
東京地方裁判所民事部　御中 2011年4月4日

原告　樋田　敦

訴状

当事者の表示　別牡当事者日録記載の通り

規害賠償請求事件

訴訟価額　金150　万円也

肪用印戟　金　　　万円也

請求の趣旨

1　被告らは原告に対し､連等して金1 5 0万円およびこれに対する訴状送達の翌日から

支払済まで年5分の割合による金員を支払え｡

2　訴訟費用は被告らの負担とする｡

旨の判決並びに仮執行宣言を求める｡

請求の原田
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はじめに

本件事件は.当裁判所においてご審理いただいている東京大学による名誉簸掛こついて

の謝罪広告等蕎求事件(平成21年(ワ)第47553号) (以下r東京大学事件｣という)に､被告と

して小宮山宏､まEEl顧-､明E]香寿川を追加して提訴するものである｡

r東京大学事件｣は.被告東京大学らが､その書物F地球温暖化懐妊菖批判』 (以下r本書｣

という)によL)､筆頭で名指しした原告を含むr懐疑論者｣ 12名に対し科学者としての名

誉を敦現した事件である｡これは憲法第23条(学同の自由)違反という重要事情をかかえて

いる｡被告は東京大学に加えて､住明正とLIJ本政一郎である｡

しかし､提訴後に発見された事実および被告の主張を分析した結果.本件被告小宮山宏

と被告明E]香寺川と被告済El]順一の3名の内.証が欠けてもこのr東京大学事件｣は存在し

ないことが判明した｡

すなわち､前東京大学I R 3 S機構長であった被告小宮山宏は､ COZの排出削減とい

う彼の政治的目的を達成するため. r地球温暖化懐疑舌に終止符｣を打つ書物r地球温暖化

懐疑論批判Jの発行に東京大学の名前を利用することを思い付いた(動機)｡また東北大学

教授である被告明日香寿川は､被告小宮山宏に共感して､被告明日香の私的文雷(私的印

刷物ともいう)rコメント｣(Vcr.2.4)に9項目の特報などを加筆してrコメントj(Yer.3_0)と

し､これを東京大学に原稿として捷供した｡現東京大学I R 3 S機構長である被告溝田砺

-はこの原稿にさらに加筆して､東京大学の名前による書物F地球温硬化懐疑論批判』を印

刷し.これを全国に無料で無原則配布し.インターネットで無料pdf公開した｡

このようにして､被告3名は一致して､東京大学の出版物によIJ原告らの名誉を受浪す

るという方法を用いて､ C OZ温唾化説に反対する原告らの社会的評価を定めて､上記被

告小宮山宏の政治的目的を達成しようとしたのである｡

この被告3名に比べれば. r東京大学事件｣での被告の住明正およびLLJ本政一邸の2名は､

仮に存在しなくても､別人によI)この書物r地球温噴化懐疑論批判jIの作成がなされたであ

ろうから､本書･書物F地球温靴懐疑省批判Jへのかかわりは上蓋己被告3名と比べて薄い

と言える｡

よって､上言己3名を被告とする追加的裁判(以下､ rJJt宮山等事件｣)を提訴することにし

たものである｡

第1.当事者

1 ､原告槌EEl敦は. ｢東京大学事件｣訴状(添付1)の集l ､当事者1 (p2)に記載する通りで

ある｡

2､被告は.小宮山宏､裏El]頼-､明日香春川の3名である｡

被告小宮山宏は､前東京大学学長であり､東京大学I R 3 Sの前機構長である｡

被告溝田瀬-は.現東京大学学長であtJ､東京大学I R 3 Sの壌機構長である｡

被告明日香春川は､東北大学教授であり､その私的文書｢コメント｣(Ver.3.0)を東京

大学I R 3 Sに書物r地球温暖化懐疑論批判Jの原稿として捷供した｡
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第2 ､本件訴訟における原告の基本的主張

