
- 1 -

令和２年（ワ）第１５４５１号 損害賠償請求事件

原告 ｖＫｉｒｉｒｏｍ Ｊａｐａｎ株式会社 外２名

被告 谷 俊二

準備書面（１）

令和３年３月 日

東京地方裁判所 民事第４部ろＡ係 御中

被告訴訟代理人 弁護士 吉 村 弦

同 弁護士 川 口 幸 明

第１ 被告のブログ目的及び構成

訴外Ａ２Ａ及びその代表者である原告猪塚は、キリロム工大学の学生寮販

売及び株式の新規募集により不特定多数に向けて投資を募るとともに、カン

ボジア王国（以下、単に「カンボジア」という）所在のキリロム工科大学の

日本人学生募集のために自らに有利な情報を積極的に発信している。

被告のブログは、訴外Ａ２Ａ及び原告らにより発表される投資情報に対す

る検証情報や、キリロム工科大学に入学後の日本人の学生生活に関する情報

（募集内容との相違）を内容としており、訴外Ａ２Ａ及び原告らから発表さ

れた情報を前提に発信情報の相当性を検証し、意見を述べているものである。

そもそも、一方的に売り手（訴外Ａ２Ａ及び原告ら）から発信されている

情報に関する意見論評、検証情報等に対しては、一般市民が関心を寄せるの

が正当であると考えられる事項であり、公共の利害に関する事実である。

また、被告ブログの内容は、訴外Ａ２Ａ及び原告らから一方的に発信され

るカンボジアでの投資情報の真偽や信用性に疑義を呈して、投資被害防止の

ために発信されているものであり、公益の目的によるものである。

さらに、事実の真実性についても、被告のブログは記事と同時に被告の意

見の基礎となった情報（証拠）を画像等で掲載することにより、意見の客観
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性を担保しつつ、被告の記事が正当な事実（証拠）に基づく意見であること

がブログ読者に理解できるようにしている。

被告のブログを時系列に沿って順次詳細に読めば、各記事の証拠が掲載さ

れており、被告の意見が極めて正当なものであることが判明する。

しかし、原告訴状では敢えて被告ブログの時系列を逆転させて名誉毀損の

主張を構成していること、被告のブログの一部のみを抜粋して名誉毀損の対

象としていることから理解が困難となっている。

従って、被告のブログの主張内容と事実経緯を以下の通り説明する。

第２ 当事者の関係

１ 被告について

被告は、日本及びカンボジアで不動産業を営む人物であり、カンボジアに

おいて不動産開発を営む会社（ＴＡＮＩＣＨＵ ＡＳＳＥＴＭＥＮＴＣｏ．，

Ｌｔｄ．）の代表者である。

被告自身が、法整備が未熟なカンボジアにおいて事業を遂行するにあたり

「日本人が日本人を騙す投資詐欺」が横行していることを目の当たりにした。

このため、２０１４年（平成２６年）１０月１５日に、日本人による詐欺

行為を未然に防ぐことを目的として「カンボジアでの不正を許さぬ会（Ｓｔ

ｏｐ ｔｈｅ ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＳｃａｍｓ ｉｎ Ｃａｍｂｏｄｉ

ａ）」（以下、「ＳＳＣ」という）を設立し、会長を務めている（乙３）。

同会による最初の疑惑追及事案は、カンボジアにおける訴外紺野昌彦氏に

よる投資詐欺事案であった。なお、訴外紺野昌彦氏は２０１９年（令和元年）

日本においてＩＲ参入を巡る汚職事件で逮捕され、後に有罪判決を受けた人

物である（乙４）。

被告は、ＳＳＣによる活動のほか、被告に個人的に持ち込まれる詐欺的行

為の情報に関する情報収集、検証を行い、その経緯、結果等を自身のブログ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ等において情報発信し、投資情報について注意喚起を促す

