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橋下徹大阪市長会見 

（2012.8.24） 

 

―先日の慰安婦問題なんですけど。 

赤旗の〇〇です。慰安婦問題で、「強制の事実は今のところ確たる証拠はない」とおっし

ゃられましたが、河野談話を見ていると、「軍当局の要請により設営され」「管理」された

慰安所で「総じて本人たちの意思に反して」強いられた被害だという感じで強制の事実を

認めていると思うんですけど、河野談話については見直すべきだという考えなんですか。 

 

 じや、２００７年の閣議決定はどう書かれていました？ 

 いや、だから、そのぉ、自分の関心のあるところだけ、赤旗は調べて、もうちょっと鳥

の目というか、全体の視野をもたないと、自分の関心の持っている河野談話のところだけ

をとりあげていますけれども、２００７年の閣議決定では、強制連行の事実を直接示す記

述は見当たらなかったと、そういう閣議決定が安倍内閣のときに出されています。 

だから、僕は歴史家ではありませんからね、すべての資料について、古文書等を含めて

行政文書を含めてぜんぶそういうことを調べたわけではないので、僕は政治家として、９

３年の河野談話とそれからそれについての２００７年の閣議決定、この二つをもとにして、

自分の意見を組み立てているわけですよ。 

だから、河野談話でいろんな表現はあるけれども、しかし、２００７年に強制連行を示

す、それを裏付けるような、直接示すような記述、直接のその証拠はなかったということ

を２００７年の安倍内閣のときに閣議決定はされているわけです。 

そうであれば、河野談話の中身をもう一度しっかり、疑義がないように、内容を見直す

のか、それとも２００７年の閣議決定が間違っていたか、--どちらかですよ。 

で、僕は、やっぱり２００７年の閣議決定というのは、河野談話を出した以降、それは

日本政府がそういう閣議決定をする以上はやっぱりそれは責任をもってやっていると思い

ますよ。 

河野談話は閣議決定されていませんよ。それは河野談話は。談話なんですから。 

だから、日本政府が、日本の内閣が正式に決定をしたのは、この２００７年の閣議決定

だった安倍内閣のときの閣議決定であって、この閣議決定は[慰安婦の強制連行の事実は、

直接裏付けられていない]という閣議決定が日本政府の決定です。 

河野談話は閣議決定じゃないですから。官房長官の談話なんでね。 

じゃあ、そういう二つの文書が出てきたときに、二つの政府からの意思表示が出てきた

ときに、官房長官の談話と、それから政府の、内閣の閣議決定、どちらを尊重するのかと

いったら、どちらですかね？ 赤旗さん。それでも河野談話ですか？ 

談話と閣議決定の法的なその、位置づけなんですよ。まず一般論をどう思われます？官

房長官の談話と閣議決定というのはどちらの方が重いんですかね？ 

 

―あのぉ、ちょっとそれは…。 
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 いやいや、まずそこをね。この間のＭＢＳの記者と同じで、まずきちんと、そこをまず

確定しないと。自分の気になる一般論と……。 

 

―閣議決定の方が、一般論としては、重い…。 

 

当たり前ですよ、そんなのは。一官房長官の談話なんかより閣議決定に決まっているじ

やないですか。一官房長官の談話じやなくてね。閣議決定ってね、内閣全員の署名が必要

なんですよ。これは。 

 

―ただ、その官房長官の談話は、いろいろ政府として調査した上で、いろいろな資料に

あたって出てきているわけですよね。だから…。 

 

