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第 33 回 メディアを考える市民のつどい 
  
 

「言論・報道の自由、大学の自治への攻撃許さない！」 

「私は闘う！」植村さんの訴えに共感・連帯 

超満員の 200 人   

 

ＮＨＫは政治権力からの自立を！ 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 
2015 年 5 月   ニュース ＮＯ．33 

神戸市中央区元町通 6-7-6-5F 平和友好センター内 電話・FAX （０７８）３５１－０１９４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nhkwatchers.web.fc2 .com/ NHK 問題を考える会（兵庫） 検索 

満席の兵庫県学校厚生会館 

 

植村 隆さん (元朝日新聞記者) 

北星学園大学非常勤講師 

3月 28日、札幌から植村隆さんを迎えての「第 33回メディアを考え

る市民のつどい」は、超満員の 200 人が参加し、床に座ったり机に腰

かけるなどして熱気に包まれた集会となりました。 

元朝日新聞記者で現北星学園大学非常勤講師の植村さんにかけられ

ているネット右翼や週刊誌などの卑劣な攻撃とバッシング問題を取り

上げ「言論・報道の自由、大学の自治への攻撃許さない！」とのテーマ 

のもとに開かれたものです。冒頭 12月 23日放送の

「ニュース 23」で事件の概要が紹介された後、前新

聞労連中央執行委員長の日比野敏陽さんが新聞と

メディアを取り巻く環境について、労働組合の立場

から報告しました。 

 

ネット右翼の違法は法の光で断罪 

阪口徳雄弁護士は、ネット右翼が

植村さんや娘さんの顔写真までネッ

トに掲載し「売国奴」「反日」「国賊」

など異常な汚い言葉での書き込み、

そして大学への電話攻撃などへ行動 

を移しているこ

との危険性を指

摘。法の光で断罪

しなければなら

ないと全国の弁

護士380人が自発

的に告訴したこ

とを報告しまし

た。 

 

「私は捏造記者ではない、 

不当なバッシングには負けない」 

植村さんは、朝日新聞記者時代に元「慰安婦」が名乗り出た日本で

最初の記事を書いたが、「週刊文春」や「読売新聞」などの「捏（ねつ）

造記者」というバッシングが事実に反することを詳しく説明。採用が

内定していた神戸の女子大学から辞退を求められた。非常勤講師をし

ている北星学園大学にも不当な攻撃のメールや電話が集中している

が、弁護士や市民が立ち上がって大学を応援したことから雇用も継続 

されたことなどを話されました。「私は捏造記者では

ありません。不当なバッシングには屈しません。皆さ

ん、応援よろしくお願いします。」と訴え大きな連帯

の拍手が送られました。会場での植村支援カンパは 8

万 2 千円寄せられ、「植村応援隊」に手渡されました。

集会は「植村さんへの人権侵害の実態を広く知らせま

しょう」という集会アピールを採択しました。 

 

 

阪口徳雄さん 

弁護士 

 

このつどいはＩＷＪがインターネットで放送をしています。IWJ-OSAKA1 を検索してご覧ください。 

 

司会 浪本勝年さん 

(兵庫の会 共同代表) 

 

 

日比野敏陽さん 

前新聞労連 

中央執行委員長 
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「新聞とメディアを取りまく環境、朝日、

植村バッシングの背景」(要約) 

お話 日比野敏陽(ひびのとしあき)さん 

日比野と申します。京都新聞

の記者をやっております。昨年

の７月の終わりまで２年間新

聞労連の中央執行委員長を務

めていました。 

私は新聞、民間放送、出版、

映画、印刷、演劇、音楽などの

労働組合の連帯組織の議長も

やっておりましたので、今日のテーマについて、「新

聞業界やメディアの中で働いている人達がどうなっ

ているのか」ということから、この問題を考えていき

たいと思います。 

新聞業界の実態 

結論から言うと、新聞業界は植村さんのこととか、

言論の自由だとか、秘密保護法だとか、そんなことど

うでもいいのです。実は秘密保護法が可決された 2013

年 12 月 6日、同じ時期に、全国の新聞業界の経営者

達は、自民党に「何とか新聞に軽減税率を適用してく

ださい」という陳情をやっているのです。「消費税が

８％から 10％に上がる時に、２％まけてくれ」と、そ

れを獲得するために奔走しているというのが実態な

のです。20 年、30 年前には、ぬけぬけとそういうこ

とはできなかった。 

コンプライアンス主義が現場に与える影響 

言論と経営は、常にバランスを取りながらやってき

たのですが、この 20 年、圧倒的に経営の論理が先に

立っています。 

それが働いている記者のメンタリティに影響しない

わけがないですよ。私は全国の新聞社の記者の皆さん

と、労働組合を通じてお付き合いをしています。人数

が多いのは全国紙ですけれど、痛切に感じたのは、「内

に籠もる」と言いますか、どっちかというと会社ばっ

かり見ているというふうになっています。「ジャーナ

リスト・記者は産別の新聞労連、労働組合を通じて横

で繋がろう」というのが伝統的新聞業界であります。

戦後、あの戦争に加担した新聞記者の罪を償うために

も集まろう、ということで結成したにもかかわらずで

す。その典型的な例が、コンプライアンス(法令順守）

主義であります。どこの新聞社も､コンプライアンス

主義が極めて強くなっています。「記者の倫理綱領」

とかそういった名前で、記者を縛るようになっていま

すね。先日も、東京で秘密保護法のシンポジウムをや

ったのですが、共同通信の記者が「秘密保護法よりも

社内の自主規制などの方が多いのだから、秘密保護法

なんかとても問題じゃありません」というような話を

されていました。全体としてそういうことがあるとい

うことです。 

出版界でも 

メディア全体をもうちょっと見渡すと、「嫌韓・反中

国本」が必ず書店に積まれていますよね。一方で日本

を礼賛するような内容の雑誌や本も、たくさん売られ

ています。それはテレビでもやっていますね。いっと

き絶対売れるのです。これはきわめて深刻な話です。 

出版労連でも「売れるなら何を出してもいいのか」

という議論をされています。 

 奪われていく現場の記者の判断と権利 

新聞界の話しをしますと、こういった自主規制､コン

プライアンス主義・・「法令に違反しないように取材

しなさいよ」ということで、現場の判断の権利が非常

に奪われてきています。よくあるのが、記者会見の場

で記者が質問をする一方でパタパタとパソコンを打

っている。あれはブリーフィングなり、記者会見の内

容を自分の仲間の記者と共有するためにやっている

のです。そういうことに長けている記者が珍重されて

いるというのが風潮です。パタパタやっていたら、会

見する人が「どういう表情をしているか」「ウソをつ

いているんじゃないか」とか「ごまかしているんじゃ

ないか」という鋭く突っ込んでいく能力はそだたない

と思います。 

労働組合の実態 

労働組合の話をしたいと思います。植村さんを攻撃

させてしまって実に許しがたい。新聞労連は「二度と

戦争のためにペンを執らない、カメラを撮らない、輪

 