原告の基本的主張は､ ｢東京大学事件J訴状(添付1)､同原告準備書面(1)(添付2)､同

原告準備書面(2) (添付3)､同請求の趣旨変更の申立(添付4)､同請求の趣旨再変更の申

立(添付5).同原告準備書面(3)(添付6).同原告準億書面(4)(添付7)で述べたとおL)で

ある｡

第3､被告小宮山宏の責任

1 ､度告の主張は､被告小宮山について､ r東京大学事件J原告準備書面(1)(添付2)の

r第-､ 5　東京大学前轍長小宮LLJ宏氏のかかわL)｣において述べたことを基本とする｡

2 ､その要点に加筆すれば.被告小宮山宏は､東京大学学長の退破く2009年3月)岡庭に､

｢東京大学事件｣被告住明正と本件被告明日香寿川と共謀し､その内容をr知の構造化で地

球温暖化に終止符を｣とする談話(甲7-7)で発表した｡

これによれば.被告小宮山は､ r私(小菖山)が代表を務めるI R 3 Sという､大学研究

機閑をネットワ-クした組叢で.懐疑論に反菖する本を5月(予定)に出版｣することを明ら

かにした｡このI R3 Sという組溝は､東京大学を中心として.京都大学､大阪大学.北

海道大学､茨城大学で構成され(甲7､ pii ).その費用は.東京大学を通して.主に国庫か

ら得ている｡

そして.その本の内容について.被告小宮山はr東北大学の明日香寺川教授､ (東京大学

の)住明正教糧が中心となって､きちんと反暮しています｣と述べた(甲7-7).つまLJ.被

告明日香とr東京大学事件Jの被告住が.中心となって､ C 0,による地球温暖化懐疑論に

対する反論を書き､それ5月に出版すると予告したのである.

被告小宮山のいうr本｣とは､本件名誉丑挽事件で争われている書物r地球温暖化懐疑論

批判』(10月発行､甲7)であり､被告明日香の私的印刷物rコメントYer.3.0｣(5月発行)(甲7

15)を原稿としている｡

そもそも.故意になされる名誉生娘は刑法でいう犯罪である｡この故意になされる名誉

簸現を民法第709条と710集で不法行為とする場合でも.その動機は重要である｡ r東京大

学事件｣および本件r小宮山等事件｣では､被告小善山がこの書物を発行しようと考えた動

機は､被告小宮山が麻生内閣にC 0,i和讃を捷表したことに始まる｡

被告小宮山は､本件のr読者｣ (甲717)と同時期の2009年3月に官邸でおこなわれた有尊者

会議でrC02の榊滅｣を主張した｡これは､ 9月に､国連での鳩山首相のr25%剖誠の約束｣

となる｡このような提案を内閣の政策として臭施させるためには､この提案に対する批判

的意見を封ずる必要があると被告小宮山は考えた｡

そこで被告小宮山は.東京大学という名前による書物の発行を思いついたのである｡そ

して.格好の原稿として､被告明EI香の私的文書rコメント｣の存在を知LJ､これに気象学

の権威である住東京大学救援に加筆させればその目的を達成できると考えたのである.

要するに､本件東京大学による名誉垂規事件は､東京大学での退職同房の被告小吉LLJが､
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rc o2剤戎｣という政治的課題を遂行するため､東京大学という名前の利用を思いつき､