 閣議決定もそうじやないですか。どちらの方の調査の方が信を置かなきゃいけないんで

すか。日本政府、わが日本国の意思表示として。 

そりや談話なんていうのはだれでもがやっていますよ。談話っていうのは。そんなの普

通の記者でちょっと調べればね、普通の知識があれば、談話と閣議決定、こんなの天と地

の差がありますよ、そんなのは。 

それは僕ら公（おおやけ）の仕事をやっていますから、文書のポジションといいますか、

そういうものは非常に重要なわけであってね。それは、例えば市長が何か意見を出した、

これは個人的な意見ですとか、いや意見交換の中で出た、まだきちんとした組織として決

定をしていないコメントですというとね、戦略会議できちんと決定した意見ですというの

とでは、これは全然違いますよ。 

官房長官談話というのは官房長官の談話なんです。閣議決定は政府の決定なんです。官

房長官談話は閣議決定していませんよ。 

ただ、官房長官談話を僕はね、いまのこの段階で全否定できるだけの歴史的なそういう

知識とか、僕は歴史家ではありませんから、全否定をするつもりはありませんけれども、

しかし、日本政府が２００７年に閣議決定をやっているその中身でね、強制連行の事実は

なかった、強制連行の事実を示す証拠はなかったと。だから、事実があったかどうかでは

なくて、その証拠がなかったといっているんです。だから僕がいっているのは事実論じや

なくて証拠論なんでね。 

だから証拠がないというふうになったんであれば、証拠をやっぱりちゃんと見つけてき

ましょうよというところです。 

吉田清治さんの、あの～何でしたっけ、名前忘れましたけど著作ですよ、あれもあとで

あれは虚偽の主張だったということが、あとでこう、いろいろそういうことが話題になっ

たりだとか、吉見さんという方ですか、あの方が強制連行という事実というところまでは

認められないという発言があったりとか、まあこの強制連行の事実については、いろんな

意見があるなかでね、それでも日本政府は国家としての意思表示として２００７年に強制
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連行の事実を裏付ける証拠はなかったということを閣議決定したわけです。 

だから、僕は韓国側のほうにね。事実の有無を問題視しているわけじやないですよと。

証拠の有無なんですと。だから、日本政府が調べた限りでは証拠はなかったと。 

それからチェジュ島のかたの新聞社か何かが、現地調査、吉田清治さんの事実について

本当かどうかをチェジュ島のほうで確認をしたら、そういう事実はないというような話が

あったとか、あいやいやあの、そういう事実がないというね、そういう報道をチェジュ島

の方の新聞社がしたとか、いろんなあの～、そういう情報はもう調べればいくらでもでて

くるわけです。 

じやあ、いろんな情報があるなかで、じゃあ、強制連行の事実を裏付ける証拠はあった

のかどうかといえば、それは日本政府としてはそういう証拠はなかったといっているわけ

です。 

で、僕が今回この発言をしたら、韓国サイドのメディアが「証拠は河野談話だ」といっ

てきたわけですよ。これは、たいへんな日本政府の大失態ですよ、これは。河野談話は証

拠じゃないんですから。これ僕ら裁判やるときに事実の主張と証拠というのは、これ全然

次元の違うものです。 

事実の主張というのは証拠があるなしにかかわらず、事実として、認識を表明すること。

その認識を表明したことに関して証拠があるかどうかというのは、これは証拠の問題なん

でね。 

だから、河野談話というのは事実主張の段階なんですよね。まだね。 

だって、河野談話はああいうふうにいろんな問題、官房長官が談話を出されましたけれ

ども、あれはそういう認識を表明しただけ。証拠があるということではないわけです。 

それを韓国側の方が、あの河野談話が強制連行を裏付ける証拠だというのは、これはま

ったく論理的に間違っていますね。だから僕は韓国サイドのほうに強制連行の事実の有無

の問題についてね、証拠があるんだったら、出してくださいと。 

いろんな証言者がいましたけれども、この証言者の証言のいろんな変遷についても、い

ろんなところでそんな情報なんかでまわっているじゃないですか。だからいまのところは

日本においては、客観的な証拠はない。韓国サイドのほうに証拠があるというんだったら、

それをしっかり出してもらいたいと。 

だから河野談話で重要なことは、軍の関与。僕はだからね、軍の関与までは否定してい

ません。 

それはあの慰安所というね、そういう施設の性質からすれば、やっぱり公的な管理とい

うものはしないと衛生上、秩序上、それから戦時下っていう状況上、これは公的な管理が

必要ですよ。それは。 

だって今だって風俗営業というのは公安委員会の管理下におかれているわけですから、

風俗営業は。ある意味、慰安所という施設の性質からすれば公的な管理は必要。 

公的な管理があったということと、それからそこで働いていた慰安婦のみなさんが、強

制的に連れて来られて無理やり働かされていたかどうかっていうのは別問題ですよ。施設

を公的管理していたことと、慰安婦を無理やり連れてきたっていうことは別問題。 
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それから、本人の意思に反してということをたぶん、赤旗は問題視するんだと思うんで