日比野敏陽さん 
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転機を回さない」というのが結集軸になっています。

だけど、加盟の組合は「横に繋がろう」というよりは、

どうしてもまず、会社の論理で行動していく、という

風潮が非常に強くなっています。 

たとえば秘密保護法の時に、秘密保護法の反対運動

を提起しました。全国の加盟の新聞社の組合に「ビラ

を撒いてください」ということでビラを作ったのです。

そうしたら、朝日新聞労組は「そういう政治的な運動

はできません」と言って、全部送り返してきた。（会

場笑い）これは雑誌「世界」の「メディア時評」に載

っていますが…。ほかにも、全国紙労組に「デモをや

るから、ぜひ人を出してください」と新聞労連中央本

部から要請をしたら、「デモに行くと逮捕されるかも

しれないから、そんな危険なことはうちの組合員には

させられません」･・・一体、いつの時代なんだ。（会

場笑い）。どこの組合も―とりわけ全国紙の皆さんの

組合は―そうなのです。なぜか。これもすごく重要で、

つまり、社会とか市民とか運動とか、労働組合だとか

弱い人の立場とか、そういうのを全く知らないのです

よ。経験がないのです。エリートだからです。「裸に

なって頑張って、全部…自分の立場なんていいから、

植村さんを支援するよ」みたいな人が出てこないのじ

ゃないかなと思うのですね。それは、私達メディア業

界の、ある種の側面なのですよね。 

最後に、ちょっとだけ宣伝を。新聞労連が『戦争は

秘密から始まる』という、秘密保護法についてのブッ

クレットを出版しました。これは面白いのですよ。価

値があると思います。どうもありがとうございました。

（会場拍手） 

「ネット右翼の実態と背景」(要約) 

お話 阪口徳雄(さかぐちとくお)さん 

インターネットの社会でどんなことが？ 

インターネットの社会でどんなことが今行われて

いるのか。とりわけ、植村さんの問題についてどうい

うことが行われているのかお話したい。 

娘さんの顔写真を載せて、その上に「売国奴」「反

日の植村の娘」、「これは植村家のお父さんに見てもら

っているのか」と侮辱するような内容が、ツイッター

などで語られているのです。娘さんの写真、植村さん

の写真も、デカデカと載っ

ています。見られた方は「も

う何という酷いことをする

んだ」と。「ネット右翼」と

呼んでいるのですが、そう

いう連中が書き込みをして

いる。２ちゃんねる（ネッ

ト掲示板）を見ますと、何

百も、次々と書いているわけですね。もちろん、かな

り同じ人が何十回と書いているとは思うのですが。そ

れを読むと「何という社会だ」と感じます。罵詈雑言

を浴びせるわけです。「反日だ」「国賊だ」と短い言葉

ですが、実に汚い。ネットだけじゃない。社会のゴミ

溜めみたいなところなのですね。そういうところで、

娘さんや植村さんを徹底的に叩いています。「逃げる

な植村！」とか。それは週刊文春が「植村は逃げた」

と書いてあるものですから、「釈明しろ」とかね。延々

と、同じことを馬鹿みたいに書いています。そういう

人達が、ネットの社会でやっている限りでは、「実害」

や社会一般には何の影響もないわけです。 

行動に移してきたネット右翼-北星学園に攻撃 

ところがその連中が、行動に移してきたわけです。

植村さんの事件の特徴は、彼らは週刊誌が書いた記事

を孫引きして、ネット社会に流していることです。そ

ういう連中が、北星学園、その前の神戸松蔭女子学院

大学に対する抗議を電話でするわけです。私もその時

は全く知らなかったですね。ところが、北星学園大学

の一非常勤講師にもかかわらず、それを「雇うな」と

言って抗議の電話を入れる。彼らは行動を始めたわけ

です。ネットの社会でアホみたいなことばっかり語っ

ていても、そんなものは落書きですから、どうってこ

とはないのですが、彼らは行動を始めてきた。「『反日

だ』『売国だ』『国賊だ』という認定をすれば、何をし

てもいいんだ」という風潮がネットの社会にあり、北

星学園大学に電話や手紙で「お前のところを爆破する

ぞ」とか、何だかんだと手紙を送っているのです。 

当時、北星学園大学の学長は「植村さんを守ろう」

という方針でいたわけです。ところが今度は学長に対

して、ネット攻撃、電話攻撃が繰り広げられるわけで
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す。その結果、「もうこれは北星学園大学だけでは頑