活動を行っている。これらは全てボランティア活動として実施している。

２ 訴外Ａ２Ａについて

訴外Ａ２Ａは、文化的資料館、旅行代理店、宿泊、レストラン・フードサ
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ービス、卸売等を業としカンボジア法に基づき設立された有限責任会社であ

る（乙５）。

訴外Ａ２Ａは、カンボジア首都プノンペン中心地から車で４時間程度を要

するキリロム国立公園国有地の長期賃借権（カンボジアでは１５年以上の賃

借権を「永借権」という）を利用してリゾート施設ｖＫｉｒｉｒｏｍ Ｐｉ

ｎｅ Ｒｅｓｏｒｔ（以下、「キリロムリゾート」という）を開設し、リゾ

ート施設を運営するとともに、建物分譲事業を展開している。

同社は２０１４年（平成２６年）頃からは、カンボジアの貧しい学生を授

業料なしで学ばせるという理念を掲げて、キリロムリゾートと同一敷地にお

いてキリロム工科大学を開設した（以下、訴外Ａ２Ａがキリロムで展開する

事業を総称して「キリロム事業」という）。

キリロム工科大学は２０１８年（平成３０年）からは授業料「実質無料」

との触れ込みで日本人学生の募集を開始した。なお、授業料「実質無料」の

内容としては、学生が授業料を自らの資金または奨学金を利用してでも一旦

全額払い込みする必要があり、後に大学が学生に対して返金をするというも

のである（乙６）。

キリロム工科大学は、著名人や日本大使館の応援を得ているなどと主張し、

日本で大々的に宣伝を開始した。

また、訴外Ａ２Ａは、代表者である原告猪塚自ら、或いは営業担当者を利

用するなどの方法により建物分譲事業に付随して日本の企業・投資家等へ

「学生寮オーナーズプログラム」（以下、「オーナーズプログラム」という）

という投資勧誘を行っている（乙７、乙８）。

「オーナーズプログラム」とは、訴外Ａ２Ａが投資家に建物を分譲し、訴

外Ａ２Ａが同建物をキリロム工科大学の学生寮として賃借、利用することで

利益を還元すると称する投資案件である。

流れとしては、投資家にキリロム工科大学の学生寮（大学敷地内に点在す

る平家建ての家屋。土地利用権は国有地の借地を転借する転借権で３６㎡か

ら２５９㎡）を５万４０００ドルから２１万５５００ドルで購入させ、投資

家が所有する建物を訴外Ａ２Ａが長期的に借り受ける。その上で、１０年後

には投資家の購入した価格以上で訴外Ａ２Ａが当該学生寮を買い戻す（元本
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保証）との内容である（乙７、乙８）。

