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橋下市長への第二次公開質問状
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私は、本年 6月 4日 に、貴殿に公開質問状 (以 下、「第一次公開質問状」という)を差 し

上げ、7月 5日 までにご回答くださるよう要望いたしました。しかるに、貴殿からは期 日を

過ぎても何らのご回答もありませんでした。ところが、第二次公開質問状を提出するため

に大阪市役所に 7月 29日 に参 りますとお伝えしたところ、7月 26日 に貴殿のご回答 (「 7

月 26日 付回答」という)が ご愚 で送付されてきました。

しかしながら、この 7月 26日 付回答は、貴殿が「慰安婦」問題に関する「基本的な考え

方」を述べられたもので、第一次公開質問状に対する回答になつておりません。そこで、

下記のとおり、第二次公開質問状を提出いたします。第一次公開質問状および今回の第二

次公開質問状について、2013年 8月 30日 までにご回答ください。

第 1 2013年 6月 4日 付の第一次公開質問状について

第一次公開質問状に対 して、貴殿はなぜきちんと回答されないのですか。軍・官憲

による暴行・脅迫を用いた連行の証拠はないと言い続けておられましたが、第一次公

開質問状の第 5項 「軍・官憲による暴行・脅迫を用いた連行」で証拠が提示されたか

ら回答できないのですか。

第 2 最近の政府答弁書について

2013年 6月 10日 、赤嶺政賢衆議院議員は、質問第 102号 「強制連行の裏付けがな

かつたとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書」において、1993年 8月 4日 に公

表された 「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」という文書は、法務省関係

として、「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」にふれ、「判決事実の概要」とし

て「〔元陸軍少佐 Cは〕一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民

間人が上記女性 (「 ジャワ島セラ手レほかの抑留所に収容中であつたオランダ人女性」)

らに対 し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行 し、宿泊させ、脅すなどして売春を

記



強要するなどしたような戦争犯罪行為を知 り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認

した」と記述 しているが、これは 「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すよう

な記述」にあたることは明白で、答弁書は誤 りである、と指摘 しています。

これに対 して、安倍内閣は、6月 18日 付の内閣衆質 183第 102号の答弁書において、

「ご指摘のような記述がされている」と、記述の存在を認めていますち この事実を貴

殿は認めますか。

これは 「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような」証拠はなかつた、と

いう日本政府や貴殿のこれまでの主張があやまりだつたことを示 していますが、貴殿

はこの誤 りを認めますか。

第 3 国家の意思としての泣致・人身売買という新 しい論点について

1 貴殿は、本年 5月 27日 の日本外国特派員協会での会見において、「2007年の閣議決

定、日本政府の見解では、国家の意思としての粒致、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いう日本政府の見解が出ております」と述べておられます。

また、7月 26日 付回答では、「もし、日本だけが非難される理由が、戦時中、国家の意

思として女性を粒致 した、国家の意思として女性を売買したということがあるのであ

れば、それは事実と異なります」と述べておられます。ここで言われている「国家の

意思としての粒致、国家の意思としての人身売買」とはどういう意味ですか。

また、「国家の意思としての社致、国家の意思としての人身売買を裏付ける証拠はな

かつたという日本政府の見解」が出ているというのは、間違いではないですか。同年 3

月 16日 の政府答弁書 (内 閣衆質 166第 110号 )では、「政府が発見した資料の中には、

軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところで

ある」と述べているだけではありませんか。

2 同じく、 日本外国特派員協会での会見で、貴殿は、「国家の意思として組織的に女性

を位致 した、国家の意思として組織的に女性を入身売買した、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 うのが日本の立場だと考えてお