張れない」ということになって、植村さんの雇用を「来

年の４月から、見直さざるを得ない」という記者会見

も予定されていました。 

立ち上がった市民「負けるな北星の会」 

その時に「負けるな北星」という…大学人、弁護士

市民などが集まって、支援運動を始めた。私どもも「あ

まりにもひどい」ということで、去年の 10 月の末か

ら「こんな風潮を許してはならない」と弁護士自らが

告発しようと、代表５名が全国の弁護士に呼びかけた。 

 380 名の弁護士が「業務妨害」で告発 

そして、380名が札幌地検に対して「脅迫罪・業務

妨害罪」で告発した。それで、北星学園大学に対する

抗議が若干少なくなって、電話はそれまでは、非常に

多かったが告発後はその数は非常に少なくなった。そ

れが学校側を激励することになった。我々は勝手連で

やったわけです。北星学園から金をもらったわけでは

ないし、植村さんから金をもらったわけではないです。

植村さんは 380人の弁護士に払う金はないと思います

けどね。（笑い） 

電凸による北星学園抗議 

もう一つ、先ほどのお話に電凸(電話突撃）というの

がありました。電凸（デントツ）というのは、「たか

すぎしんさく」というペンネームで、北星学園大学に

電話をかけた内容「北星学園、あんたはひどいでしょ、

北星学園は国賊ではないか。教育者として一体どうな

っているんだ」と延々と電話でしゃべったことを録音

して、それをネット上で YouTubeに報道するわけです。

去年の 12 月の初めの段階では、それを４万何千人が

見ているわけです。１人の抗議の電話は、単に電話で

終われば、それだけの話なのですが、その動画を４万

何千人が見ている。そうすると、その連中らも「俺も

同じことをやろう」という形で、また北星学園大学に

抗議をするわけです。 

その外にも、この連中は、ある高校が韓国に旅行に

行くと、「けしからんじゃないか」と電話をかけてそ

の内容を YouTubeに報道する。今度はそれを見た連中

が、高校に抗議の電話を入れるわけです。その結果、

ついにその高校は「韓国へ行くのをやめました」と、

かなったと報道されています。「何で韓国へ行ったら

悪いのか」という話は、馬鹿みたいな話ですが。彼ら

は、韓国が嫌い、中国が嫌い、朝日新聞が嫌いなので

す。 

告発弁護団４３８人 市民も３４8 名が原告に 

私どもがまた同じように「このような者も、告発し

ようじゃないか」と、５名の弁護士が同じく呼びかけ

ました。告発代理人弁護士 438名、告発人が 348名集

まりました。ここの皆さん方の中に、告発人になって

いただいた方がかなりいらっしゃいます。それを告発

する前に、北海道で記者会見をし、先制攻撃をかけた

わけです。それが新聞に載った。 

そうすると、またネットの２チャンネルに「何百名

の弁護士が告発するぞ」ということを、わーっと書い

ているわけですね。「なんちゅう弁護士だ」「アカか」

「朝鮮人だ」とか、もうそんなことばっかり書いてあ

るのです。もう何百通と書いています。告発された者

はその後、電凸をちょっと今やめている様子です。だ

からこのような者とは、法的に闘わないといかんので

すね。それを私達は今回学びました。 

ネット右翼の実態は？全国で 100 万単位 

ネット右翼の実態については、朝日新聞の『論壇』

に、小熊英二さんという方が『ネット右翼への対処法』

ということを書いています。「ネットの右翼というの

はだいたい 100万人ぐらいいるだろう。しかし、こう

いう連中は大したことはないんだ。愉快犯だ」という

ようなことを書いています。 

「しかし、そういう攻撃を放ったらかしていると若

干危ないけども、まあ強い心を持って頑張りましょ

う」ってなことを書いてあるのですね。私はこれを読

んで「ちょっとこの人は甘いな」と思います。 

行動する過激なネット右翼登場—在特会 

最近ネットを利用した右翼連中というのは、「ヘイ

トスピーチ」といって、在特会（在日外国人の特権を

許さない会）が、街頭に出てきて演説するわけです。

彼らがどんなことをしているかというと、東京なんか

で女の人でも 20人、30人が着物スタイルで演説する

わけです。しゃなりしゃなり歩いている時は「どこの

奥さんだ」という感じなのですが、演説をしたら、絶
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叫調になって、アホみたいな声で叫ぶ。ところが、家

