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2021年１１月３０日(火) 10時半～京都地裁大法廷

◆予定内容

・午前10：30～

動画上映（杉田水脈議員の発言ダイジェスト）

原告岡野八代の主尋問（35分）と反対尋問（20分）

・午後13：30～16：30

牟田和恵の主尋問（50分）と反対尋問（25分）

伊田久美子の主尋問（25分）と反対尋問（15分）

古久保さくらの主尋問（25分）と反対尋問（15分）

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、傍聴席が非常に限られています。席の

確保のため、傍聴を希望される方は支援の会サポーターメールでのお知らせをご

覧の上、お申し込みください。

※傍聴希望者が多い場合は、事前に抽選をさせていただきます。

閉廷後、支援集会(16：30～京都弁護士会館地下会議室)

zoomにて中継予定。⇒詳細はサポーターメールでお知らせいたします。

※アーカイブ動画も限定公開する予定です。

【第４回 期日および支援集会】
※詳細は２Pもご覧ください。



11月30日（火）10：30～12：00，13：30～16：30 於京都地裁大法
廷にて公開弁論決定！

コロナ禍で、2020年4月20日に予定されていた弁論が取りやめとなっ
て以来、公開での弁論が行われず、進行協議の形で裁判が進んできま
した。そのため、法廷での日程を目安に発行してきたニューズレター
も中断していましたが、ようやく、11月30日に、公開の期日が決まり
ました！本ニューズレターでは、裁判のこれまでの経過をあらためて
ご説明・報告し、皆さんと共有したいと思います。

11/30 傍聴よろしくお願いします！

30日当日の傍聴につきましては、皆さんどうぞ来てください！と大
声で呼びかけたいところなのですが、新型コロナウィルス感染拡大防
止のため、傍聴席が非常に限られています。少ない席を満席にすべく
皆さんにご協力いただきたいのはもちろんですが、遠方からも含めわ
ざわざ来ていただいて入れない、というような事態は避けたいと考え
ています。

そこで、ネット上で広く傍聴を呼びかけることはせず、支援の会サ
ポーターメールマガジンでお知らせして傍聴希望を募り、席の確保が
できるよう、支援会のほうで調整ないしは抽選をさせていただくこと
を考えています。傍聴してやろうという方、支援の会サポーターメー
ルでのお知らせをご覧の上、どうぞお申し込みください。

なお、11月30日の内容予定は、午前：岡野八代、午後：牟田和恵、
伊田久美子、古久保さくらの順で、原告の尋問および反対尋問が行わ
れます。午前・午後で傍聴人が入れ替わるのも可能です。

11月30日の法廷後集会は裁判所隣の弁護士会館で行います。こちら
は、定員５０名で裁判所よりは多数入れますので、お近くの方はぜひ
ご参集ください。また、現地からネット中継する予定です。

2021年11月30日第4回口頭弁論について
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進行協議 2020/7/1，8/26，11/16，2021/2/16，5/14、6/15，8/10，9/7，
10/8

進行協議は、昨年4月の公開での弁論がコロナで中止になった後、7月1日から、裁判
所の部屋で、裁判官・原告および原告代理人・被告代理人がビデオ電話で顔を合わせ
て、これまで計9回にわたって行われました。最初は、３か月に一回くらい、準備書面
や意見書の提出予定について調整する比較的形式的なものでしたが、2021年5月に
なって進行に弾みがつき、ほとんど毎月、進行協議が行われました。そして、原告側
の強い要望を受けて、11月30日に丸一日を取って、公開での原告の尋問が行われるこ
ととなりました。

被告杉田水脈氏の尋問も、原告側は強く要望し、本件の解明のためには被告自身に、
法廷で発言の動機や意図を語ってもらう必要がある旨、2回にわたって書面を提出しま
したが、残念ながら裁判所は、被告側からの尋問要請がない場合には通常尋問しない
ことのほか、名誉毀損の成立要件は客観的に判断できるので杉田氏尋問は必要ないと
いうことを理由に、被告の尋問は行わないことを決定しました。

