒雄自宅撮影事件：東京地裁2005（平成
17）年10月27日判決

 12） 少年法第61条。対象には「少年のとき犯した
罪により公訴を提起された者」を含む。

 13） ノンフィクション『逆転』事件：最高裁1994（平
成6）年2月8日判決

 14） 個人情報の保護に関する法律第2条第3項
 15） ストリートファッション事件：東京地裁2005（平

成17）年9月27日判決
 16） 11）と同じ
 17） 元弁護士事件：東京地裁2000（平成12）年10月

27日判決
 18） 雑誌別冊版事件：東京地裁2012（平成24）年2

月6日判決
 19） 女子アナ事件：東京地裁2001（平成13）年9月5

日判決

 20） 出典：ゲッティイメージズ
https://www.gettyimages.co.jp/

 21） 出典：パルコ・アクロス編集室
https://artsandculture.google.com/

〔注20，注21とも原典はカラー写真〕
 22） 不動産鑑定士対フォーカス事件：岡山地裁1991

（平成3）年9月3日判決
 23） 廃棄物収集車事件：東京地裁2009（平成21）年

4月14日判決
 24） 3）と同じ
 25） 検索結果の非表示措置の申告を受けた場合のヤ

フー株式会社の対応方針について
https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2015/03/3016.
html

参考文献：
・大家重夫（2011）『肖像権 改訂新版』太田出版
・福井健策監修・数藤雅彦責任編集（2019）『デジタ

ルアーカイブ・ベーシックス1 権利処理と法の実
務』勉誠出版

・竹田稔（1998）『プライバシー侵害と民事責任 増補
改訂版』判例時報社

・佃克彦（2010）『プライバシー権・肖像権の法律実務
第二版』弘文堂

※本稿の執筆にあたり，ガイドライン案をとりまと
めた数藤雅彦弁護士（デジタルアーカイブ学会）
から多くの有益な助言をいただいた。末尾ではあ
るが，ここに感謝の意を表したい。