す。河野談話のなかの。 

しかし、「本人の意思に反して」というのは、これは法律の用語でもね、二つの意味があ

って、本人が不本意に感じているという意味とね、それから第三者から強制的にやらされ

たっていう、この二つの意味が「本人の意思に反して」というその言葉に入るわけです。 

だからこれは僕ら裁判でやればそれはどっちなんだということを確定するわけですよ。

こんなの当たり前の話なんです。 

本人の意思に反してといったときに、これはいろんな性犯罪とかそういうときに、本人

の意思に反してという話になったときには、それは不本意だったと、本人は「強制された

わけではない、やっぱりそこで働く」っていう自らの意思で言ったんだけれども、でも内

心はやっぱり本当はやりたくなかったんだよ、というような不本意の意味とね、それから

第三者に強制的に無理やりにやらされたというというのは、これはね、本人の意思に反し

てというのは二つの意味があって、これはどちらの意味なのかというのは、ものすごい重

要なので、やっぱり政治家が、そこできちんと法律家がいなかったのか。  

河野談話をつくった作文者は誰か知りませんけど、「本人の意思に反して」ということを

入れちゃったものだから、不本意という意味なのか、強制の意味なのか、はっきりさせず

に本人の意思に反してという言葉を入れたもんですから、これはね、大変な問題になりま

したよ。強制の意味にやっぱりとられかねないですよ。だから、河野談話というのはいろ

いろ問題があります。 

だから僕は、河野談話をいまの段階で全否定するつもりはないけれども、軍の関与があ

ったということは間違いないでしょう。軍が一定の管理をしていたということは間違いな

いでしょう。そういう資料はいっぱいあるということも、これも、事実みたいです。 

だけれども、慰安婦自体が強制的に暴行脅迫を受けて連れてこられたということは、そ

ういう証拠はないというふうにいっているんですね。 

あとはね、そういう慰安婦とか慰安所という問題、これが倫理的にどうなのかっていう

ような問題です。 

強制的に連れて来られたのでなければ、慰安所というそういう存在がどうなのかという

問題です。慰安婦という存在がどうなのかという問題ですけれども、倫理的にみれば、そ

れはやっぱりかわいそうだなと、そういういろいろ不本意にそういう仕事について、いろ

いろ心身ともに苦痛をこうむったということはかわいそうだなという思いはそりゃあね、

人間としてそういう感情が沸き起こるのは当然だと思いますけれども、しかしそれを、日

本のわがニッポン国が、軍や官憲が強制的に連れてきたということでないという前提で、

そういうしんどい仕事について大変でしたねっていう気持ちを表すのは、それは僕は否定

しませんけれども、しかし、強制的に連れてきたわけではないということをはっきりした

上でね、そういう気持ちを表さないと、このかわいそうですねというのは、やっぱりこれ

は謝罪とはまた別です。あの、同情と謝罪は違います。 

だから、河野談話っていうのは非常に問題で、僕はやっぱりああいう形で、ちょっと自

分の主張をね、大阪市長という立場では、外交問題だから行き過ぎだったのかもわかりま
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せんが、大阪維新の会の代表としてね、河野談話と２００７年の閣議決定の、この二つの

法的な文書をもとに僕の見解をのべたら案の上、韓国サイドの方は強制連行の事実は９３

年の河野談話だと言ってきた。 

これはたいへんな日本政府としては大失態で、ただちにこれは是正すべきですね。事実

と証拠は違うんです｡河野談話は証拠ではありません。２００７年には強制連行の事実を裏

付ける証拠はなかったという日本政府の閣議決定があります。 

 

―証拠がないという政府の話は、おそらく公文書とか、そういうのにないっていう？ 

 

そうですね。 

 

―それで、そうすると、韓国側の人とか、いろんな証言があるじやないかとか、歴史学

界の人は、証言の中でも、かなり揺れがないようにいろいろ検証したものもあるとかいっ

ているが？ 

 