訴外Ａ２Ａはキリロム工科大学ＷＥＢサイトにおいて、当該オーナーズプ

ログラムにおける投資利回りは「年間７％～１０％」との高水準を謳ってお

り、日本人（日本法人）を主要営業先として、社会貢献事業と自称して出資

の募集や学生寮の販売をしている。

３ 原告猪塚武（以下、「原告猪塚」という）について

原告猪塚は訴外Ａ２Ａの代表者であり、キリロム工科大学の「理事長」と

自称している。原告猪塚は同大学の「学長」とも自称していた。原告猪塚は

自ら訴外Ａ２Ａのオーナーズプログラムの投資価値を宣伝し、販売促進をし

ていた。

なお、訴外Ａ２Ａは有限責任会社（営利法人）であって、学校法人のよう

な法律上の理事会組織など存在しない（原告猪塚が理事会と称しているだけ

の組織である）。

第３ オーナーズプログラムの家賃原資疑義と原告猪塚による釈明

１ ２０１７年（平成２９年）１２月頃、訴外Ａ２Ａの委託した営業担当者か

ら海外投資家が多数集まるＦａｃｅｂｏｏｋコミュニティ（海外不動産投資

アマチュア投資家の会）においてキリロム工科大学のオーナーズプログラ

ムに投資しないか、との営業勧誘を受けたことにより、被告は同プログラム

を知った。

被告は既に、カンボジア首都プノンペン中心地において多数の不動産物件

を開発分譲している経験上、オーナーズプログラム（要は建物の分譲）を実

施、投資勧誘するに際してはカンボジアにおける許可（ライセンス）が必要

であるとの知識があった。

カンボジアの法令では、４戸以上の建物分譲事業の実施には不動産開発許

可を取得することが必要とされており（乙９）、また、業として不動産を売

却あるいは仲介するためには不動産事業許可（日本の宅地建物取引業許可と

同様のもの）が必要である（乙９）。なお、乙９において「住宅開発ライセ

ンス」と記載されているものが不動産事業許可であり、同「（不動産）営業

ライセンス」が不動産事業許可にあたる。
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この点、訴外Ａ２Ａが各許可を取得しているのであれば、当然に開示され

るべき情報であるところ、それらの表示が無かったことから、被告は訴外Ａ

２Ａの事業が、建物の開発に際して必要となる各許可を有していない違法事

業であるのではないか、との点について疑念を持った。

また、キリロム工科大学は前述の通り基本的に授業料が無料であり、収益

が見込めない状態にも関わらず、訴外Ａ２Ａが謳っている投資家への高額の

利回りが実際に実現可能なのか否か、投資家に建物を販売した代金から順次

家賃を払うというタコ足配当、ないし「ポンジ・スキーム」ではないのか、

という点についても疑念を抱いた。

なお、「ポンジ・スキーム」とは、「運用益を配当金として支払う」と言

って出資を募るものの実際の運用はなく、新しい出資者からの出資金を配当

金として順次支払いながら、破綻することを前提にお金を騙し取る手法をい

うものである。

２ そこで、被告は訴外Ａ２Ａによる投資家に対する賃料の支払原資等につい

て、被告に投資を持ちかけた営業担当者や訴外Ａ２Ａに対して質問し、回答

を求めたが、一切の回答はなかった。

この事実に基づき、被告は自らのブログにおいて「新投稿！更新！金は募

れど投資内容説明できず？投資家の不審感つのるキリロム工科大学学生寮投

資に関して 連載１ 社会貢献事業の名の下で」との記事を２０１８年（平

成３０年）７月１５日に投稿した（乙１０）。

上記被告のブログ記事に対して、コメント欄にブログ読者からも次々と訴

外Ａ２Ａ事業に対する疑念が寄せられるとともに、原告猪塚も同コメント欄

に様々な弁明を投稿した。原告猪塚の弁明はいずれも漠然とした事業構想を

語るに過ぎず、ビジネスモデルとして記載されている数値についても被告の

質問の回答として満足な内容では無かった。

従って、被告は上記ブログ投稿後に、原告猪塚の弁明コメントを計数的に

分析したブログ記事「新投稿！カンボジアで一番ホットな話題！猪塚氏の学

生寮投資事業の不審点を分析する。」を２０１８年（平成３０年）７月１９

日に投稿した（乙１１）。

被告７月１９日付ブログで分析されているとおり、訴外Ａ２Ａの事業を合
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理的に分析する限り、オーナーズプログラムは持続可能な事業ではないこと

