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橋下徹大阪市長 日本外国特派員協会での会見 

(2012.5.27) 

 

  

―日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長が２７日、東京・有楽町の日本外国特派員協会

で特派員らとやりとりした内容は以下の通り。 

  

橋下 大阪維新の会代表の橋下徹です。今日は皆さんに僕の発言についてしっかり説明し

たいと思い、来ました。今から日本語で話すことは全て英文にしたものをお渡ししていま

す。そのお渡しした英文に載っていない部分だけ通訳の人に訳してもらいます。ですから

日本語が分からない人は、英文を読んで下さい。英文を読んだ上で、後に質問して欲しい。 

  

 まず私は表現の自由、報道の自由を一番重要な価値だと考えています。報道の自由こそ

が、権力をチェックする。民主主義において絶対に必要なのが報道の自由です。私はその

考えのもと、メディアには可能な限り会見に応じるようにしています。 

  

 これは世界の政治家の中でも特殊だと思います。知事になり、今市長ですが、この５年

間、毎日会見に応じています。朝と夕方では、だいたい３０分から長いときで１時間、週

に１度は２時間の記者会見、質問は制限がありません。メディアから質問がなくなるまで

答え続けています。メディアの制限、資格制限はしていません。すべてテレビカメラに記

録されています。 

  

 そのような５年間のなかで、今回私の一つのワードが抜き取られて報じられたのが、今

回の騒動のきっかけです。そのことについて今日丁寧に説明させてもらいたい。ここから

は英文通りに。 

  

※用意した文書『私の認識と見解』を読み上げる 

  

―桜内文城・日本維新の会衆院議員  

最初の司会者の紹介についてコメントする。橋下市長を紹介するコメントのなかで、彼

は「ｓｅｘ ｓｌａｖｅｒｙ」と言う言葉を使われました。これは日本政府としては強制

性がない、その証拠がないと言っていますので、そのような言葉を紹介の際に使われるの

は、ややアンフェアではないかと思っています。ヒストリーブックスということで吉見義

明さんの本を引用されていたが、すでに捏造（ねつぞう）ということで、色々な証拠で裏

付けられています。 

  

 Ｑ 軍と国家の慰安婦についての組織的な関与について、このペーパーには詳しく書か

れていない。明快な見解を 

  

橋下 まず大前提として、日本の過ちを正当化するつもりはないということをご理解く

ださい。これまでの慰安婦問題の議論は、日本の責任を否定するような議論が多かったで

す。我々は、責任は回避しません。今ご質問いただいた点は、歴史的な事実に関わること

です。日本政府がはっきりと認めているのは、施設の管理、戦地で女性を移動させること、
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女性を集めてほしいという要請、この点には軍の一定の関与があったと認めています。 

  

 ただしこの問題の核心的な論点、韓国の皆さんも一番気にしていること、世界の皆さん

も日本特有のユニークな制度だと思っていること、つまり国家の意思として組織的に女性

を拉致した、国家の意思として女性を組織的に人身売買した、この点を裏付ける証拠はあ

りませんし、この事実について認めていないというのが日本の立場なのか、ここが韓国と

の間の一番の核心的な論点です。そして繰り返し見解が対立しています。 

  

 ただし先ほども言いましたが、軍の一定の関与があったのです。ですから、慰安婦の方

にはきちんとお詫（わ）びをしなければなりません。 

  

 Ｑ 世界各国の軍がこのような行為に携わったという話に、イタリアを入れないでくれ

てありがとうございます。スピーチの中では、女性の尊厳を尊重するといった発言があり

ました。性的行為は女性の尊厳を脅かすという話があったが、先日フジテレビだったと思

うが、中山議員との話の中で大阪の飛田組合ですか。風俗、売春と言っていいか分からな

いが、そこの顧問弁護士だったと言った。売春そのものが違法だが、市長でありながら顧

問弁護士をされるということは相反しているが、ご自身をどう納得させているのか。また、

先ほどの紹介では、市長は大阪で最もすばらしい市長だと聞いたが私はちょっと意見が違

う。 

  

橋下 まず、弁護士業として顧問の関係にあること、顧問先については我々は守秘義務

がありますので、我々はここで全てを語るわけにはいきません。 

  

 まずここで言えることは、かつては顧問弁護士だったことは事実であります。それは、

飛田の組合という料理組合の顧問弁護士です。料理、料理組合。日本において、違法なこ

とがあれば、捜査機関が適正に処罰をします。料理組合自体は違法ではありません。 

  