 だから、それをたたかわせたらいいじゃないですか。 

そのなかで証言者の中から、もう名前が出ているから出してもいいんでしょうけど、キム

さんという人ですかね。最初いろんな問題出されたその方は､裁判まで起こしたけど、実は

自分は身売りされたんだと。日本の官憲に強制的に連れて行かれたのではなくてね、いわ

ゆる公娼制度といいますか、そういう慰安所というところに身売りされたんだということ

の事実も訴状の中に入っていたということもあるしね。 

だから、それはね、いろんなそういう証言があったりとか、いろんなものがあると思う

ので、だからそれを整理したらいいじゃないですか。 

日本政府は公文書だけじゃないですよ。いろんなその証言者。河野談話出す前の証言者

にも聞き取りをやったわけで、その聞き取りも踏まえて、やっぱりその聞き取りが揺れに

揺れて、その証言というものが客観的な証拠になりえなかったという判断のもとにね、２

００７年の閣議決定をやったわけですから、これは日本人なんだから、なにも自分たちで

証拠もないのに、悪い方悪い方に考える必要ないじゃないですか。 

ちゃんとただね、事実の有無をね、いまのこの段階で確定しなくても、証拠の問題にも

っていって、もう一回、だから、日本政府はないっていっているんだから、あるというな

ら、赤旗が出してきたらいいじゃないですか。こういうものがある、こういうものがある

と、どんどん出してください。「赤旗」は、市役所でもとってますから、見ときます。 

だから、慰安婦の問題についてはね、二つの問題を間違っちゃいけないんですよ。強制

的に連れてきた、これはね僕は、やっぱりあってはならない、もしそういうことがあった

んだったら、これは謝らなければいけないですよ。強制的に連れてきた、強制的にやらし

たということであればね。 

しかしね、慰安所というもの、慰安所という存在自体について、韓国側の主張というの

は、それがどっちかがよくわからない。強制的に連れてきたことを問題視しているのか。
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慰安婦とか慰安所の存在自体を問題視にしているのか。 

もし、慰安所とか慰安婦だけの問題ということであれば、これは日本国だけじゃないで

すよ。 

慰安所、慰安婦というのは、もっといえば、現代社会にあっても、同じような状態、これ

は各国の法制度によっては違いますけれども、いわゆるそういう性を商売にするというこ

とは、これは世界各国でもあるわけです。こういう問題について倫理的にそれはよくない

とか、働いている人、いろんないきさつがあってそういうふうになったことは、それは、

かわいそうですねと。違う職業につこうとするんであったら、それはサポートしますよと

いう話と、強制的に連れきたからそれはごめんなさいという話はこれは別問題ですよ。 

赤旗の記者のおたくはいままで風俗営業にいったことないんですか？ 風俗店。ないん

ですか。ないんですか。 

 

―はい。 

 

いままでに？ ああそうですか。じゃあまあ、こんなところではいえないからあれでし

ょうけど、世の中にそりゃ風俗業なんてやまほどあるわけです。そりや倫理的にね、どう

なんだという考え方はいろいろとありますけれども、しかし、それは強制的に連れてきて

無理やり働かせたということでなければ、それはもう倫理の問題ですよ。謝罪の問題とか

じやないです。 

だからこの従軍慰安婦の問題というものは、やっぱり二つ整理をして、慰安婦の問題、

慰安所、これを軍が管理をしていた、それは軍の管理というのは秩序とか衛生上の問題で

まあ管理をこれはしなきやいけないそういう施設だから、そういう話と、無理やり慰安婦

を連れてきたのかどうかという話と二つ分けて、いまは前者にしか証拠がありません。 

軍が慰安所を管理をしていましたというところの証拠しかない。慰安婦を強制的に連れ

てたという証拠はない。そこを暖味に書いたのが河野談話で、だからそれは河野談話とい

うものは、慰安婦を強制に連れてきたことまでを認めたのか、軍が一定の管理をしていた

ということを認めたのか、そこをはっきりさせないというのが河野談話の一番の問題点で

すね。これが日韓関係を一番こじらせている最大の元凶です。 

結局、こういうことをやって、こういう領土問題にまで発展していってしまった。 

僕は河野談話というものが、今回の日韓紛争のなかの一番の問題。まぁいわゆる僕が最

近言っている言葉からすればね、日韓関係を修復する一番のセンターピン。 

これは韓国サイドからしたら、激しい批判が来ると思います。反発くると思います。そ

れでいいじゃないですか。日本は日本でしっかり主張して、証拠のあるなしをしっかり検

討して、証拠が出てきたら、これはやっぱり日本国家として謝らなければいけない。 

証拠がないんだったら、これは謝る問題ではなくて、それは大変でしたねと。そのとき

の状況で慰安婦、慰安所というのはいろんな軍がそういうものを併設している場合もあれ

ば、その性を商売にするという職業もある。そういう問題として倫理的にどう考えるのか

という問題にすべきであって、謝罪の問題ではない。 
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だから、そこを曖昧にした日本政府の態度が一番これ、だめなんですよ。そういう答弁