庭に戻ったら普通の格好をしておる。街頭に出ては

「在日朝鮮人は死ね」とか、こういうヘイトスピーチ

をやる。ちょっと我々の世代では考えられないけども、

そういう人達が出てきたわけです。植村さんの問題も

そうですね。 

「本来の右翼」とも違う…『在特会』を批判 

ところが面白いことに、本来の右翼、「正統派右翼」

と呼んでいますけど、彼らは、在特会なんかをものす

ごく批判しているのですね。「ああいうのは、弱い人

をいじめるからよくない」とか、そういうことを書い

ているわけです。ブログなんかも読んでいたら面白い

ですね。「あいつらは人間の屑だ」と言っているので

す。元の右翼も似たり寄ったりだと思うのですけどね。

彼らから見ると、「もっとひどい、低劣な攻撃を平気

でやるグループだ」と言っています。彼は韓国などと

交流をやって「在日とは仲良くせないかん」というよ

うなことを書いている。 

ナチスのやり方と似ている＝下からの民衆動

員…ドイツ人は無関心で見逃していた 

私が、この運動の中で感じたのは政治家も「憎悪」

「怒り」を煽っていることです。それがネットに流れ

る。ネットの社会では、100万人か 150万人か知りま

せんけれど、その連中らは煽られて行動に移していく。

ちょうど、ドイツのナチスのやり方が、下からの若者

を動員して、共産党やユダヤ人を弾圧していった、そ

のやり方と似ていることです。「突撃隊」が組織され、

集会があったら抗議に行く。裏ではかなり意図的に組

織をしていたのでしょうけども、最初は若い人、失業

者達。ナチスはそれに対する手当を出していくわけで

す。小さい集団が何万人、何十万人になるわけです。

ナチスの突撃隊は、軍隊と喧嘩するぐらいまでなりま

した。この連中がユダヤ人やドイツ人民を弾圧してい

く役割を担った。当時、ドイツ人は「ユダヤ人がやら

れているから、俺らは関係ない」と無視していたが、

それが、ヒットラーが急激に大きくなっていって政権

を取って戦争になった。 

 ネット右翼の背景…「憎悪」「怒り」を煽る

安倍内閣、週刊誌・右翼ジャーナリスト 

今の「次世代の

党」っていうのは、

安倍晋三よりも右

です。本来の自民

党よりも、もっと

右のことを言って

いますね。右のこ

とをがんがん言っ

て、本来の政党をもっと右にさせていく役割を担って

います。ネット右翼は、まだもっと右におるわけです

ね。 

若い人達がネットをしょっちゅう見ていると、洗脳

されてくるわけです。他の社会や普通の新聞なんか読

まないわけです。そうすると「ネットの社会が全てだ」

と思うようになる。書いていることが、ワンパターン

のことばっかりですから。 

この背景には右翼雑誌…産経なんかが煽っていま

す。週刊誌も。ジャーナリストも、それを右翼政治家

は、プロパガンダをがんがんやる。だから私は植村さ

んの問題が起こった時に「非常に危険だ」という感じ

を思ったのです。要するに「反日だ」「売国奴だ」「国

賊だ」と認定すれば、何をしてもいいという風潮が、

ネット社会に出ているわけです。 

法という武器でネットの闇を照らす。 

世論の批判の重要性 

このような違法行為は叩かねばならない。彼らの弱

点は全部匿名ですから「法律」という武器で光を当て

ると、ナメクジではないが、彼らは萎縮するわけです。

要するに自分の名前をよう名乗らんわけですね。そう

いう連中に対しては、「法」という武器で光をきちっ

と当てていくと、彼らは、いろんな形で、あっち行っ

たりこっち行ったりして、またやり続けますが、基本

的には法によって裁かれていくことが必要です。名誉

毀損があったら損害賠償もしていく、ということが必

要だと思います。北星学園大学攻撃に、弁護士の何百

名が告発することによって、我々は「植村さんは首の

皮一枚で繋がった」と言って喜んでいるわけではない

のですが、「何とか支援できたかなあ！」と、と思っ

ています。 
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ネット右翼と闘う経験を引き継ぐこと 

今回の経験で学びましたが、ネット右翼と闘う弁護

士が少ないのです。今回の問題でも、ネット右翼との

戦いのノウハウがなかったのです。しかし今はその経

験を蓄積し始め、この経験を引き継いでもらって「ネ

ット右翼と闘う弁護団を作らんとあかんな」と弁護士

間で相談しています。そのような弁護団を、全国各地

に作り、将来、もっといろんな攻撃が来ると思うので

すがそれを反撃する弁護団を作る必要性を感じます。

ネット右翼は匿名で攻撃する、匿名には法という光を

当てて表に引っ張りだし、処罰を求めていく。これが

必要です。 

植村さんの問題は我々の問題 

私は、植村さん個人の弁護団には入っていませんがい

ろんな面で応援する。植村さんの問題は個人の問題で

はなくて、我々の問題なのです。我々の社会のあり方

の問題なのです。ぜひとも皆さんも頑張っていただき

たい。私も７2 歳ですが、まだまだ頑張りますので。

若い人達はもっと頑張ってください。（会場拍手）

「私は捏造記者ではない」(要約) 

お話 植村隆(うえむらたかし)さん 

（元朝日新聞記者・現北星学園大学非常勤講師） 

北海道の札幌から来ま

した、元朝日新聞の記者

で、北星学園大学の非常

勤講師をやっております、

植村隆といいます。昨日

の夜、札幌から神戸の空

港に飛行機で参りました。

朝、カーテンを開けたら、

「本当に都市と自然が一

体化した美しい街だなあ」と思って、しみじみと眺め

ました。 

 人生を狂わせた 1 本の電話 

私にとっては神戸は辛い思いがある場所です。ちょ

うど今から１年２カ月ぐらい前。神戸の女子大学に就

職が内定しました。家族が札幌におりまして娘もまだ

札幌の学校にいるので、犬連れで単身赴任をしようと、

犬が飼える家を探したのですがなかなかなくて何回

か通って、やっと六甲山の麓に古い小さな一軒家をみ

つけました。不動産屋にお金を振り込む寸前だったの

ですが、去年 1月末に、一本の電話が神戸松蔭女子学

院大からかかってきました「植村さんのことが出た週

刊誌の記事で、大変なことになっているので、来てく

れないか」ということでした。大学に呼んでくれずに、

神戸ポートピアホテルの会議室に呼ばれました。（会

場笑）「何で大学に呼んでくれないのかな」と思って

後で考えたら、大学は非常に怯えてしまって「植村が

大学に来たら、右翼が来るんじゃないか」というふう

なことだった。私は、たくさんの資料を持って行って、

説明しようとしました。 

ところが「いや、植村さんの記事が正しいとか間違

っているとかということじゃなくて、今こんなふうに

困っているんだ」。結論的に言うと「植村さんの記事

の真偽とは関係なく、このままでは学生募集などにも

影響が出る。松蔭のイメージが悪化する。４月には植

村さんを受け入れられる状態じゃないので相談した

い」というような話でした。まあ、事実上「来ないで

くれ」という話で。就職は内定したのだけれども、事

実上辞退を求められました。そこから私の今回の問題

が始まるわけです。その辺の経緯については、『世界』

（2015 年 2月号）に載せています。 

その１週間前かな、面接に行って、非常に盛り上が

って良かった。「70歳まで働いてください」とか言わ

れて、結果的には「やっぱり大学も被害者だから」と

いうことで示談にしたのですが。今日、複雑な思いで

神戸に来ました。 

「慰安婦」に関する３種類の記事（朝日） 

去年、朝日新聞が「慰安婦」報道で激しいバッシン

グを受けたのはご記憶だと思います。朝日新聞の「慰

安婦」報道の記事には、３つの種類の記事があります。 

取り消された吉田氏の記事
取り消された吉田氏の記事取り消された吉田氏の記事
取り消された吉田氏の記事 

  
 

1
11
1 つは
つはつは
つは 1980 年代から 1990 年代にかけて「戦争中に

朝鮮半島で、『慰安婦』にするために女性を強制連行

した」「人狩りをした」という証言をされた、吉田清

治さん（故人）という方がいました。 

 

植村 隆さん 



7 

 