 Ｑ 橋下さんの発言は、沖縄の件では、やはり米軍の方々、そういう目で見ているんだ

ろうかという疑問を思ったでしょうし、また、慰安婦問題でも、慰安婦の方々が橋下さん

に会わなかったように、やはりこの問題、謝ったといいつつ、やはり日本からはそうじゃ

ないという声が、また疑問を持ったんじゃないかと思う。外国から疑問を持たれるのは、

政治的にはやはり責任が伴うものだと思う。日本維新の会も、政党助成金という形で税金

が入っている。そういう意味でいうと、政治責任をどう考えるのか。やはり、外国に疑念

を招いたと言うことで、共同代表の座を辞任する考えはあるか、あるいは逆に信を問うか

たちでご自身で参院選に出馬すると言うことがあれば、有権者が判断するだろうが、政治

責任についてどう考えるか。 

  

 橋下 民主主義の国において、政治家の政治的責任は、選挙で審判を受けることです。

ですから、私の今回の発言に対して、国民がノーと言えば、次の参院選で、維新の会は大

きな敗北になるでしょう。そして、その選挙結果を受けて、党内で私自身が代表のままで

いられるのかどうなのか、代表のままに就かせるのかどうなのか、党内で議論が生じると

思います。それが民主主義の国における政治家の責任の取りかたのメカニズムだと思って

います。 
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 Ｑ スピーチのなかで、もし日本だけが非難される理由が戦時中、国家の意思として女

性を拉致した、人身売買したということであるならば、それは事実と異なるとおっしゃっ

た。英語の翻訳を見て、それだと日本もやったけれど他にもいるじゃないかと受け取れる

のではないかと心配していたが、市長の質疑のなかで国家の意思としてはやっていない、

しかしながら一定の関与があったと話されたので最初の疑問は解けた。しかし、今度は一

定の関与があったのは日本だけじゃないじゃないかとおっしゃっているように受け取れ

る。つまり他の国だって国家の意思ではなく一定の関与をしているのだから、日本だけ批

判されるのはおかしいじゃないかと受け取れる。そういう意味でおっしゃったのか。 

  

 橋下 私自身が皆さんにどうしても伝えたかった論点の核心をつくご質問です。少し丁

寧にお答えしたいと思います。わたしは日本の過去の過ちを正当化するつもりは全くあり

ません。慰安婦の方々が味わった大変苦しい経験について、我々はずっと引き受けていか

なければならないと思います。ただ、慰安婦問題に関して不合理な議論は、もう終止符を

打つべきだと思います。日本が責任を回避するような議論は決してやってはいけません。 

  

 そのような日本の姿勢が韓国の皆さんが一番怒る原因だと思います。皆さんに問いたい

のは、戦場での性の問題なんです。世界各国は、過去を直視していないんではないでしょ

うか。もちろん日本もそうですけど。 

  

 過去を直視しなければ未来を語ることはできません。戦場の性の問題はこれまでタブー

視され、表立った議論は一切ありませんでした。慰安婦を利用した日本は悪かったです。

しかし民間の事業者の女性を利用することは良いのでしょうか。 

  

 アメリカやイギリスはピューリタニズムの考え方から、政府が、軍が施設を設けること

はしませんでした。しかし現地の女性を利用したことは歴史的な事実です。 

  

 アメリカの日本占領期間中の日本政府がつくった施設をアメリカ兵士は利用していまし

た。これは歴史的な事実としてしっかり証拠があります。わたしが言いたいのは、軍が作

ったのか、民間業者だったのかそういうことは関係ないと思います。先ほど記者から質問

がありましたが、日本の慰安所は軍が管理していたことは間違いありません。これは様々

な理由がありますが、これは歴史学者に委ねたいと思います。ただ軍が管理していた日本

の施設、民間業者が管理している施設も、その施設のなかで行われている現状は大変不幸

なことであることに変わりはありません。またドイツも日本と同じような施設を使ってい

た事実も出て来ています。朝鮮戦争時においては、韓国にもそのような施設があったとい

う事実が出て来ています。いまこのような事実について世界は全てふたをしています。日

本を非難することはもちろん必要ですけれども、それで終わってはなりません。 

  