杉田氏側は、杉田氏の陳述書の書面もまったく出していません。杉田議員は、自身
のツイッターやインターネットTVで、私たち原告の科研研究にどれほどひどい問題が
あるか、持論を展開しつつとても積極的に発言していたのですから、裁判所でもご自
分の発言の正しさを積極的に主張してくるかと思いきや、完全に「頬かむり」でこの
裁判をやり過ごそうとしているかのようです。あらためてその不誠実さに怒りを感じ
ます。

原告の訴え

そもそもの私たち原告の訴えをあらためて整理します。

私たちは、科研（2014-2017年度基盤B)「ジェンダー平等社会の実現に資する研究と
運動の架橋とネットワーキング」研究グループの共同研究者ですが、杉田水脈衆院議
員は、この科研や、牟田や岡野を名指して、ツイッターやインターネットTV等で、さ
まざまな誹謗中傷を行いました。私たちの、「慰安婦」問題を扱った研究を「ねつ
造」と決めつけ、性をテーマとしたワークショップを行ったことを「卑猥」「学問で
はない」と貶め、さまざまな社会運動に取り組む女性たちを招いてフェミニズム運動
の可能性を話し合ったシンポジウムを「社会運動に不正に研究費を流用している、と
誹謗しました。さらには研究助成期間後に発表した成果について、まったくお金は
使っていないにもかかわらず（使えるわけがありません）、ずさんな経費使用と決め
つけました。このように、フェミニズムへの無理解によって研究を貶め、経費使用に
不正疑惑をかぶせ、さらに「反日」というレッテルを多用して「国益を損ねる」研究
に科研費を助成することは問題だと、各種メディアで繰り返した杉田氏に、私たちは
名誉毀損であると、謝罪と賠償を求めて提訴しました（2019年2月12日）。

裁判のこれまでの経過
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この私たちの訴えに対して、杉田氏は、名誉毀損にはあたらない、原告らの社会
的評価を下げたとは言えない、だから原告の訴えはあたらない、と主張しているの
ですが、どのような論理・理由でそう言っているのか、以下、この間の杉田被告の

主張をポイントを絞って解説します。

①発言は、科研費問題をめぐる国会議員としての一般的な問題提起にすぎない

本件は「名誉毀損」と「名誉感情侵害」を理由とする不法行為損害賠償請求事件
です。「名誉毀損」は、「事実の適示」又は「意見・論評」によって「他人の社会
的評価」を違法に侵害すれば成立し、「名誉感情侵害」は、他人の名誉感情を社会
生活上許容される限度を超えて侵害すれば成立します。

杉田氏は、原告が名誉毀損だと訴えているツイッターやインターネットTVで行っ
たすべての発言について、ツイートしたこと・発言したことは認めています（イン
ターネット上に残っていますから否定しようがありません）。しかし被告は、特に
「名誉毀損」について、被告の発言の大半は、問題提起や一般論を述べたにすぎず、
「事実の適示」ではない、仮に「事実の適示」だとしても公共の利害に関する事実
にかかわり（たとえば科研費の使途について）、公益を図る目的で適示した事実で
あって違法性はない、「意見・論評」をした部分も人身攻撃など意見・論評の域を
逸脱したものではなく違法性はないと主張しています。

しかしここで、被告側は、自身の発言を切れ切れに示しています。とくにツイー
トに関しては、140字の制限があるために、同時に行われたツイートもいくつかに分
かれていることがしばしばありますが、その連なりを無視して、すぐ前のツイート
で原告らの科研課題名や牟田の実名をあげて名指しして、その直後に「科研費使用
の適正さが問われます」とあたかも私たちの科研費の使用に問題があるかのように
言っているのに、それらを切り離して、科研費使用についての一般論を述べただけ
である、と言っているのです。