朝日新聞はその方の記事を十数本載せております。

朝日新聞は去年、吉田証言に「虚偽がある」というこ

とで、16本の記事を取り消したのですが、「謝罪がな

かった」ということでバッシングを

されたのです。その後、去年の 12

月に第三者委員会の発表があった

後に２本取り消し、計 18 本の証言

記事を取り消しました。それは当時

「加害責任の証言記事」ということ

で報道されたものです。しかし、私

はその記事を全く書いていないの

です。 

ところが、朝日新聞バッシングと

いうのが極めて異常なのは、事実でないことがあたか

も事実のように流布していることです。例えば、去年

の 12月に『朝日新聞の落日』（宝島社）という朝日新

聞のバッシング本が発行されました。 

この本には、「吉田氏の記事を多く書いた植村隆記

者の妻の母は『太平洋戦争遺族会』の常任理事であり、

1991 年に自ら「慰安婦」と名乗り出た金学順とも親

しい関係にあったことから、植村記者は個人的動機か

ら紙面を利用し、虚報を流し続けたのではないか、と

いう批判もある。」と書かれています。 

この内容を大雑把に考えると①植村記者がたくさ

んの吉田証言記事を書いた。②植村記者は個人的な動

機、つまり義母が韓国人、韓国の遺族会の幹部だから、

嘘の報道を紙面でたくさん流した。 

もちろん、いずれも嘘であります。こういうような

言説が、単なるネットだけじゃなくて、1000 円もの

値段がついて本屋に平積みになっている。ネット上の

ウソの言説が活字の世界にまで広がっているのです。 

スクープ記事「日本軍の関与」
スクープ記事「日本軍の関与」スクープ記事「日本軍の関与」
スクープ記事「日本軍の関与」 

  
 

２つ目は
２つ目は２つ目は
２つ目は「慰安所設置に軍が関与した」という、1992

年１月の大きなスクープです。その記事についても

「植村が書いた」とネットで出ております。それは特

ダネ記事なので、植村が書いたら非常に立派なことだ

と思うのですが残念ながら、植村はそれにも関わって

いない。ところが、それもまた「植村が書いた」と嘘

の言説を流している方がいます。これは池田信夫さん

というブロガーの方が書いた『朝日新聞世紀の大誤報 

慰安婦問題の真相』という、去年の 12 月に出た本で

す。その中に「1992 年１月の記事

は、強制連行の証拠を示すものでは

なく、陸軍の通達は関与の証拠だっ

た。しかし植村記者がその解説で

『挺身隊の名で強制連行』と書いた

ため、強制連行の証拠が出てきたよ

うな印象を与え、宮澤（喜一）首相

が謝罪してしまった」というような

形で、またここでも私の名前が出て

いるのです。しかし、これは東京社

会部が書いた記事であることは、朝日新聞の去年の８

月５日の検証紙面を見ても分かるのです。最近発行さ

れた、嫌韓ブームを起こした漫画にも似顔絵入りで私

のことを誹謗中傷しています。極めて異常な形で植村

バッシングが活字の世界でも広がっておるのです。 

 

 

私は何を書いたか（3 つ目の記事） 

「慰安婦」問題の第 1 報記事 

では、「「植村が何を書いたのか」ということだけは、

今日皆さんにお伝えしたいと思います。 

私は 1982 年に朝日新聞に入社して、仙台支局、千

葉支局とサツ回り（警察担当）をやった後、東京外報

部という国際ニュースを扱うセクションに行きまし

て、その後１年間、1988 年から 1989 年まで、ソウル

に語学留学ということで派遣されました。語学留学と

いっても、給料をもらいながら１年間、韓国語の勉強

をする、という研修生でありました。だから、仕事は

勉強。韓国留学が終わった後、1989 年 11月から 1992

年の３月まで２年ちょっと、大阪社会部の記者をやっ

ておりました。その時には、主に在日コリアンの人権

問題を担当しておりました。そういう関係で、韓国語

も使えるので、何度かソウルに出張で行っていました。

そういう時代に書いた記事があります。私が書いた記

事を読んでみたいと思います。 
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一番バッシングの原因になっている記事です。「元

朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く 韓国の

団体聞き取り 思い出すと今も涙」という見出しがつ

いています。この見出しだけでも分かるように「韓国

の団体が、『慰安婦』のおばあさんの聞き取り調査を

している」という記事になります。で「何でこれがニ

ュースなのか」ということを説明します。元朝鮮人の

「慰安婦」のおばあさんは、戦後、植民地から解放さ

れた韓国に戻ってからも、自分のそういう辛い体験を

全く話さずに、被害体験を隠したまま、戦後ずっと過

ごしておられたのです。ところが、1990 年頃から日

本と韓国の間で、従軍「慰安婦」問題が関心を集めま

した。私は 1990 年の夏に、大阪社会部の記者として、

２週間ほど韓国に出張して、もと「慰安婦」のおばあ

さんの証言を聞こうと思ったのです。そういうアイデ

アを、上司のデスクから示唆されましたので。私は韓

国語が非常に得意だったので「韓国に行けば、そうい

う戦争体験、辛い体験を話してくれるおばあさん達が

いるだろう」と思って。「この人が従軍慰安婦をして

いたおばあさんだ」というような情報もあったのです

けど、実際にインタビューに行ってみると、全然しゃ

べってくれない。何人か当たったのですが無理でした。

当たり前ですよね。いくら韓国語ができても、日本人

の若造に、そんな戦争中の自分の辛い体験を話すわけ

がありません。韓国というのは、儒教の影響が強いと

ころで、特に貞操を非常に重んじているので「戦争中

に日本軍の性の相手をさせられた」というような被害

体験を、いくら辛くても言えるはずがない。 

 挺身
挺身挺身
挺身隊協議会

隊協議会隊協議会
隊協議会 「聞き取り調査」を取材 

そして、翌年（91 年）の８月の初め頃、私がソウル

に電話した時に、当時の朝日新聞のソウル支局長が、

「あるおばあさんが、韓国挺身隊の問題対策協議会で

聞き取りを受けているらしい。テープもあるし、テー

プを聞かせてくれると言っている。今年来てみたらど

うだ」というアドバイスを受けて、行って書いた記事

がこれなのです。少し前文を読んでみます。「ソウル

(1991 年８月)10 日 植村隆 日中戦争や第二次世界

大戦の際『女子挺身隊』の名で戦場に連行され、日本

軍人相手に売春行為を強いられた朝鮮人従軍慰安婦

の内、１人がソウル市内に生存していることが分かり、

韓国挺身隊問題対策協議会が聞き取り調査を始めた」

ということです。つまり「おばあさんが１人生きてい

て、聞き取り調査を受けている」と、そういう記事。

こういう記事を私どもの業界では、第一報といいます。

私は、当時このおばあさんに直接取材することを許さ

れませんでした。しかし、聞き取り調査をしている団

体が「テープは聞かせてやってもいい」ということな

ので、生の声も聞けるし、聞き取り団体の話も聞ける。

この団体は、「挺身隊問題対策協議会」（挺対協）とい

いまして、韓国で 1990 年にできて、ずっと今も慰安

婦問題に取り組んでいる市民団体です。有名な団体で、

その団体がやっと調査を始めたということだったの

で、ご本人（元「慰安婦」のおばあさん）に会えなく

ても「調査している」という事実だけでもニュースだ

と思ったのでソウルに行って取材しました。 

韓国
韓国韓国
韓国で

でで
で初

初初
初めて

めてめて
めて名乗

名乗名乗
名乗り

りり
り出
出出
出た

たた
た（

（（
（ハルモニ
ハルモニハルモニ
ハルモニ）

））
）金学順
金学順金学順
金学順さん

さんさん
さん 

  
 

本文を見ていただきますと「女性の話によると、中

国東北部で生まれ、17歳の時、騙されて慰安婦にされ

た」と書いていますね。つまり「騙されて慰安婦にさ

れたおばあさんが、その辛い体験を話している」とい

う記事です。しかし、この記事が出るまでは、韓国外

（沖縄とかタイ）には朝鮮人慰安婦のおばあさんがい

て、体験を話したりはしていたのですが、韓国に戻っ

たおばあさんが、戦後、こういうふうな形で慰安婦の

証言・体験を話し始めたのは初めてのことでした。そ

れで「ニュースだ」と思って書いたわけです。私がこ

の取材をしたのは８月 10 日ですが、実はこのおばあ

さん、４日後の８月 14 日に、韓国で記者会見をした

ので世界中に知られるようになりました。金学順（キ

ム・ハクスン）さんです。韓国で「慰安婦」体験を最
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初に名乗り出たおばあさんとして知られています。私

はその時にはそのおばあさんが記者会見をするとい

うことを知らなかったので、８月１2 日に大阪に戻っ

たわけです。記者会見することが分かっていれば、も

ちろん（ソウルに）14日までいたのですが。そういう

経緯で書いた記事です。 

私の人生を狂わせた「文春」の記事 

この記事が去年、激しいバッシングを受けることに

なりまして、私の第二の人生が大きく狂ってくるわけ

です。私の人生を狂わせた「週刊文春」の記事がどん

なものか見ていただきたいと思います。これは「週刊

文春」（2014 年２月６日）の記事です。「“慰安婦捏造” 

朝日新聞記者がお嬢様女子大の教授に」という見出し

です。この記事をちょっと読んでみます。「『記者だっ

たら、自分が書いた記事ぐらいきちんと説明してもら

えませんか』小誌記者の呼びかけに、その男は 50 過

ぎとは思えないほどの勢いで猛然と走り出し、タクシ

ーに乗って逃げた」ということを書いているわけです

ね。その時の経緯を簡単に説明しますと、神戸の女子

大学に就職が決まって、日曜でしたか、週刊文春の記

者から電話がかかってきて「慰安婦問題で取材させて

ほしい」と。この間、そういう人達にバッシングを受

けてきたので、彼らの狙いを分かっているので「そう

いう問題は広報部を通してほしい」というお願いした

のですが、また次の日「取材するまで帰れない」とい

うことでずっと玄関に張り込んでいまして、それでタ

クシーを呼んで出たのですが、「逃げて行った」と書

かれたわけです。どんな記事なのかをもうちょっと見

ましょう。     

 私の記事をねじ曲げた攻撃 

その問題の記事が載ったのは、1991 年８月 11 日。

朝日は当時、大阪本社社会部にいた植村隆記者の署名

で〈「女子挺身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人

相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」の

うち、１人がソウル市内に生存していることが分かっ

た〉（大阪本社版）とする記事を掲載した…で、これ

をきっかけに朝日は慰安婦問題を次々と取り上げ、元

陸軍軍人の「済州島から慰安婦を拉致して戦場に送り

込んだ」などの証言を根拠に、日本軍による「強制連

行」があったとの主張を大々的に展開していく… 

何か、私の記事がきっかけで、朝日新聞が激しく

（「慰安婦」特集を）やって、強制連行があったかの

ような記事を作っていった、とあります。私は記事の

中で「騙されて慰安婦にされた」と書いています。「騙

されて慰安婦にされた」というのは、この人達が言う

「狭義の強制連行」ではないのです。 

西岡力氏の攻撃— 

① 「騙されて」＝「強制連行」と歪曲 

この文春の記事は「騙された」というところには全く

言及せずに「植村が強制連行のような記事を書いて、

これで次々と朝日新聞がそういう主張をしていった」

みたいな話になっているわけです。「朝日の報道には、

その後の研究で重大な誤りがあったことが明らかに

なっている。この問題を調査した東京基督教大学教授

の西岡力（つとむ）氏が指摘する。植村記者の記事に

は『挺身隊の名

で戦場に連行さ

れ』とあります

が、『挺身隊』と

は軍需工場など

に勤労動員する

組織で、『慰安

婦』とは全く関

係がありません」…まず「慰安婦と挺身隊が全く関係

がない」と。「しかし、この時名乗り出た女性は『親

に身売りされて慰安婦になった』と訴状に書き、韓国

紙の取材にもそう答えている。植村氏はそうした事実

に触れずに強制連行があったかのように記事を書い

ており、捏造記事と言っても過言ではありません」と

あります。 

②「挺身隊」という言葉への攻撃 

 韓国でも日本でも使われていた 

当時「慰安婦」という言葉があまり韓国で使われて

いなくて「挺身隊」とか「女子挺身隊」という言葉が、

ほぼ「慰安婦」を指している時代だったのです。私が

取材した当時は、韓国でも日本メディアもそういうふ

うな使い方をしていた。だから、この当時の記者が「挺

身隊＝慰安婦」という認識をしていた、というのが分

 