をつくったことに関して政治家がきちんとそういう方針を示さなかったということが、今

日における日韓関係をこじれさせている最大の原因だと思いますよ。 

ただ、僕は歴史家ではないですから、河野談話と２００７年の閣議決定の二つの日本政

府の認識の表明されている、この二つをもって、いま僕はそういう立場を表明しているん

ですけどね。 

―そしたらですね、元慰安婦のかたの証言は証拠にならないという認識ですか。 

 

閣議決定はそうなってますね。 

 

―橋下さんが証拠にならないという認識ですか｡ 

 

 証言に信用性があるかどうかですね。言ったからといって証拠ではありません。裁判で

もそうです。証人が何十人、何百人出てきても信用性に足りるかどうかということが問題

で、いろいろ慰安婦の方が証言者としてでてきましたけども、それは身売りだったという

ようなそういう話も四十何人の証言者のうち半数近くが身売りだったとかいう話だったか

ら、強制の話じゃないっていうそういう整理をされたこともあるわけですね。 

だから、身売りの話と、ある意味、家と家族と業者の間でのいわゆる身売りの話と、政

府が国が強制的に拉致、暴行、脅迫をもって連行したというのは、これはまったく別問題

です。 

 

―暴行・脅迫ではなく、だまして連れてきて。 

 

 それは誰がだますんですか。 

 

―あのぉ業者とかも含めて。 

 

 業者は、国じゃないですよ｡ 

 

―軍の関与で業者が連れてきている事実がありますが。 

 

その証拠はないです。出てきていないです｡ 

―たとえば、そういうだまされたといって連れてこられたところが慰安所だったという

場合も強制にはあたらないと？ 

 

それは日本政府の問題じゃないですね。民間業者と慰安婦との問題です。 

 

―軍の関与で。 
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軍が関与していたのはその施設を、秩序の問題から衛生管理上の問題から管理をすると

いうことであって、その慰安婦自体を、だまして連れてきたという証拠はないのですよ。 

 

―それが証言者の証言があったとしても、証拠にならないと？ 

 