こうした詭弁が被告の書面では繰り返されていますが、これに対し、原告は、ま
ず、「事実の適示」とは、発言者がその発言中で直接的に適示した場合だけでなく、
間接的ないし婉曲的にある事実を主張していると理解される場合、間接的な言及が
なくても前後の文脈等を総合的に考慮すると黙示的に主張していると理解される場
合も、含まれることを主張しました。また、被告はインターネットテレビ等の動画
の中でも様々な発言をしていますが、その際被告は、スライドや物（原告らの論文
や科研費報告のファイル等）を示しながら発言し、様々な仕草や表情等をし、被告
を含む発言者の言葉の一部を字幕として画面に映し出して強調しており、視聴者は
これらの情報もあわせて受け取ることになるのだから、動画については被告の言葉
だけでなく画面に映っている情報も発言を理解するうえでの文脈となる、と主張し
ました。

そのうえで原告は、様々な媒体を用いた被告の発言が「事実の適示」に該当する
こと、違法性があることを論証していきました。

杉田氏側の主張
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②「慰安婦」問題は、「政府見解に反するからねつ造」

2020年8月26日の進行協議で出された杉田議員側の準備書面（4）は、それま
での、一般論に過ぎない・意見論評しただけである、とのみ繰り返していたのとは
少し異なり、杉田議員がツイッターやインターネット動画等で発した原告らおよび
原告らの科研についての誹謗中傷について、内容にわたる反論（というか言い訳）
を含めて38ページにわたって主張されていました。

しかしその長い書面は、きわめて単純で、ほとんどの発言について、「科研費使
用の適切性についての問題提起をした」意見論評にすぎず、原告らの社会的評価を
下げたとは言えない、というものでした。ツイートの連なりを切れ切れにしている
のも以前の通りでした。

この書面で驚かされたのは、杉田氏が私たち原告の「慰安婦」問題に関する研究
を「ねつ造」と言ったことについて、「政府見解に反しているという意味でねつ造
と言っている」と主張していたことです。言うまでもありませんが、「ねつ造」と
は、「実際になかったことを故意に事実のように仕立て上げること」以外の語義が
ありようない、高校生にでもわかることです。それを時の政権の、しかも歴史修正
主義も主張そのままの言説に反しているから「ねつ造」とは、開いた口がふさがり
ません。杉田氏本人もですが、書面を書いた代理人はいったい何を考えているので
しょうか。

③ 論文の言葉尻をとらえた歪曲・すり替え

杉田氏側の主張、というか言い訳のもう一つの常套手段は、私たち原告が科研の
最終成果として刊行した報告書中の論文の言葉尻をとらえてそこを切り取って都合
よく使っていることです。

たとえば、私たちがワークショップとして行った「私のアソコには呼び名がな
い」イベントですが、これは、女性の性にかかわることが隠され恥ずかしいものと
されてきたことを問い直す、第二波フェミニズムの本流と言ってよいテーマです。
このイベントについて、杉田氏は、インターネットTVで櫻井よしこ氏や産経女性
記者と一緒になって、「卑猥」「放送禁止用語を連発」と嘲笑し「研究ではない」
「これがフェミニズムですか？」と侮蔑しました。私たちはこのことを誹謗中傷の
一つとして挙げているのですが、これについて杉田氏側は、私たちの報告書の一論
文で、イベントの意義を述べる前置き・出発点としてそのようにみなされてきたと
書いているのを、それを切り取って、「卑猥」とみなされてきたと原告側も言って
いるので、被告の発言は「原告らにとっても想定の範囲内」にすぎない、と主張し
ているのです。

つまり私たち原告側は、「卑猥だとみなされタブー視されてきたことの意味を問
う」目的でそう言っているに過ぎないのに、私たちがイベントを「卑猥」で研究に
値しないと認めているかのようにすり替えているのです。

杉田氏側の主張 つづき
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また、私たちの研究を「反日」と貶め科研助成を行うにはふさわしくないとフォロ
ワーや視聴者に攻撃を扇動した点についても、牟田論文の「『慰安婦』問題を取り
上げることは『反日』だとして感情的な批判、罵りを呼び起こしている」と書いた
部分を切り出し、原告自身が自分たちの研究は反日であると言っているのだから杉
田発言に問題はない、と主張しているのです。これも論文の趣旨を歪曲した、すり
替えです。