ります」と述べておられますが、国家の意思としての組織的粒致、国家の意思として

の組織的人身売買とは、どのようなことですか。また、日本政府は、いつこのような

見解を述べていますか。



貴殿はこれまで、「慰安婦という人たちが軍に暴行・脅迫を受けて連れて来られたと

い う、その証拠がない」(2012年 8月 21日 の記者会見)と 主張しておられたのではあ

りませんか。いつから、また、なぜ、あなたはこのように見解を変えたのですか。

3 上記に関連 して、日本軍は、居住の自由、外出の自由、廃業の自由、拒否する自由

のなしや性奴隷制度としての 「慰安婦」制度を組織的につくり、維持 し、拡大 したので

はありませんか。また、その下で、略取または誘拐または人身売買または権力乱用 (半

強待1)に より、女性たちは慰安所に連れてこられて拘束され、軍人・軍属の性の相手

をさせられたのではありませんか。貴殿はこれを認めますか。

第 4 日本軍・ 日本政府の責任について

1 貴殿は、外国特派員協会で配布 した「私の認識 と見解」(2007年 5月 27日 )の 中で、

また、7月 26日 付回答で「第二次世界大戦前から大戦中にかけて、日本兵が「慰安婦」

を利用 したことは、女性の尊厳 と人権を蹂躙する、決 して許されないものであること

はい うまでもありません」と述べておられます。これは、女性の名誉と尊厳を侵害し

人権を蹂躙 した主体は日本軍ではなく、慰安所に通つた個々の日本兵であるとするも

ので、性奴隷制としての 「慰安婦」制度を組織的につくつた日本軍の責任を免責し、

個々の兵士に責任を押 し付けるものではありませんか。

2 貴殿は、7月 26日 付回答で、「日本兵が女性の人権を蹂躙 したことについては痛切に

反省 し、慰安婦の方々には謝罪 しなければなりません」と述べ、さらに「第二次世界

大戦中のアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、 ドイツ軍、十日ソ連軍その他の軍にお

いても、そして朝鮮戦争やベ トナム戦争における韓国軍においても、この問題は存在

しました」と述べておられます。これは、各国軍の個々の兵士の責任を問 う議論では

ありませんか。

また、第二次世界大戦中の ドイツ軍を別にすれば、慰安所を軍の施設 として組織的

かつ大規模に設置 し、中央がそれを公認 し、女性たちを自らまたは業者を使って集め

た軍はないのではありませんか。貴殿のこのような見解は、日本軍と日本政府の責任

を否定ないしあいまいにすることになるのではありませんか。



3 貴殿は、外国特派員協会で、「韓国の方は、この河野談話をもつて、日本が拉致、人

身売買したと理解をしています。 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訳ではなく、民間業者だという主張、このような主張をする