植村 隆さん 
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かると思います。そういうふうな書き方は、1987 年

の８月の読売新聞にも、「特に昭和 17 年以降「女子挺

身隊」の名のもとに、日韓併合で無理矢理日本人扱い

をされていた朝鮮半島の娘たちが、多数強制的に徴発

されて戦場に送り込まれた」という表現があります。

また、1991 年６月の毎日新聞にも同じように「『女子

挺身隊』の名目で強制的に戦地に送られ、日本兵の相

手を強要された」と書いています。私が記事を書いた

10 日前の、1991 年７月 31 日の朝日新聞の記事です

が「朝鮮人従軍慰安婦問題、南北共同で補償要求」と

いう見出しの記事で「日中戦争や太平洋戦争で、『女

子挺身隊』の名で戦場に送られた朝鮮人従軍慰安婦の

実態を調査している、韓国挺身隊問題対策協議会の尹

貞玉（ユンジョンオク）共同代表は…」という表現が

あります。私もこの尹貞玉共同代表の取材をしたもの

で、その続報という意味もあって、同じような書き方

を踏襲したということです。つまり、韓国も、朝日新

聞、読売新聞も毎日新聞も、日本のメディアも「女子

挺身隊」という言葉を「慰安婦」の意味で使っていた

のです。だから、そういう意味では、慰安婦の歴史の

中では非常に大きな転換点の直前に私は取材をした

のです。ただ、存在だけ書いて一報は書いたものの、

続報が書けなかったので、ある意味でちょっと間抜け

な感じがする。本当は、そこで、この記者会見も書い

たら「完全に植村記者がこの慰安婦問題で、すごく先

駆的にスクープした」ということになったわけです。 

金学順さんを最初に取材したのは北海道新聞 

実は日本の新聞で唯一、このおばあさんの取材をし

た新聞があったのです。それが、北海道新聞です。北

海道新聞はソウルに特派員を置いていて、ソウルの特

派員が書いた記事がこれです。「戦前、女子挺身隊』

の美名のもとに従軍慰安婦として戦地で日本軍将兵

達に陵辱されたソウルに住む韓国人女性が 14 日、韓

国挺身隊問題対策協議会に名乗り出、北海道新聞の単

独インタビューに応じた」というふうにあります。 

「戦前、女子挺身隊の美名の下に」という表現があ

るじゃないですか。これは先ほど言いましたように、

日本のメディアが、形容詞みたいな形でこの言葉を使

い続けていた一つの証明だと思います。1991 年 12月

の毎日新聞には、尹貞

玉さんという、この挺身隊問題の専門家がインタビュ

ーに答えて「私たちにとっては、挺身隊がすなわち従

軍慰安婦なんです。戦争中、女子挺身隊の名で徴用さ

れた女性たちの多くが慰安婦にされたのですから」と

いうふうなことを書いています。私は当時、普通に使

われていた言葉で『騙されて行った慰安婦のおばあさ

んが証言を始めたのです』という記事を書いただけな

のです。これで私が攻撃されているのですね。 

「強制連行」の言葉に攻撃…自らの責任は 

「植村が強制連行みたいに書いた」ということでバ

ッシングしている読売新聞なんかは、1991 年 12月６

日の夕刊のリードで、金学順さんのことを「強制徴用

された」と書いています。日経新聞も「強制連行され

た」と書いている。毎日新聞は「拉致」という言葉を

ここで使っていますね。最近、我々が調べて分かった

のは、産経新聞も、金学順さんについて、少なくとも

２度にわたって「強制連行された」と書いています。 

つまり、私をバッシングしている人達は「植村は強

制連行みたいに書いた」と言っているのだけれども、

そのメディア自身がそういうふうに書いている。私は

ここで「『強制連行』と書いたのは間違い」とか言っ

ているわけじゃありません。確かに、金学順さんの証

言には、強制連行されたように受け取られる証言があ

るのです。だから、それで、間違っているとかいうこ

とではない。金学順さんは、確かに年をとっているの

で、証言が食い違ったりすることがあるわけです。一

貫しているのは「意に反して慰安婦にさせられた」そ

して「許せない」ということを言っているわけです。

これは事実として、我々は向き合わなきゃならない。

それだけでも、大変女性に対する人権侵害だと思うの

ですね。同意して「慰安婦」になったわけではない、
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ということだと思うのです。 