また住教授への強引とも言える指示(甲7-7)をしなければ存在しなかった事件である｡

3 ､すなわち､被告小宮LJjは.この明日香私的文雷にr東京大学事件｣の被告住明正が加筆

して.東京大学の出版物にして全国に配布すれば､ r温穫化懐妊iiに終止符)を打つことが

できて､被告小宮山の提案するC O2削減を政府の政策の中心にすることができると考え

た｡これが､東京大学による書物F地球温暖化懐妊舌批判Jl発行と配布の動機である｡

4､なお､ r東京大学事件｣の被告住教授は有名な気象学者である｡しかし､社告小宮山の

期待に反して､この書物の叢書の創刊の辞を書いただけで､被告小宮山前I R 3 S横横長

との約束があったのに. r懐疑論への反論｣を気象学者としては書いておらず､単に印刷､

配布などの事務作業を統括しただけであった｡

また. ｢東京大学事件｣の被告LLJ本政一郎は､間もなく卒業なのに博士詮文も書けていな

い大学院学生で､ rコメントVer.3.0｣の印刷時には無職という弔い立場が利用され.この

書物『地球温暖化懐疑論批判』に原稿を投じた東京大学の研究者としての代表を押し付けら

れてしまった｡この書物は.東京大学の研究者が不在では､東京大学の出版物とすること

ができない｡これが､東京大学公認の被告山本のr経歴詐称｣の原田である.

第4､被告明日香寿川の責任

1 ､原告の主張は､被告明日香寿川について. ｢東京大学事件J原告準佑書面くり(添付2)

のr第一. F地球温唾化懐疑論批判』出版の軽汝と東大前艦長小宮LLJ宏氏のかかわり｣におい

て述べたことを基本とする｡

2､その要点に加筆すれば､被告明E]香寿川は､ 2005年からrコメント｣という私的文書を

何回か発行していた｡最初の｢コメントVer.1.り(甲7-2)は､原告らの批判的意見に反対す

る著者2名の文集である｡これは学術的目的で作成されたことは認める｡

次いで､ rコメントVer_2,OJ(甲7-3)は､環境荘済･政策学会での原告の計湊の内容に反

対することを目的にして著者4名で作成した私的文書である｡この｢コメントVer.2.0｣は､

度告にも郵送されておL).学鯖的討舌を目的にして作成されていることを示している｡

しかし､著者を大幅にふやして作成された｢コメントVer.2.4j(甲714)は.いささか品性

に欠ける｡たとえば.原告に対して､ r投稿論文が学術故に掲載されない理由も､ただ単

に論文の水準が佳いためであり､学会77シズムといったような批判は被害妄想と自信過

剰の購物以外の何物でもないJ(I)9)といった悪口雑言があL) ､原告に対する名誉簸最の文

章が書き加えられている｡

また､その結論部分r最後に｣において､ rドロドロとした政治や利益集団､そして彼ら

に意識的.あるいは無意義的に操られた懐疑舌者が足を引っ鵠っているJとれ　r自己利益

のためだけに温暖化対策に反対する人々に8台よく使われ｣とか､ r懐疑論に対しては(痩
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れるなと患いつつも)-つ-つ丁字に反論していかねばと患う｣とか､およそ科学論争とは

関係のない文章も存在する｡

この明E]香私的文集rコメントVer･214｣が､被告小宮山の知ることになって､事態は急

展開することになった｡被告明E]香は･被告小宮山の要諦(こ応えて､名指ししている原告

らに対して鳩目の特徴を書き加え､これを私的文書rコメントVer.3.0｣(甲7-4)としてま

とめ､東京大学が発行する書物の原稿として捷供したのである｡

rコメントVer･2･4｣･ rコメントVer･3.OJ.本件書物r地球温酎ヒ懐疑論批判Bは.名指し

しておきながら原告ら12名に届けられていない｡つまり､これらの｢コメント｣や書物『地

球温酎ヒ懐疑論批判』は科学的討詮をE]的にしていないことの証拠である｡

3･この私的文書rコメントVer･3･OJは発行日が5月21日であることから､被告小宮山譲吉

(甲7~7)でのr5月(予定)に出版します｣に符号する｡しかし､ここには同譲吉でのr-明日

香寿川教授･住明正教授が中心となってきちんと反論｣する筈の住救援による反詮がない.

また･この私的文書(5月21日発行)は､後の10月頃に発行される本件書物F地球温唾化懐

疑論批軸と比べれば･本件青軌こ存在する住教理の文章の部分(5月14日記載)が欠落し.