歴史学者や政治家も多いのです」と述べていますが、多くの歴史学者 とは、だれのこ

とですか。そのような歴史学者の名前を数多くあげることができますか。

戦地・占領地で軍が略取や誘拐等を行った事実は明らかになつているのではありま

せんか。

植民地では業者が誘拐・人身売買等により女性たちを連行 したことも明らかになっ

ているのではありませんか。この業者は、軍・官憲によつて選定された者であり、身

分的には無給軍属または軍従属者であって、純粋の民間人とはいえないのではありま

せんか五。また、誘拐・人身売買等で連れて来られた女性たちは軍の施設である慰安所

で被告にあつたのではありませんか。

4 中国やフィリピンやイン ドネシアで、軍・官憲による暴行・脅迫を用いた連行があ

ったことは、第一次公開質問状で明らかですが、このような連行は例外的ではなく、

また、責任者は日本軍によつて処罰されていないのではありませんか。

従って、暴行・脅迫を用いた連行を行つた旧々の軍人・官憲にだけ責任があり、日

本軍には責任がない、とはとうてい言えないのではありませんか。

5 貴殿は、「日本は過去の過ちを真摯に反省 し、慰安婦の方々には誠実な謝罪とお詫び

を行 うとともに、未来においてこのような悲劇を三度と繰 り返さない決意をしなけれ

ばなりません」「日本人は、旧日本兵が慰安婦を利用 したことを直視 し、真摯に反省、

謝罪すべき立場にある」と述べておられますが、問題を起こした主体は日本軍であり、

反省と謝罪をすべき主体は日本政府である、となぜ明言 しないのですか。

第 5 日本は世界からレイプ国家だと非難されているか

貴殿は、本年 5月 13日 午前の記者会見で、「日本はレイプ国家だと、無理や り国を

あげて、強制的に、意に反 して慰安婦を粒致 してそ うい う職業につかせたと、レイプ

国家だというところで世界は非難 している」と述べておられますが、どの国のだれが

日本はレイプ国家だといっているのですか。



日本軍 「慰安婦」問題に関する 2007年のアメリカ議会下院の決議は、「世界に 「慰

安婦」として知られるようになった若い女性たちに対 し日本軍が性奴隷制を強制 した」

と述べていますが、日本はレイプ国家だとはいっていません。欧州議会決議・カナダ

議会下院決議・オランダ議会下院決議も、それぞれ、日本軍が 「若い女性を強制的に

性奴隷状態においた」、「日本帝国軍のための 「慰安婦」の性奴隷化や人身売買」が存

在 した、日本は 「強制性奴隷制度」を運営 した、と述べていますが、 日本はレイプ国

家だとはいっていません。2008年の韓国国会決議も「アジア・太平洋地域の女性を日

本帝国主義の軍隊の性奴隷化 した」と述べていますが、日本はレイプ国家だとはいっ

ていません止i。

貴殿は、日本はレイプ国家だと世界が非難 しているとい う証拠を示すことができま

すか。

第 6 貴殿の回答する責任について

貴殿は、第一次公開質問状における私の質問について、「ご指摘の個々の歴史事実の

認定については、歴史家が明確な証拠・論拠を示 しながら、しつかりと議論 しなけれ

ばいけない事項です」と述べ、「意見を異にする歴史家同士で十分議論 して、結論を出

だしていただきたいと考えています」として、応答すべき責任を回連 しようとしてお

られます。 しかしながら、貴殿は 「個々の歴史事実」等について、かなり多くの断定

をしておられますので、それ らについて論拠を提示 した上で私が反論 し質問した公開

質問状の各項目について、きちんと回答すべき責任があるのではありませんか。

第 7 私に対する名誉毀損について

貴殿は、2012年 8月 24日 に 「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つたりとか……」と述べられた

ことについて、7月 26日 付回答では、「朝鮮半島で」という限定と、「権力による」と

いう限定をつけずに発言 したことは 「言葉足らずでありました」とお認めになりまし

た。

しかしながら、上記の二つの限定をつけたとしても、軍慰安所で強制があったこと、

未成年者を連行 したこと、中国・東南アジアなどでは軍・官憲による暴行・脅迫を用

いた連行があつたことが確認できること、朝鮮半島で誘拐や人身売買による強制的連



行があつたことを指摘 し続けてきた私の見解を紹介せず、ご自身の説の補強のために、

そこだけを取り出して紹介するのは、不当だとは思われませんか。

また、2012年 8月 24日 の上記ご発言を「言葉たらずでありました」と述べられる

だけではなくで、貴殿が本年 5月 27日 の外国特派員協会での会見でアメリカ政府とア

メリカ国民に謝罪されたように、いさぎよく上記発言を撤回し、謝罪するご意思はな

いのでしょうか。

以上

i以上、「質問第一〇二号」(2013年 6月 10日 )・ 「内閣衆質一人三第一〇二号」 (2013年 6

月 18日 )〔資料 1〕 、『東京新聞』2013年 6月 25日 記事 〔資料 2〕 、「いわゆる従軍慰安婦

問題の調査結果について」 (1993年 8月 4日 )の 「法務省関係」〔資料 3〕 。
i「慰安婦」の身分について、厚生省の実本博次援護局長は、「戦地におつて施設、宿舎等

の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな

身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます」と答弁 して

いる (「 第五十人国会衆議院社会労働委員会議録」第 21号、1968年 4月 26日 )〔資料 4〕 。
「慰安婦」カミ無給の軍属であれば、業者も当然無給の軍属ということになるであろう。ま

た、1943年前後には、業者は 「軍従属者」という身分であり、軍発給の証明書をもつてい

た (在ハノイ栗山茂事務総長 「軍従属者二対スル旅行許可ノ件」1943年 3月 10日 、外務

省資料)〔資料 5〕 。
血アメリカ議会下院決議・オランダ議会下院決議・カナダ議会下院決議・欧州議会決議・

韓国国会決議 〔資料 6〕 。