 今日においても紛争地において女性の人権が蹂躙（じゅうりん）されています。そして

軍と性の問題もタブー視されています。今日においては、このタブーを取り払い、世界で

戦場の性の問題、軍と性の問題をきちんと議論する必要があるのではないでしょうか。も

ちろん世界がやっているから日本もいいじゃないかと言うつもりはありませんし、そのよ

うなことを言ってはいけません。 
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 わたしたちは悪いことをした。しかし皆さんも過去を直視してほしい。女性の人権を守

るために紛争地において、軍の一部の心ない兵士による女性の人権蹂躙行為について、こ

れを防ぐためにもやはり過去を直視しなければならないと思います。 

  

 戦場において女性を利用してはいけないと言うことは簡単です。しかし自分たちがやっ

たことをしっかりと直視しなければ、その対応策は出て来ないと思います。戦場の性の問

題は今、まさに議論しなければならない問題です。 

  

 Ｑ いくつか質問がある。慰安婦問題は河野談話でＣｏｍｆｏｒｔ ｗｏｍａｎと書か

れていて、河野談話は今でも外務省ウェブサイトに載ってる。少なくとも今は。そこから

引用すると、日本政府、軍の一部が直接関与していた、つまり施設の管理移送に直接関与

していたという言葉が入ってる。移送という言葉をみると人身売買に携わっていたと解釈

する。そういうことを考えると談話の文面を修正すべきだとの考えは。 

  

 橋下 河野談話を否定するつもりもありませんし、ここに書かれている事実は、概（お

おむ）ね事実だと僕は思っています。しかし、この河野談話は肝心な論点については曖昧

（あいまい）不明確にしています。 

  

 今、女性の移送について軍が関与していたとの指摘がありました。歴史的な事実として

証拠があるものは、民間業者が女性を移動させる際に軍の船を使ったというところなんで

すね。 

  

 日本の慰安所も、多くは民間業者が事業主です。雇用主ですね、ごめんなさい。雇用主

です。ただしその施設に、軍が関与していたことも間違いありません。それは一つずつに

性病蔓延（まんえん）のための検査をしたとか、そういうことに関与したことも間違いあ

りません。 

  

 戦場ですから、女性を移動する際に軍の移動手段を使ったことも事実であります。しか

し国家が、組織的に国家の意思として組織的に女性を拉致した、人身売買したという事実

はないというのが日本の多くの歴史学者の主張であり、河野談話の後に出ました２００７

年の日本政府の閣議決定では、国家の意思としての拉致、国家の意思としての人身売買を

裏付ける証拠はなかったとの日本政府の見解が出ています。 

  

 韓国の皆さんが最も関心を寄せているこの核心的論点について、河野談話は逃げている

んです。 

  

 これが日韓関係が改善しない最大の理由だと思っています。ですから私は、河野談話を

否定するとか修正するとかではなく、明確化するべきだということを言っています。 

  

 韓国のほうもいろんな意見があるでしょうから、ここは日韓の歴史家が、歴史学者が共

同で事実を明確化すべきだと思います。 
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 韓国は日本が国家の意思として組織的に女性を拉致した人身売買、という主張です。日

本はそのような事実はなかったと主張しています。ここを明確化しなければなりません。

ただし、この話とは別に慰安婦の方に対してはしっかりとお詫びを申し上げなければいけ

ないのはこれはもう間違いありません。 

  

 この国家の意思として組織的に女性を拉致した、国家の意思として組織的に人身売買し

たという点が、恐らく世界の皆さんから日本は特有だと非難される点です。 

  

 日本兵がかつて慰安婦を利用したこと、これは本当に申し訳ないことだと思います。が、

事実は事実として明確化しなければいけない。事実と違うことが世界に言われているので

あれば、それに対して違うということをしっかりと言わなければならないと思います。 

  

 韓国の皆さんとしっかり意見交換をさせてもらいたいと思います。ただこのような話と

は別にですね、形式形態の差はあれ、軍の施設なのか、民間業者の施設なのか、そういう

ことは別として女性を利用したと言うことは日本を含めて世界が過去を直視しなければな

らない問題だと思っています。 

  

 Ｑ 以前、石原共同代表の慰安婦問題に関する発言があった。その時の報道を見ると、

石原共同代表がいわれたのは、日本は戦争責任、戦争について謝った、謝罪したことは間

違いだったと言った。つまり、米国が日本へエネルギーを送らないようにした。石油など

を送らないようにしたために、無理やり日本を戦争に入らせた、戦争を始めさせたといっ

ている。この見解についてどう考えるか。 

  