そのp2は白紙になっている｡つまLJ､一旦はこの文書に記載したが.何らかの理由で､そ

れをあわてて剤t) ､貢の請垂に失敗したことが読み取れる｡

4･ところで･被告明日香は･この私的文書rコメントVer.3.0｣を原稿として東京大学に

提供するに当たって.その内容をよく検討する必要があった｡

それは･まず･この度稿において原告らに対して噸目の特敬を張IJ付けたことである.

この原稿を印刷して発行することは･客親的にも主観的にも公共を目的とすることは誰も

が認めるであろうが･これが名誉卑称こならないようにするには.その9項目のすべてが

真実でなければならない｡しかし･ r東京大学事件｣での明E]香陳述書(乙8)の内容によれ

ば･被告明日香はその検討をしていないようである.これをしなかったことは､この原稿

が不法行為にならないようにするための､原稿撞供代表者としての注意義務違反である｡

また･この原稿を用いて東京大学という名前で善軌こするのであるから､この原稿にあ

る9項目が真美であろうとなかろうと名指しで批判すれば東京大学による名誉棄軌こなる

ことにも注意していなかった｡やはLJ､注意義務違反である｡

そして･私的文書であれば･いたるころに存在する悪口雑言についても.場合によって

は言論の応酬として逃げることも可能である机東京大学の名義で発行する書物というこ

とになれば･そのような言い訳は許されない｡やはtJ､注意義務違反である｡

このような被告明El香の-連の注意義務遵反がなければ.本件･東京大学による書物

F地球温射ヒ懐疑論批判の発行はなく･事件にはならなかった｡つまI)､被告明日香には､

原告らに対する名誉棄軌こついて注意義務遵反という重大な責任が存在することになる｡

5 ･以上まとめると･被告明日香寿川は･被告小宮山宏と憤京大苧事件｣被告住明正の要

請に従い･私的印刷物であるrコメント｣を本書の原稿として撞供したことの責任を負う｡
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第5　被告濃EEl順-の責佳

1 ､社告票EZl純一は､ 2009年4月､被告小宮山宏よL)､東京大学学長(捨長ともいう)と

J R 3 S機構長を引き群ぎ､ rコメントVer.3.OJを東京大学の出版物にした

被告斉田耗-は､東京大学法学称の教授でもある｡したがって､被告明日香の私的文書

(コメントVer. 3.0)を東京大学の出版物にした場合､その内春から名誉茸現の同題が生ず

ることをよく理解していた苦である｡

また､東京大学は国立大学法人法によって設立される法人なので請の自由はなく､東

京大学という名前では他者の36項目の議論を論評できないこと､さらには.この書物が､

同法第22集(業務の範岡等)に違反すること､しかも､東京大学がこの書物の発行で妻法大

23条(学同の自由)違反と訴えられる可能性のあること､を理解していた筈である｡

しかし､彼はそれらをすべて考慮しなかった｡何故なら､ 9項目の特徴と文章中に含ま

れる悪口雑言を全部取L)除けば､この青物F地球温暖化懐妊詮批判』の迫力は半漉すること

になる｡これを被告小宮山の意図であるr温度化懐妊論に終止符｣を打つまで､そのお粗末

な内容を気象学として高めるには､東京大学の気象学者による大将改訂が必要となる｡

ところが､気象学者の誰もがこの書軌こ加筆することを引き受けなかった｡ r東京大学

事件｣の被告住明正でさえ､被告小宮山との約束(甲7-7)もあるのに､その任を果たさなかっ

た｡そこで仕方なく､社告明E]香の捷供した原稿をそのまま.東京大学I R 3 Sの出版物

として文部科学省の請重責を使って印刷し,発行してしまったのである.