どんなことを論じるにしろ、研究では、背景となっている事情や誤解にまみれてい
る現状を説明してから深めていくのが当たり前です。それなのに、その前提部分だ
けを切り取って揚げ足取りのように私たちへの反論に使うとは、学問研究の手続き
に無知という以上に、あまりにも非論理的で身勝手な解釈です。国会議員がこうし
た卑怯な言い抜けをするとは呆れてものが言えません。

④ 知識不足なのか意図的なのか

杉田氏の私たちへの誹謗中傷には、科研費制度や学術論文の刊行の在り方などに
ついての知識不足や誤解から来るとしか思えないものも多くあります。

たとえば助成期間終了後にショートムービー「慰安婦問題は＃MeTooだ！」を公
開したことについて、もちろん私たちは科研費を使っていないのに（自分たちで制
作編集したので支出はゼロですし、そもそも終了している科研費が使えるわけがあ
りません）、「助成期間を過ぎて使用している」と勝手に断じ、「科研費の闇」と
まで言っています。また、学術論文では、評価の高い学術雑誌ほど、最初からネッ
トで無料で読めるなどあり得ませんが、「科研費での研究なのに要約しか読めない
のはおかしい」などと繰り返しているのです。

杉田氏は文科行政に詳しいと自負する（だから科研費問題を追及しているのだそ
うです）国会議員なのですから、まさかまったくの無知であるわけではないでしょ
うし、私たちが彼女を提訴したのちにでも文科省職員から正しい情報を得て認識を
改めることができたはずです。それなのに、本年8月に出された被告準備書面（５）
でもなおも、私たちが最終年度の科研実績報告書に「ショートムービーを制作、公
開した」と記していることを取り上げ、実績として書いているのだから科研費を使
用していないわけがない、「科研費を使用していないとの原告の主張は失当であ
る」と主張し続けているのです。

「研究費の不正使用」というのは、「ねつ造」にも負けず劣らず、研究者として
の名誉を根底から毀損し社会的生命を危うくする、まことに深刻な誹謗です。しご
とは広告代理店や業者にお金を払って請け負わせるのが当然という考え方からなの
か、成果が出ているからにはお金を使っていないわけはない、という発想なので
しょうか。研究費が無くとも自分たちの努力で成果の形にしている私たちを（学術
研究では決して珍しくないです）、自分たちの「常識」で勝手に判断しているとす
れば、こんな誹謗を受けるのはなおいっそう腹立たしく悔しい限りです。

杉田氏側の主張 つづき
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原告尋問を経て判決を待つ：年度内？
11月30日は、私たち原告４名それぞれへの尋問です。主尋問では、どのような

被害を受けたのかをさらに明らかにする予定ですが、被告側からの反対尋問もあ
ります。弁護団・原告団一同、考えられる尋問内容を想定しつつ、準備を行って
いるところです。
この尋問を経て、来年2月初めに最終準備書面が双方から出され、審理は終了し

ます。進行協議での様子からすると、裁判所は、担当裁判官の異動の可能性もあ
るようで、年度内の判決を視野にいれているようです。あと一息の、ご支援をど
うぞよろしくお願いいたします。

年度内に判決か
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裁判を応援してください

フェミ科研費裁判支援の会は、こちらからも、さまざまなお知らせをしています。
フォロー、情報拡散にご協力ください.