 だから繰り返し言ってるじゃないですか、証言が採用されるかどうかは、信用性の問題

ですから。聞き取り調査をして、信用性があるかどうか、事実と照らして確認するわけで

す。 

吉田清治さんの本、なんでしたつけ。「戦争と犯罪」？ 要は吉田清治さんっていう人が、

自分が韓国で女性を縄をくくって連れてきた、だからごめんなさいと言ったところから問

題になってきたわけでね、吉田清治さんがいくら言っても実際に済州島で現地調査をやっ

たらそういう事実はなかったということになって、吉田清治さんがいくら自分はこういう

悪いことやったんだ、悪いことやったんだ、韓国の女性を無理やり連れてきて慰安所で働

かせたんだといくら言ったとしても吉田清治さんの言ってることは虚偽ですね、というこ

とになったんです。 

だから証言というものは、しゃべったことがすぐ証拠になるんではなくて、その信用性、

事実に照らしあわせてどうなのかという信用性をチェックしなきやいけない。 

だからいま日本政府といいますかね、従軍慰安婦の問題で強制連行があったと言ってい

る人たちは、客観的な証拠がないなかで本人たちの証言で「強制連行があった、強制連行

があった」と言ってますけど、その証言内容をしっかりと精査する作業をいま日本政府も

韓国政府もそこをしっかりやらなきゃいけないと思いますけどね。 

日韓紛争の根底のところにはこの従軍慰安婦問題があるわけですから、日本政府はいま

領土問題で激しい応酬を繰り返してますけどもね、激しい応酬を繰り返しても、結論とし

ては韓国の実効支配を覆すってことまではなかなかいかないわけですから、そうであれば

ね、こういう機会をとらえて根っこにある従軍慰安婦問題についてはもう一回、日本と韓

国でしっかりと証拠の有無について僕は論戦すべきだと思いますよ。 

ここをうやむやにするからいつまでたってもね、日韓の関係ってものがね、成熟してな

いんですよ。 

日本人というか日本政府としては２００７年の閣議決定、強制連行の事実はないという、

そういうスタンスで韓国にのぞむ、韓国は韓国で強制連行の問題なのか慰安所の問題なの

かわかりませんけれども、日本はとんでもないことをやったってことでのぞむ、これは日

韓ね、レベルの高い関係になりませんよ。 

従軍慰安婦についてはしっかりと強制連行の事実について証拠があるのかどうか確認す

る。強制連行の事実はなかった場合には慰安婦とか慰安所の存在をどう考えるのか、当時

の社会的状況・背景から慰安婦とか慰安所をどうとらえるのかってことをもう一度議論す

る。この作業が絶対必要です。 

９３年の河野談話は、なんかうやむやにしてしまって、強制を認めたんだか謝ったんだ

が、何の事実を認めたのか、どの部分について謝ったのかをうやむやにしたような形の９
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３年の河野談話っていうのは、最悪ですよ。 

だから２００７年に閣議決定ああいうようにしたんであれば、もう一度、河野談話を全

否定しないけれど内容をもう一回、きちんと明確に確定して韓国の言い分を聞いて、証拠

のあるなしを日韓でオープンでやりあったらいいじゃないですか。とことんやっぱり、腹

の中にたまっているものを出してね、主張をぶつけあわないとね、双方の関係、レベルの

高いものにいきませんよ。 

 

―日ごろ外交問題はわりと慎重な発言されていますが、こういう問題をどうしてそこま

でつっこんで話されるのか。 

 

 そりゃやっぱり韓国の大統領が現状維持っていうね、外交の大原則を踏み外したってと

ころがありますよ。 

野田首相との間でね、従軍慰安婦の問題、首脳会談でどういう議論になったのか僕は知

りませんけどね、日本も一九六五年の日韓基本条約で解決済みというだけじゃやっぱり裁

判所の形式論理的な判断の下し方であって、従軍慰安婦についてどこが問題で強制連行の

事実があったのかどうなのか、いまの日本政府の立場はこうで、じゃあ証拠の有無につい

てきちんとやりましょうよというコミュニケーションがあったのかどうなのか、僕はわか

りませんけども、だれか、韓国の大統領も野田首相もね、きちんとしたコミュニケーショ

ンをとらずにどんどんエスカレートしていく。 

そんな中でも領土問題について現状維持をこわすってことは、やっぱり僕は韓国側に非

があると思うし、それからいまもう応酬合戦になってますけどね、やったところで実益な

いわけですから、早くこの部分については終息はかって、でも言うべきこととやるべきこ

とはしっかりやらないといけない。 

でもそのあとに従軍慰安婦問題、９３年の河野談話と２００７年の閣議決定の整合性と

従軍慰安婦の強制連行の事実についての有無はね、これはしっかりやらなきやいけない。

ほんとは、これにエネルギー割かなきやいけないと思ってるんですね。 

だから、本来は大阪市長という立場でいうべきではないけれども、やっぱり現状維持っ

てものを韓国側が崩してきた、大統領が竹島に、不法上陸ですよ、わが日本の立場からす

れば。なんで訪問なんて言葉使うのかわかりません。わが日本国の立場からすれば不法上

陸、そうなれば根っこの部分については一政治家としてしっかり発言しなければいけない

と思ってますけども。 

僕は早く隣国どうしなんでね、事態の終息をはかって、それからやっぱり一番の根っこ

の部分、従軍慰安婦の問題が両国の国民の心のなかにくすぶっていることは間違いないか

ら、この部分についてね、どうそのくすぶりをおさめていくかといえば、腹に入ってるも

のを表に出して、何が問題でこの問題についてはどうなんだというところをはっきりと明

らかに、あいまいにせずにね、決着させるべきだと思ってます。それが、日韓関係をレベ

ルの高いものにすると僕は確信しています。 

〈了〉 