2､被告票田純一は.東京大学I R 3 S楼横長として､ r東京大学事件｣の被告山本政一郎

に軽歴詐称をさせた

原告らを名誉簸鎖した書物『地球温捷化懐疑論批判Bでは､その表紙にr東京大学　山本

政一郎｣の名前が書いてある(甲7).これは､この書物の著者のひとLJが､東京大学の数員

山本故一郎であることを意味する｡つまLJ,この本の読者から見て､この書物は東京大学

の教且も書いている論文集であると理解させ､この書物の東京大学の権威を義母する｡

ところが.この書物の原稿である｢コメントVer_3.0｣の執筆当時､社告山本は博士論文

も書けていない大学院学生であL) ､印刷の5月では.被告山本故-邸は無職であL) ､この

青物発行の10月では､独立行政法人産業技術捨合研究所磯且であって､東京大学を名乗る

ことはできない｡つまLJ.被告山本の経歴詐称である｡

しかし､この書物から｢東京大学　山本救一肌を外せば.この書物を東京大学の書物と

は言えな<なるので､被告震EZ]耗-は､山本政一mに軽歴詐称をさせることにしたのであ

る｡前代未聞の東京大学による軽歴詐称事件である｡山本政一邸の本意ではあるまい.

3.加えて､東京大学I R 3 S橡横長であL).またその監督者東京大学学長である

被告漬田席-の不誠実な対応で事件となった

原告は､本書『地球温暖Lt:懐姪鎗批判ほ入手して.当初は喜接交渉によL)原告の科学者

としての名誉を回復したいと廉い､東京大学I R 3 S境構と東京大学に対して働きかけを
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試みた｡しかし､ I R 3 S機構は拒香の回答しかせず､被告東京大学は一切答えなかった｡

このようにして被告東京大学が直接の交渉を拒否したので､やむなくr東京大学事件｣の訴

訟を余色なくされた｡

この直接交渉の軽過で明らかになったことは､被告東京大学およびI R 3 S撮横には科

学者および評論泉の名誉を最損したことの反省などまったくないことが示され･刑事訴訟

または民事訴訟以外に解決の道が残されていないことが示されたことである｡

I R 3 S橡構によれば､本書はこの機構に所属する研究者の研究成果を社会に還元する

ものという(甲8-2号証)｡そして本書はその点刊号である(甲7号証pii)｡また･本書は

市販されておらず､無原則に無料配布され､インターネットで無料pdf公開されているq

原告には.本書が提供されておらず､これを知人から入手して､科学者としての名誉が

簸漫されていることに驚き､その回復のため､本書による批判に対して回答をする権利と

義務があると感じた｡

そこで､本書の企声音および夷行者である被告東京大学I R 3 Sに手枕を書いて･本書

に対する咽答書』を書くので.被告I R 3 Sで印臥配布するよう求めた(甲8-1号臥1

1月10日)｡ r科学の議論では.意見の違いを公平に扱うことが原則｣だからである｡

これに対し､東京大学I R3 Sはただちに返答をした(甲812号証､ 11月13日)｡しかし･

この叢書は被告I R 3 Sに所属する研究者の研究成果を社会に遷元するものであるという

理由で拒否し. r自費出版Jなどで発表すればよいと取L)付くしまがなかった｡

しかし､この書物には東京大学I R 3 Sの研究者がまったくいないのであるから.この

返事はr虚偽｣である｡また､被告東京大学が､個人を名籍しして批判した書物r地球温暖

化懐妊昏批判Bを公費で出版し､無料で配布しておきながら､批判された個人には自費で

出版せよとはr公平かつ公正の原用Jをまったく無視するものである｡

このような返答から､被告東京大学I R 3 Sの棲構長真田耗-は.科学者の名誉を敦現

したことについて反省をまったくしていないことが明らかになった｡

そこで､原告とI R 3 Sとの同の往復書簡を添付して､部局に対して監督責任があL).