 橋下 第２次世界大戦が、日本の侵略戦争だったのか、また、韓国への植民地政策だっ

たのか、ここは日本の政治家が色々議論していたところであります。これは歴史家が、色

々議論するところかと思います。国を代表する政治家は、侵略だったということを認めな

いといけないと思います。 

  

 国を代表する政治家は、韓国へは、あれは許されない植民地政策だったという認識をし

なければいけません。それを否定するとなると、戦勝国側も、多大なる国民の兵士の命を

落とした中で、戦争が決着したわけですから、戦勝国もとてもじゃないですけど、納得で

きないと思います。 

  

 歴史家の議論は別にして、国を代表する政治家はしっかりと、第２次世界大戦の責任を、

日本の政治家は肝に銘じて、侵略と植民地政策はしっかりと認識しないといけないと思う。

そして周辺諸国に、多大な損害と苦痛を与えたこと、これを反省し、おわびしないといけ

ない。 

  

 ただ、石原代表は、やはりそのような考え方と異なった考え方です。ここは、その戦争

時代を生きてきた、まさに生きてきた、その人と、戦争が終わった後に、生まれ、育って

きた僕の世代の違いもあるのではないでしょうか。これは敗戦国としては、大変難しい問

題です。 
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 戦争当時、生きていた人は国がやっていることが絶対に正しいという思いで戦争をやっ

ていたと思います。日本国民の多くは、侵略だったことを認め、反省していると思います。

しかし、１億２千万人全員が、同じ考えになるというのも、なかなか民主国家では難しい

ところがあります。 

  

 しかし、皆さんに言えることは、我々の世代では過去の戦争の責任を蒸し返すようなこ

とを、我々の世代の政治家はやってはいけないと思います。 

 日本の第二次世界大戦について、日本の正当性を主張するより、過去のことにこだわる

より、未来に向けて、より良い世界を目指していくこと、こちらに力を注ぐことが我々の

世代の政治家の使命だと思っています。 

  

 我々の世代の政治家は、過去を直視し、それを、その評価を蒸し返すことなく、未来に

向けて、政治的なエネルギーを注いでいくべきだと思います。ただし、敗戦国だからと言

って、ありとあらゆる不当な事実誤認について何も言わない、口を閉ざすということでも

ないと思います。そういう意味で、慰安婦問題に関して、戦場の性の問題を、問題提起さ

せてもらいました。 

  

 Ｑ 「私の認識と見解」の中で、Ｇ８サミットが旧日本軍の兵士や他国の兵士が女性を

性的に利用したか調査することに期待しているとあるが、具体的に何を期待しているの

か。 

  

 橋下 旧日本軍、日本が責任がないなんてことはあり得ません。日本の責任も認め、事

実をしっかり検証したうえで、日本の慰安所方式以外のやり方でどのように女性の人権が

蹂躙（じゅうりん）されたのかしっかり議論すべきだと思います。日本の過去もしっかり

と直視しながら世界各国もどのように女性を利用していたのかそこの検証が必要だと思い

ます。それなくして戦場の性、軍と性の問題は解決されないでしょう。 

  

 Ｑ 今回の慰安婦発言の一連の騒動は、日本の報道に誤報が多いのか、ご自身の言い方

が誤解を招くのかのどちらかだと思う。河野談話について、先ほど河野談話を否定しない、

修正も求めないが、ただ内容的には不明確なところがあると。この言い方は私から見れば

非常に不明確だと思った。ご自身の河野談話を巡る話は、今日のご発言をみればやや矛盾

があると思います。河野談話で軍が直接、あるいは間接的に関与した、軍の強制性に関し

てはある程度認めている。本人の意志に反した事例も数多くあると。慰安婦問題に関して

は軍の強制性があったのかどうか、つまり軍が関与したが強制性はなかった。それとも国

が関与せず強制性もなかったのかどちらだと考えているのか。 

  

 橋下 これはもう核心的な論点ですね。河野談話について事実を変える必要性はないと

思っています。書かれている事実についてですよ。しかし、表現についてはこれはもっと

付け足さなければいけないと思っています。表現を付け足すことを修正と言うのか、それ

とも明確化というのか、これはちょっと言葉の問題かなとも思います。 

  