  攻撃の対象…もう一つの記事 

もう一つ、私が攻撃されている記事があります。 

その女性が、その年の 12 月６日に日本政府を相手

に謝罪と賠償を求めた裁判の原告の１人として、日本

に来ました。裁判を起こす前に、弁護団が 11月 25日、

金学順さんの聞き取り調査をしました。この聞き取り

調査に私も同席したわけです。そして取材したことを

そのまま書いたのです。 

「『そこへ行けば金もうけができる』。こんな話を、

地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身

はいいませんでした。近くの友人と２人、誘いに乗り

ました。17歳の春でした」と…つまり「出稼ぎに誘わ

れて、結果的に騙された」ということですね。 

これについても激しいバッシングがありました。去

年の８月５日と６日に朝日新聞が「慰安婦」報道につ

いて検証記事を出しました。 

私の記事について

は「捏造はない」「事

実の捻じ曲げはない」

ということと、私の妻

の母親が韓国人で、遺

族団体の幹部なので

すが、それも「この記事とは関係ない」と。読売新聞

が激しく朝日新聞のバッシングをしました。そのバッ

シングの第２弾の連載記事が、去年８月 29 日の読売

新聞に出たのです。「検証２ 朝日『慰安婦』報道」

というのがあります。「触れなかった過去」という見

出しで、『植村氏は 1991 年 12月 25日の朝刊５面（大

阪本社版）で、再び金さんの苦難の人生を取り上げる。

だが、植村氏は一連の報道で、金さんが母親に、40

円で「妓生（キーセン）を養成する家」へ養女に出さ

れた事実には触れていない。 つまり、①が「妓生と

いう経歴を書いていない」②が「養父のことを書いて

いない」ということなのですが。この②の説明をしま

すと、これは弁護士の前でしゃべったことなので、当

時、（彼女は）養父のことを言わなかったのです。 

それから「妓生を養成する家へ養女に出された事実

には触れていない」…確かに、聞き取りの記録を見る

と、「妓生の学校に行って、将来は芸人になりたい」

というふうにしゃべっておった、そういう事実は確か

にあります。実は金さんは 17 歳だったので、妓生の

資格も取れなかったのです。日本には妓生＝売春婦と

いうイメージがあるので、「金学順さんも売春婦だっ

た」、「売春婦が慰安婦にさせられてもしょうがない」

みたいなことで、「慰安婦」問題を否定する人達がい

るのです。同じ８月 29日の別のページに、小さく「本

紙、1992 年以降は慎重に報道」…私の記事は 1991 年

です。ということは「あなたたち、1991 年はどうし

てたんだ」っていうことになると思うのです。 

「植村隆名誉棄損訴訟に関する私の見解」 

有名な憲法学者の小林節さんが私の弁護団に入っ

て下さっています。「植村隆名誉棄損訴訟に関する私

の見解」をまとめて下さいました。 

①前提問題としての従軍慰安婦の問題については、現

時点では、両極端の議論がかみ合っておらず、さらに、

事実と論理のみに基づいた冷静な議論が継続され、客

観的な歴史的事実が明らかにされるべきである。 

②ところが、この植村攻撃事件は、単なる「植村いじ

め」（不法行為、さらに犯罪もある）である。 

（１）最初は「挺身隊」と「慰安婦」の混用・「誤用」

の問題で、それは当時の彼国における用法と他紙の報

道に倣ったもので、特別に批判に値しないものを、い

つの間にか、悪意の「捏造」の話に変更され、それが

攻撃の根拠にされた。しかし、重要な点はその「悪意」

が何ら立証されていないことである。だから、不法行

為である。 

（２）しかも、その架空の事実を根拠として、当人の

就職先や未成年の子供にまで攻撃を向けられた。これ

は犯罪である。 

（３）これは冷戦時代のイデオロギー論争と同質で、

相手を敵と認定したら嘘をついてでも罵倒する手法

である。 

③ことここに至っては、まず、司法の場で事実と論理

のみに従って不法行為を認定し相手の不当な攻撃を

休止させ、被害者の人権を救済するとともに、慰安婦

問題に関する冷静な歴史論争を再開できる環境を回

復することが急務である。 

 

講演中の植村 隆さん 
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私と、小林先生は立場はちょっと違うかもわかりま

せんけれども「不当な攻撃」ということに対して、非

常に怒っておられる。実は、私自身が皆さんの前でこ

んなに、１時間もしゃべるような話ではないのです。

普通に書いた話に突然、バンバン弾が飛んできたとい

う、そういう気持ちです。 

    植村への憎悪の背景は何か 

ここで指摘したいのは、何で注目されるかと言った

ら、署名入りで金学順さんの記事を執筆した第１号だ

ったからなのです。その時は、第１号でもそんなに騒

ぎにはなっていないのですよ。ところが、金学順さん

の証言で勇気を得た他の元慰安婦のおばあさんが、

次々と被害体験を語り始めた。韓国で 200人を超えた。

それがアジア各国に広がって、それぞれ被害のことを

言い始めた。そして、これが国際的な人権問題になる

わけです。それから、「朝日新聞の歴史認識…リベラ

リズムへの嫌悪」だと思います。戦後、朝日新聞が、

戦争中の戦争協力に対する反省から「侵略戦争を反省

して、アジアと和解していこう」というようにやって

きたのは、間違いないことだと思うのです。私もそう

いう考えが好きで、朝日新聞の記者になったわけです。

朝日新聞はそれをずっとやってきた。朝日が一種の防

波堤で、朝日がもし崩れれば、次また別の新聞が攻撃

されるのですよ。これは本当に危険なことだと思いま

す。私を応援してくださる記者は、他の新聞社の記者

も結構いる。そういう人達が、「これは朝日だけの問

題じゃないんだ」と言ってくれます。 

 苦しいときに支えてくれた市民、友人 

本当に苦しい時に、市民運動に関係する女性に「何

か協力してくれないか。大変なんだ」という話をしま

したら、その女性が「そんなに大学に攻撃のメールが

行ってるんだったら、私達が逆に応援メールを出しま

しょう」と、そういうふう

な発想をしてくれた。「あ

あそうか、応援メールか」

と思って。これがいろんな

ところに広がるのです。それが広がってたぶん、阪口

弁護士のところにも行ったのですよ。そうしたらもう、

正義感あふれる阪口先生は「これは放っておけん」と

いうことで、勝手連的に動き始めている。勝手連の告

発や弁護団の話も、生まれたわけです。９月ぐらいか

らどんどん「頑張れ」というメールが増えまして大学

はそれで自信を持って、さらに弁護士達が全国で立ち

上がったということで「植村を辞めさせるな」という

話になっていったのです。 

私はネットによって圧殺されかかりましたが、しか

し、ネットによって救われつつある。ただし、未だに

油断ができないのが、北星学園には今でも脅迫状が来

ているのです。  

まだ続いている脅迫状…司法の場で証明を 

私が訴えた西岡力さんとか櫻井（よしこ）さんとか

は、私を「捏造記者」、私の記事を「捏造記事」と呼

んでいます。しかし、私はそれに対して、文芸春秋な

ど様々なメディアで、きちんと証拠を挙げて反論をし

ています。にもかかわらず、こういうことを言ってい

て、未だにこういう脅迫状が来続ける。これはもう、

絶対に許せない。だから、司法の場で「植村隆は捏造

記者じゃない」ということを証明していただかない限

りは、大学への抗議は止まらない。そして、娘はいつ

までも攻撃し続けられる。これは決して見逃せないの

です。 

 私は一人ではない 

今日は、神戸に呼んでいただいてありがとうござい

ました。全国で、私を呼んで話を聞いてくださいます。

本当に感謝しております。皆さん、私は「捏造記者」

ではありません。不当なバッシングには、決して屈し

ません。そして、１人では

ありません。皆さん、ご支

援よろしくお願いします。

（会場拍手） 

講演会後、植村さんを囲んで懇親会 