かつ費用の出費に責任を持つ東京大学稔長である被告演EEl耗-に事故を書いた(甲9 -1号

臥11月17日)｡その内容は､東京大学が本書によIJ原告を誹蓉中傷したことを述べ,育

歩譲って耗掛こ科学批判をしたというのであれば､批判された者にはこれに回答する権利

があることを述べた｡そして､東京大学学長としてこのI R 3 Sとの手紙の往復軽過をど

のように考えるかと同うた｡しかし､返事はなかった｡

この後､日月17日から12月4日にかけて. 4本の事故を被告渡田学長宛てに#遷した(甲

9-2-9-5号証)｡その中で､ィ.名誉生坂の原因となっている懐疑論者の特徴として挙げ

ている9項目について､ ｢どの項目が原告に対する批判なのかJとの賞同｡口.本書で批判

的に執筆した者は.一人を除き無署名である｡それぞれの富農ごとにその執筆者氏名を明

らかにすることの要請｡八.名指しされた本人に､本書が送られていない｡送付するよう

にとの要請などを書いた｡

ィ.については､主張の異なる多人数の人達に対して､多項目の特教をまとめてかぷせ

て攻撃するのは不当である｡口.については.名指しして攻撃的反詮を書いておきながら､
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その反論の執筆者名を明記しないのは論争の原則こ反している｡ハ_現物入手については

名指しされた者のごく当然の要請である｡

しかし､東京大学学長である被告講EEl純一はいずれについても一切返事をしなかった｡

このことは､被告には本書で科学者の名誉を簸現したことの反省がまったく欠如している

ことを示す｡

さらに､被告演EEl純一には､話し合いで解決するという気持ちがそもそもないことも示

している｡このことから､本書を出版.配布した目的は科学論争をすることではなくて､

r懐疑論者｣を非穀､中傷､誹諌することで､その科学者としての名誉を傷つけ､世間への

影響力を致ぐことが目的であったことを示している｡

このような状況になっては､刑法r名誉に対する罪｣で告訴するか.または民法r名誉回

復措置｣のため捷訴するしか打開の方法はないことになったのである.

4､以上述べたように､本件不法行為の最大の原因者は､現学長であり､また現I R 3 S

機構長である被告票田耗-である｡

第6.原告の最善と結語

以上述べたように.本件では.科学者の名誉に関して強力な社会的影響力を所有する東

京大学が､国費を使って､原告槌円を含む科学者を名指しして､謙譲､中傷､侮辱などの

個人攻撃し､原告を含む科学者の社会的評価を低下させた(たとえば､甲12-2-12-10)｡

すなわち極めて悪質で責任重大な名誉穀規(民法第709､ 710条)を構成する｡

また､東京大学は.国立大学法人法により設立された国立大学であLJ､言論の自由はな

い｡したがって.東京大学が､特定の個人を名指しして､その研究者としての社会的評価

を定めることは､悪法第23粂(学同の自由)違反である｡そして､書物『地球温暖化懐疑論

批判Bを発行し,配布する行為は国立大学法人法第22粂(業務の範囲等)に違反する｡

したがって.その悪質さを考えれば､本件は公的に解決すべき事件として､被告小宮山

宏､被告明日香春川.被告浜田耗-には刑法第34章r名誉に対する罪｣による刑事責任が

追求されて然るべき事件であるが､原告は､上記の法令違反を指摘した上で､民法第723

条r名誉回復措置｣により民事告訴することにした｡

本件名誉発現によって､原告が､ 50年を越えて培ってきた科学者としての名誉を敦現さ

れたことによる精神的苦痛は計L)しれない｡金銭に換井できるものではないが.訴状主文

に吾己粧した請求の趣旨第2項に記載したとおL)の金額を連等して支払うよう判決を求める

ものである｡

なお.本件捷訴は､ r東京大学事件jすなわち平成21年(ワ)第47553号謝謝罪広告等請求

事件に被告3名を追加する提訴であ() ､ r東京大学事件Jlでの主張､証拠を含めて全面的に

引用する｡したがって. ｢東京大学事件｣と本件の真実を明らかにするため､このr東京大

学事件｣と併合して審理していただくようお願いするものである｡

以上
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