 まさに強制性の言葉をもっと丁寧に記述すべきだと思っています。多くの慰安婦の方が

自らの意志に反して仕事をしていたのは間違いないでしょう。これは間に民間業者が入っ
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ていましたので、そこでいろんな苦しいその状況、慰安婦の方にとっては大変つらい環境

にあったことはこれも間違いないでしょう。これは日本のですね、いわゆる慰安所方式以

外の民間業者の施設でも同じような状況があったと思います。 

  

 現地の戦地における民間業者で働く女性も多くは意に反して、自らの意志に反して働い

ていた事情もあったかと思います。ですから河野談話ではっきりと書かれていない点、ま

さに日本が国家の意思として組織的に女性を拉致したのか人身売買したのか、今我々が北

朝鮮問題で問題提起している拉致問題と同じような状況だったのか、それについては河野

談話は触れていません。 

  

 ただこのような事実がなくても、慰安婦の皆さんにはおわびをしなければならないこと

は間違いありません。ただ国家の意思として組織的に女性を拉致したのか、人身売買をし

たのか。ここは日本の認識と韓国の認識、また世界の認識でズレがありますので、事実は

明確化しないといけないと思っています。 

  

 そのような事実があったのかなかったのか日本政府はしっかりと言及すべきであって、

そういう意味では表現を付け加えるという意味において、これを明確化と僕は言っている

んです。 

  

 Ｑ 記者が先ほど飛田新地の売春組織について質問したのに対して、料理組合の顧問弁

護士だったと答えた。しかし、名称は料理組合かもしれないが、飛田はお店の２階に上が

って、お金を払えば、買春できることは、大阪のちょっとませた中学生なら誰でも知って

います。ここから質問です。中学生が聞いていて、ウソついてはるわ、と思うような詭弁

（きべん）を弄（ろう）して、１人の政治家として恥ずかしいと思いませんか。 

  

 橋下 違法なことであれば、捜査機関によって処罰されます。以上です。 

  

 Ｑ 弁護士として人権問題に非常に詳しいと思うが、女性に関する感覚が甘かったので

はないか。もし橋下さんが生まれ変わったら男子に生まれたいですか、女子に生まれたい

ですか。 

  

 橋下 女性の人権を大切にするということは人類が努力してきたある意味到達点であ

り、女性の人権を尊重する社会を目指していかなければなりません。だからこそ戦場にお

いていかに女性の人権が蹂躙されているのか世界各国で考えてほしいのです。もちろん日

本の過去の過ちを反省してでありますけど。男性でも女性でも生まれた性にもとづいて人

生を全うしていきたいと思っています。まさにこれから僕らの世代、世界各国の人類が次

に生まれるときに男性であっても女性であっても生まれた性を全うできる環境をつくるこ

とが我々の使命だと思っています。 

  

 Ｑ 今日の話だと国家の意思に基づく強制自体がなかったということで、もう少しその

点を明確化しなければと言っているように聞こえた。何をどう明確化するのか。なぜこの

時期に、この主張を「その当時必要だった」ということも含めて言わないといけなかった

のか。 
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 橋下 まず河野談話の件ですが、河野談話が作られた際、それを作った官僚の１人、責

任者がですね、国家の意思としての拉致、人身売買、そういうものはなかったんだとはっ

きり述べております。当時の石原信雄官房副長官です。 

  

 官房副長官ですね。そして先ほどもご指摘ありましたが、２００７年の政府の閣議決定

によって強制連行を裏付ける直接の証拠はないという政府の正式な見解が出ております。

そうしますと、日本政府がどのような事実を認めたのか非常に混乱しているわけです。河

野談話でどのような事実を認めたかですね、それが今非常にあいまい不明確になっていま

す。 

 これは河野談話は、政治的にある意味妥結をした、そういう文書になっています。歴史

的事実については、政治家は政治的な妥協はしてはいけないと思います。ですから、河野

談話に書かれている事実を全否定するわけではありません。ただし、当時の官僚の責任者

が国家の意思としての拉致、人身売買を否定している発言、その後の２００７年の政府の

閣議決定でこういうもので非常に混乱していますから、もう一度どのような事実があり、

なかったのかをきちんと明確化すべき。韓国の方もいろいろなご主張あるでしょうから歴

史学者を入れながら事実を明確化するべきだと思います。 

  