Twitter

@femikaken_shien

Facebookページ

https://www.facebook.com/
femikakenhi/

原告意見書

原告側は、主張の正しさ・妥当性を裏付けるべく、各論点について、専門家によ
る意見書を提出しています。いずれHP等に掲載する予定ですが、以下に簡単にご
紹介します（裁判所への提出順）。

志田陽子先生（武蔵野美術大学教授 憲法学）「学術研究と名誉毀損」
志田先生は、憲法学者として、とりわけ「表現の自由」論の第一人者として、研

究者にとって「表現の自由」が保障される重要性とともに、「表現の自由」の下で
公表した成果に対する批判を受け入れることも「表現の自由」にとって大切な一要
素であることを説明しています。そのうえで、杉田議員の「ねつ造」「不正」発言
がいかに、研究者に不可欠な社会的信頼性を失うものであるか、意見・論評の範囲
を越えた悪質な違法行為であるかを明らかにしています。

三木義一先生（青山学院大元学長 税法） 科研費と税金の関係
三木先生には、税法の第一人者として、わたしたちの裁判の焦点のひとつともい

える、税金の使途について、個々の国民の具体的利害とは異なる公益目的があるこ
とを訴えています。また、公益目的にあるからこそ、学問の自由を支えるために税
金は使用されるべきであり、学問の自由の根本には、通説を覆す研究を育てる環境
を維持する必要があると力強く主張しています。



カンパのお願い

裁判には多額の費用がかかります。カンパの支援を
お願いします。おいくらでも結構です。

（年1回の会計報告を行います）

■振込先■
ゆうちょ銀行普通預金口座

【名義】「国会議員の科研費介入とフェミニズムバッ

シングを許さない裁判」支援の会
（欄に入るところまでで結構です。途中まででも大丈夫です）

➢ ゆうちょ銀行からは

【記号番号】14420 

【口座番号】50131741

➢ 他行からは

【店名】四四八
【店番】448
普通預金
【口座番号】

5013174

支援の会へのお問い合わせ

info@kaken.fem.jp

2021年11月10 日発行

国会議員の科研費介入とフェミニ

ズムバッシングを許さない裁判支

援の会

（略称・フェミ科研費裁判支援の会）
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原告意見書 つづき

牟田和恵（大阪大学教授・原告） 科研費の仕組み
牟田は、日本学術振興会のシンクタンクである学術システム研究センターの専門研

究員（社会学）を3年間務め科研費制度運営にかかわったことがあり、また、科研費
の審査についてもたびたび委員をしています。その経験を生かし、科研費採択のピア
レビューによる審査が公平性・公正性を保たれるように設計運営されていることを詳
述し、科研助成の仕組みに問題があるかのように言っている杉田氏の主張は妥当とは
言えないことを述べました。

古久保さくら（大阪市立大学准教授・原告）フェミニズム・ジェンダー研究とは何か
古久保は、女性学・ジェンダー研究が登場した歴史的経緯について簡単に紹介した

うえで、この学問領域が登場したことで社会科学全般にいかなる影響を与えたかにつ
いてケア役割を例にして説明し、学問領域として研究世界の中で確固たる地位を得る
に至っていることを述べました。また、この女性学・ジェンダー研究がフェミニズム
運動の理論的支柱として影響を与えるとともに、フェミニズム運動から女性たちのお
かれている現状を学び女性学・ジェンダー研究が発展してきた、という特徴を持つこ
とを指摘しました。

高史明先生（社会心理学、ネットメディア研究） ツイッターにおける発信の影響力
高先生はSNSにおけるヘイト研究の第一人者として、ツイッターでの被告の発言を、

影響力と内容の両面から分析しています。原告に対する「反日」「捏造」など、根
拠・裏付けや定義を欠く中傷を分析しています。2000人以上のフォロワーをもつアカ
ウントがわずか6％にすぎない中、20万を超えるフォロワーをもつ被告による根拠の
ない中傷の拡散力は絶大であることを明らかにしています。

村本邦子先生（立命館大学教授・臨床心理士（女性学・心理学））映像の効果について
村本先生は、ネットTVにおける被告の発言が内容やテロップだけでなく、身振りや

表情に加えて「事実を語っている」と思わせる場の演出がなされていることにも着目
し、視聴者に被告らの研究についての根拠・裏付けや定義を欠く中傷が真実であるか
のように訴える効果を発揮していることを分析・解明しています。

ホームページ

http://kaken.fem.jp/