が窺われた。

被告の追及に対し、原告猪塚は「（被告は）キリロム工科大学学生寮不動

産事業と競合するプノンペンの日本人向けコンドミニアムを開発・販売する

デベロッパー企業の社長であり、キリロムの学生寮事業への嫉みから投稿を

している」と発信するとともに、被告のブログ記事が虚偽事実に基づく情報

であるとして、プロバイダに対して執拗に被告ブログ記事の削除請求を繰り

返した。

訴外Ａ２Ａ事業が謳う高利率の配当等が実現可能なのであれば、根拠を示

して説明すれば足りることである。

しかし、原告猪塚は説明を避け、上記の通り被告を中傷する発信をし、被

告ブログの削除請求を繰り返すなど、誠意ある対応を行わなかった。

これらの対応から、被告は益々訴外Ａ２Ａ及び原告猪塚によるオーナーズ

プログラム（学生寮販売）に対する疑念を深めると共に、正式な許可を取得

していない違法事業ではないかとの疑念も深めた。

３ 被告は、カンボジア王国経済財務省（不動産開発許可、及び不動産事業許

可の監督官庁である）に赴き、訴外Ａ２Ａの事業が正規の許可を得た不動産

事業かどうか調査したところ、訴外Ａ２Ａは、カンボジア経済財務省から発

行されるべき不動産開発許可や不動産事業許可の一切を有していない違法事

業であることが判明した。

被告は上記調査結果に基づき、２０１８年７月頃に「キリロム（不動産）

ライセンスあるのですか？答えられない？」、「キリロム猪塚武の事業は、

違法を認識しての営業活動は犯罪、詐欺です（調査報告あり）」との題名で

ブログ記事を投稿した（これらの記事はプロバイダによる削除を受けたこと

から２０２０年２月１５日、同３１日に再掲載されている。乙１２、乙１３）。

被告の投稿に対して訴外Ａ２Ａと原告猪塚は、自らには政府から公認され

た特別の「投資ライセンス」があり、不動産開発許可や不動産事業許可は不

要であるとの根拠なき主張を行うことにより、自らの事業が違法であること

を誤魔化し「オーナーズプログラム」販売を継続した。

また、被告による訴外Ａ２Ａの許可不所持の事実についても、被告のブロ
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グ内容が虚偽事実であるとして、プロバイダーに対して削除請求を続けるこ

とにより、自らに不利益な違法事業についての情報の削除を図った。

そして、海外法令に精通しないプロバイダの独自判断により、被告のブロ

グ記事が削除された。

同時に原告猪塚は、被告の信用性を傷つけることにより訴外Ａ２Ａのオー

ナーズプログラムが正当なものと主張するために「谷（被告）のブログの９

割は嘘である」、「同じ不動産事業者の嫉みとして被告は虚偽情報を発信し

ている」等の情報をキリロム工科大学の学生や投資家などに発信し、オーナ

ーズプログラムの営業を継続した。

もっとも、被告の事実調査とブログでの情報開示により、被告のブログ読

者から訴外Ａ２Ａのオーナーズプログラムの日本国内市場総代理店であった

訴外富士リアルティ株式会社（以下、「訴外富士リアルティ」という）に対

しても違法物件の販売に関与したとの非難が寄せられることとなった。

訴外富士リアルティは、被告のブログを読んだ顧客より訴外Ａ２Ａが必要

な許可を有していないとの指摘や、投資家への支払原資が疑問であるとの指

摘を受け、即座に学生寮販売を停止した。

そして、訴外富士リアルティも訴外Ａ２Ａの不動産開発許可等の要否につ

いて独自に調査を行った。

その結果、訴外富士リアルティは①開発許可不所持の訴外Ａ２Ａの違法物

件の販売に関与してしまったこと、②原告猪塚の「ライセンスは要らない」

との説明に騙されたこと、③売主（訴外Ａ２Ａ）の適法性に対する調査不足

があったことを認め、同社公式ホームページで謝罪するに至った（乙１）。

なお、訴外Ａ２Ａは被告の指摘を受けた後である２０２０年（令和２年）

８月に至り、初めて不動産開発許可を取得した。

第４ 原告猪塚によるキリロム事業についての宣伝広告

原告猪塚は、訴外Ａ２Ａの事業の学生寮投資が、投資家から支持される壮

大な事業であり、投資として極めて有望であることをに宣伝するために大言

壮語、もはや夢物語と思われる発言を投資家を募るセミナーなどで繰り返し

発言していた。
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まず、２０１７年開催の「ＬＵＭＩＯＮ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮセミナ

ー」において、原告猪塚はキリロム事業（但し、原告猪塚の言うキリロム事

業が具体的に何を指すのかは不明）の将来計画として、２０２１年（令和３

年）には訴外Ａ２Ａは売上金６０億円で上場予定であり、最終目標として観

光客年間２００万人、キリロム工科大学の学生３万人、定住住民１０万人、

年間売上１０００億円を予定していることを説明した。

但し、原告猪塚のセミナーにおける発言当時、訴外Ａ２Ａの売上は３年後

の目標値の２０分の１以下、学生数も２００分の１以下、定住住民も５００

分の１以下であり、投資募集をするに際しての合理的な数値目標とは言えな

い。

また、原告猪塚は２０１９年（平成３１年）４月５日にカンボジア政府高

官と対談し、報道機関にその様子を取材させた。原告猪塚は当該取材時に「Ａ

２Ａがキリロム開発に５億２１００米ドル（当時の米ドルレート１０９円で

換算すると金５７０億円）を投資した」と報道機関に説明した。

これを受けて、同年６月には複数のマスメディアにより訴外Ａ２Ａによる

５億２１００米ドルの投資記事と、キリロム事業を紹介する複数の取材記事

が作成されている（乙１４の１～乙１４の４）。

上記取材記事の内容は所謂「提灯記事」であり、カンボジア政府もキリロ

ム事業を推薦するような内容となっている。

原告猪塚は２０１９年（令和元年）１１月１８日開催の「インパクト投資

セミナー」においても、投資家に向けて上記の計画を説明するとともに、現

在のキリロム事業解散価値として金１００億以上存在すること説明した。

上記セミナーに参加した訴外金谷隆儀氏はこの点（金額）について疑念を

持ち、原告猪塚に「１００億の根拠は？」との質問した。これに対し、原告

猪塚は「キリロム事業を中国人、ロシア人らが３００億、５００億で売却を

求めてくる」ことが根拠であると説明した（乙１５）。

被告は、被告のブログ読者より、原告猪塚が自らの事業の取材報道を公表

しているという情報提供を受けて前述の報道記事を読んだ。

上記報道記事において原告猪塚の主張するキリロム事業への金５７０億円

もの投資は、日本のカンボジアへのＯＤＡ金額（１億４０００万ドル。１５

Rectangle
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２億６０００万円）を遙かに超える巨額なものであった。