 Ｑ ２００７年のものは、河野談話がどのようにしてできたかということを説明しただ

けで、何か新しいことをはっきりさせたわけではない。官僚の方も証言等を色々聞いた結

果、これが国家の意思だとおっしゃったかどうかは、はっきりしていないけれど、強制性

を否定することはできないと言っているはず。 

  

 橋下 繰り返しになりますが日本の過去の過ちは正当化されません。今の議論は、日本

の責任を否定する議論ではなくて、事実がどうだったという議論であることを理解下さい。 

  

 国家の意思として、女性を拉致した、人身売買があったということであるなら、そのよ

うに表現すべきだと思います。慰安婦の方の意に反してということは、これは間違いない

でしょう。しかし、この河野談話、主語が明確になっておりません。民間業者が、慰安婦

の方の意に反して女性を集めたのか、それとも、国家が、日本の国家が組織的に女性を集

めたのか、ここを明確化していないんです。どちらにも読めるような表現になっている。 

  

 韓国の方は、この河野談話をもって、日本が拉致、人身売買をしたと理解しています。

しかし、日本の多くの歴史学者や多くの政治家は、これは日本国家がやったのではなく、

民間業者だという主張をする歴史学者や政治家も多いんですね。主語は非常に大切です。

今回の私の発言も、私は当時、世界各国の軍が、女性を必要としていたのではないかと言

ったんです。ところが、その主語が、私は、に替わってですね、私が必要としていた、私

が容認していたと報じられた。ですから、国家の意思として、女性を拉致した、人身売買

をしたならそのような表現をきちんとつかうべきだし、そのような事実がないなら、ない

ということを、あったのか、なかったのかを、きちっと明確に表現すべきだと思っていま

す。 

  

 私は歴史学者じゃありませんので、事実についてあったかどうか、そこについて明確に
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研究したわけではありません。ですが、この河野談話で、一番の核心的な論点について、

あいまい不明確になっていることを皆さんに伝えたかった。この点が、日韓関係を改善で

きない、僕は根本の原因だと思っています。ですから、国家の意思として拉致があったの

か、人身売買があったのか、この事実について韓国の皆さんと合意を得ることが重要だと

思っている。この事実を不明確にしたままでは、日韓関係は改善しません。韓国も言い分

があるでしょうから、日韓で、共同で、歴史学者で、事実を確認してもらいたい。 

  

 そして、なぜこの時期に、この発言をしたかですが、これはさきほどここのスピーチの

冒頭でも言いました。僕は毎日毎日、記者の質問に、質問が絶えるまで自分の考えを述べ

ます。確かあの時は、安倍首相が第２次世界大戦当時、日本が侵略したかどうか、はっき

り言わなかった、そのことについてメディアがいろいろ問題視していた。そのことに関連

して、私に歴史認識を問うた中で、このような発言になったわけです。 

  

 私は侵略だと思うけれども、しかし、この慰安婦問題については、今、日韓関係で問題

になっている点は、この河野談話、ここが不明確になっているからだと言った。 

  

 Ｑ 人身売買の定義について伺いたい。女性の人身売買は最初に女性と取引したり、だ

ましたり、拉致をしたりする人や組織、女性を移送する組織、拘束する組織、意に反して

働かせる組織、様々な組織があって成立すると考えております。国際的にはすべてを人身

売買と言います。橋下市長はこの定義は違う、日本軍の当時の行動は人身売買ではなかっ

たという認識なのでしょうか。それとは別に、実際に日本軍に連行されたと話す女性の証

言は信頼されないという見解か。 

  

 橋下 誤解が生じるといけないので繰り返し言わせていただきますが、日本の責任を否

定する議論ではないということはご理解ください。国際社会のスタンダードな価値観にお

いては、戦場での女性の利用行為は許されるものではありません。日本は真摯（しんし）

に反省しなければなりません。責任の問題ではなく歴史的な事実の議論だということをご

理解ください。 

  

 いま記者からご質問があった点の最大の論点は、人身売買が日本が国家の意思として組

織的にやったかどうかだと理解しています。と言いますのは、その施設で働く際にいわゆ

る女性が身売りをされることはあったかと思います。だまされ、誘惑をされ、当初言われ

ていた仕事と違うところで働かされた、そういうこともあったのでしょう。その時の貧困

の状況から借金を背負わされて意に反して働かざるを得なかった状況もあったと思いま

す。 

  