従って、被告は原告猪塚の発言が真実なのか否か、その信憑性について疑

問を呈する記事を２０２０年（令和２年）１月２５日に作成した。

これが「（続編）猪塚武ファウンダー キリロム５７０億円投資報道につ

いて」（甲７）である。

このように、原告猪塚は投資家に対し、キリロム事業への莫大な投資によ

り、投資価値が増大する案件であることをアピールしていた。

また、驚くべきことに原告猪塚自身も被告のブログのコメント欄に「ＪＩ

ＣＡが発表している２０１７年５月発表の「カンボジアの投資環境」と題す

る冊子のの８５ページに日本からの投資が大きく伸びていると説明されてお

り、この理由が弊社のプロジェクトであることは口頭で見られた方に伝えら

れています（原文ママ）」との書き込みを行い（乙１０の１４頁、コメント

番号１９番）、２０１７年（平成２９年）に日本からカンボジアへの投資が

金７６５.６ミリオンドル（１ドル１０９円換算で約８３４億円）も増加し

た原因はキリロム事業によるものであることをＪＩＣＡも口頭で説明してい

ると自慢げに述べている。（なお、注釈すれば原告猪塚のいうＪＩＣＡが２

０１７年に発表した「カンボジアの投資環境」８５頁には年度別投資推移の

グラフ（乙１６の冒頭にあるグラフである。）が存在し、投資額が２０１５

年の５６．８ミリオンドルから２０１６年８２２．４ミリオンドルに大きく

伸びていることを指している）。

このように、訴外Ａ２Ａの金５７０億円投資情報は、原告猪塚自身が報道

機関に向けて語った内容であり、被告はその事実を元にその信憑性について

の記事を作成したものである。

金５７０億円投資の信憑性という論評の前提となる事実は、原告猪塚自身

が発表していたものである。被告ブログ記事のとおり、金５７０億円との投

資額が事実かどうかは極めて怪しげであるが、金５７０億円投資が虚偽とい

うのであれば原告猪塚自身が虚偽情報を発信し、投資家を欺き投資を募って

いたことになる。被告においては、いずれにせよ原告猪塚が発信援用した情

報を基に意見を述べるものであり、真実と信じる相当な理由がある。
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第５ ゴルフ場投資への募集とゴルフ場の未完成

訴外Ａ２Ａの代表者である原告猪塚は、２０１７年（平成２９年）頃から

キリロムにおいてゴルフ場を建設するとして、株式による資金調達を開始し

た。乙１７は、投資家向けに開示された資料である。

当該説明資料では、投資家に対して驚くべき投資リターンを示して出資を

求めた。具体的には、出資対象となる会社は２０２１年（令和３年）に上場

を予定し、その際には売却益が得られるというものである。

資金調達１５ミリオン米ドル、年間利益３ミリオン米ドル、投資回収５年

という計画で投資家に株式の引き受けを求め、５３０万ドル（１ドル１０９

円で換算すると５億７７７０万円）の金銭を集めた。

ところが、原告猪塚の主張する事業計画に反して、２０２１年（令和３年）

の現時点においても上場は全く果たされていないうえに、株式募集の前提で

あったゴルフ場建設の着手もされていない。

キリロム工科大学の学生によると、現実はゴルフ場の開設準備として中古

ゴルフカート４台を日本において購入し輸入しただけであった。そのゴルフ

カートも日本国内とカンボジアでは充電時の電圧が違うために利用出来ず、

放置されている状況である。

この事実を取り上げたのが被告の２０２０年（令和２年）３月２４日付ブ

ログ「キリロム猪塚武 本当にゴルフ場開発はどうなったんですか？」（甲

９）である。

上記の被告ブログに記載の事実は、いずれも事実（真実）に基づく記載で

ある。

第６ 金３７万円の返金遅滞

訴外Ａ２Ａの代表者である原告猪塚は、前記のとおり対外的にはキリロム

事業への金５７０億円という莫大な投資を謳いながら、他方では金銭的に困

窮しているのではないかと疑われる事態を発生させていた。

訴外宮崎ももか氏（キリロム工科大学の学生。以下、「訴外宮崎氏」とい

う）は、訴外Ａ２Ａが２０２０年（令和２年）４月に開設する予定であった

キリロム工科大学ホスピタリティ学科に入学することが決定していた。

Rectangle
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しかし、同大学のホスピタリティ学科の開設が大学側の都合で間に合わな