 しかしこれは民間業者の施設でも普通にこういうことあるわけですよね。第二次世界大

戦当時、アメリカやイギリスが利用していた現地での施設でもそのような人身売買はあっ

たと思います。日本はもちろん悪いですよ。しかし民間業者の施設でも人身売買はあった

わけなんです。そうしますと、日本の軍の一定の関与のもとの施設と、民間業者のそのよ

うな施設、人身売買においては変わることはないと思います。両方悪いと思います。そこ

に日本だけでなく世界各国に目を向けてもらいたいんです。戦場における性の問題は人身

売買につながるんです。 
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 ただ歴史的な事実として日本が国家として国家の意思として拉致をしたのか、人身売買

をしたのか、歴史学の点から明確になっておりません。ですから民間業者がやっていたこ

とはあるんでしょうが、日本は国家の意思として拉致をしたのか、人身売買をしたのか、

ここの部分について明確化が必要だと思っています。河野談話もそこをはっきりと記述し

ていません。 

  

 慰安婦の方の証言があるということも聞いております。ただこれも歴史学的に信憑性（し

んぴょうせい）、信用性に議論があるところです。河野談話をつくった当時の官僚の責任

者は証言を裏付ける合理性に疑問があったというようなことも言っております。ですから

証言だけで事実を認定できるんであれば河野談話にはっきり書けば良いと思うんです。で

すが河野談話には国家の意思として拉致をした、人身売買をしたということは書かれてい

ません。民間業者がやったことは認めているんでしょう。しかしこれは世界各地の民間業

者の施設に共通のことです。ですから河野談話はやっぱり明確化していく必要があるんで

はないでしょうか。繰り返しになりますが、この議論は歴史的事実についての議論であっ

て、日本の責任を否定する、回避する議論ではないことはご理解ください。 

  

 Ｑ 日本軍の関与が認められている例えば軍施設の運用も人身売買に含まれるという

理解だが、それは違うということなのか。 

  

 橋下 河野談話が認めた事実については施設の管理については性病が蔓延（まんえん）

しないような対策という意味での秩序や管理については認めていますが、人身売買の事実

は河野談話ではきちっと認めていません。そういったところがあいまいになっているとこ

ろなんですね。移送については、民間人が間に入った仲介人が女性を現地に移送する際に

軍の船を使ったとか軍のトラックを使ったという事実がありますが、軍が国家の意思とし

て組織的に軍が認めたということには今なっていませんので、非常にそこがあいまいにな

っていますよね。 

  

 ですから日本の責任を否定することなく一体どういう事実があったのか歴史的な事実に

ついてはもっと正確に明確化しないと韓国の皆さんも納得しないと思うんです。ものすご

い重要な日本の意思表示なわけですから、河野談話のような抽象的な書き方ではなく、も

っと具体的に詳細に正確に説明すべきだと思っています。 

  

 Ｑ 人身売買があったかどうかとは別に、もし当時の日本の政府、軍が強制連行、拉致

が起きていることを知っていて何もしなければ、その段階で何もしないことだけででも、

当時の軍、政府が関与していたと考えられないか。そういうことであれば、誰が最終的に

責任をとるのか、政府か議会か首相か。 

  

 橋下氏 おっしゃる通り、今の価値観で考えれば、やっぱり国家としては、人身売買を

とにかく止めないといけないのは間違いありません。そういう意味では、日本が、いかな

る意味においても責任回避することはできません。国家は、その時にどのような行動をす

べきなのか、しっかり今、考えるべきだと思う。 
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 と言いますのも、当時の戦地において、民間業者でも人身売買があった。そのような民

間業者の女性を利用していた、軍の責任はどうなのか、国の責任はどうなのか、議会の責

任はどうなのか、やっぱりこれも大いに議論しないといけない。 

  

 日本の責任は否定しません。しかし、今、世界各国で、戦場の性、その当時に女性を利

用していたことの問題、議論されているでしょうか。今のこのような状態だと、日本のよ

うな方式は悪いけれども、民間業者の女性を利用することは問題ないという議論につなが

りかねません。 

  

 日本の方式も悪いです。しかし、民間業者の女性の利用もダメだと思います。民間業者

の施設でも、人身売買は行われています。ですから、日本の反省とともに、世界各国の軍

においても、過去を直視してもらいたい。２１世紀女性の人権を守るために。２１世紀に

向けて、未来に向けて、女性の人権をしっかり守っていくために。戦場において、民間業

者の女性を利用することもやめていこうという世界の決意です。 

 

（了） 