かったため、訴外宮崎氏は同大学の先端技術ＩＴ学部に入学先を変更するこ

とになった。

学部変更の際に半期分の学費の二重払いが発生したことから、２０１９年

（令和元年）９月頃には訴外Ａ２Ａが訴外宮崎氏に返還すべき金銭が発生し

ている状態となった。

納入学費重複分の返金については、学部開設が遅れるという訴外Ａ２Ａ側

の一方的事情であることから、直ちに訴外宮崎氏に返金されるべきものであ

る。にも関わらず、訴外Ａ２Ａは訴外宮崎氏に対して一向に返金をしなかっ

た。

訴外宮崎氏は２０２０年（令和２年）１月１４日からキリロム工科大学の

担当者に対し、学費重複分の返還請求を続けていたが、訴外Ａ２Ａは返金を

しないばかりか、返金時期の目安を示したり、返金遅滞について然るべき理

由を述べることもしなかった。

訴外宮崎氏は、訴外Ａ２Ａから一向に返金がなされないことに不安を感じ

たため２０２０年（令和２年）２月２３日にキリロム工科大学の友人に相談

した（乙１８）。

訴外宮崎氏は友人に訴外Ａ２Ａによる学費重複の未返金について相談をす

る中で、当該友人を通じて、キリロム事業の疑惑追及をしている被告に相談

をする機会を得た。

訴外宮崎氏は訴外Ａ２Ａに対して学費返還訴訟をも検討する意思であり、

この旨を被告に伝えたところ、被告としては、金３７万円程度の金銭請求は

現実的に訴訟には馴染まないこと（回収できる金額よりも弁護士費用等の方

が高額となる可能性があること）を説明した。

加えて、被告は訴外宮崎氏に対し、訴外Ａ２Ａが学生に対して金３７万円

の返還遅滞を生じさせているという事実は、訴外Ａ２Ａの資金繰りも懸念さ

れる情報であり、投資に関して重要な判断材料となることを説明した。

そこで、キリロム事業の疑惑を追及している被告が訴外Ａ２Ａによる債務

の履行遅滞情報を開示すれば、訴外Ａ２Ａは直ぐに反応し、返金に応じるの

ではないかと回答した。
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被告の説明を聞いた訴外宮崎氏は、金３７万円の返金遅滞の事実をブログ

で開示することを被告に依頼した。被告は２０２０年（令和２年）２月２９

日付及び同年３月１日付ブログにおいて、訴外Ａ２Ａが学生に対して金３７

万円の返金遅滞を生じさせているとの情報を公開した（甲１０、甲３３の

３）。

被告による上記ブログ公開直後、訴外宮崎氏は訴外Ａ２Ａから返金を受け、

返金の事実を２０２０年（令和２年）３月５日に自身のＴｗｉｔｔｅｒへの

投稿という形で報告した。

以上のとおり、訴外Ａ２Ａが訴外宮崎氏に学費の返還義務を負っていたに

もかかわらず、度重なる返還要求に応じなかったという摘示は、事実（真実）

である。

第７ キリロムでのラブホテル建設の模索

キリロム会議（キリロムリゾートにおいて、投資家等を集めて行われる宴

会等）の事務局を担当していたキリロム工科大学の日本人学生訴外中原ゆう

み氏（以下、「訴外中川氏」という）が、国立公園内にあるキリロム工科大

学の敷地にラブホテルを建設し、運用するとの案を提案し、自身のブログ（タ

イトル：「敬語がうまくなっただけじゃない。」）で公開した（乙１９、乙２

０）。

訴外中川氏の提案に対し、訴外Ａ２Ａの代表者でありキリロム工科大学の

当時の学長であった原告猪塚は、いわゆるラブホテル（店舗型性風俗特殊営

業）の大学敷地内への建設計画を一蹴するのではなく、驚くべきことに「そ

れを実現出来る方法を模索する」と自らのＦａｃｅｂｏｏｋの投稿において

発言した（乙１９）。

現に、この発言を聞いたキリロム工科大学の日本人学生（男性）からは、

「キリロムにラブホテルを建設されると、将来、就職した際に学校内に『ラ

ブホがある学校』などと揶揄される」、「恥ずかしい」、「大学には未成年の

学生や、幼児や小学生もいる。どう考えても不適切」などの反対の声が上が

った（乙２１）。

被告は、猪塚自身が「ラブホテルを実現できる方法を模索する。」との発
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言をしていることを摘示して「学校敷地にラブホテルを建設するのは私には

理解を超える。」などとと意見を記載し、ブログを作成した（甲１１、甲１

２）。

なお、訴外中原氏のラブホテル建設に関するブログ及び原告猪塚の上記Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋ投稿は都合が悪いためか、現在既に削除されている。

以上のとおり、原告猪塚自身が発信した、教育機関である大学敷地にラブ

ホテル建設を模索しているとの情報に基づき、被告が当該事実をブログに記

載したものであり、その記載は真実である。

以上




