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発刊にあたって 

当ゼミナールは2010年に活動を開始し、今年、満10年を迎えました。私た

ちは「慰安婦」問題をこのまま放置できないとの思いで当初、数十人でスター

トしました。その後、広い分野、日本の各地方、また男性もこのゼミナールに

参加され、最高時は約700名の会員を擁し、10年間活動を続けることができま

した。ご支援いただいた皆様に心からお礼を申し上げます。 

 私たちは「『慰安婦』問題ってなに？」という基本的な疑問に答える活動から

スタートしました。そうそうたる研究者を招いての講演とフィールドワークで

自ら学びつつ、役員が手分けして、各地で数百回の講演活動を行いました。ま

た、ニュースを年４回発行して、会員との絆を深めてきました。 

 「慰安婦」問題は1990年代初めに日本を揺るがした、戦争責任、歴史認識、

女性の人権にかかわる大問題ですが、今日もなお国政の重要課題であり続けて

います。「慰安婦」問題はややもすれば外国の女性の話とされがちですが、「慰

安婦」とされた日本人女性は名乗り出ることもできずにおり、実は日本女性の

重大な人権侵害問題で、戦前の家父長制が可能にした制度なのです。その残滓

は現在の民法や刑法等に残っていて日本社会に於ける女性差別の原因となって

おり、早急な法改正が必要です。にもかかわらず、安倍内閣は家父長制を廃止

して両性の本質的平等を規定した日本国憲法第 24 条や戦争放棄の第９条を改

悪し、日本社会の戦前回帰を目論んでいます。 

 他方、人権擁護や＃MeToo等の運動、平和運動が力強く発展しています。元

「慰安婦」たちが自然年齢の限界で姿を消した後の活動をどう行うべきか、『10

年の歩み』を発刊し、皆さまと共に考え、前進したいと決意しています。 

今、コロナ禍が世界を覆って人類の生存が脅かされています。日本でも進め

られてきた大企業利潤優先の新自由主義経済の下で国民の命を守る医療体制が

疎かにされ、不安定雇用労働者をはじめ社会的弱者は生き残れない社会になっ

ていることが白日の下に晒されました。人類の生存をかけて疫病に負けない社

会の建設が急務です。それは女性をはじめ全ての人々の人権を守る社会でもあ

るのです。 

2020年７月15日  「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナール 



2 

 

            目  次  

 

発刊にあたって …………………………………………………………………１ 

 

 

 

 

Ⅰ 「慰安婦」問題をめぐるこの間のうごき（吉川春子代表）……………４ 

 

Ⅱ 今、私たちに問われていること（大森典子副代表）……………………14 

 

 

 

 

Ⅰ 発足にいたる経過  ……………………………………………………… 19 

 

Ⅱ 発足後10年間の組織運営と主な活動の概略 ………………………… 20 

 

Ⅲ 「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナールの開催 

１ ゼミナールの開催一覧 ………………………………………………  21 

２ ゼミナールの講師からの寄稿 ………………………………………  26 

日本人「慰安婦」問題とNGOの課題（藤目ゆき 大阪大学大学院教授） 

南京事件80周年の中国と日本（笠原十九司 都留文科大学名誉教授） 

３ 講演を通して学んだこと、明らかになったこと ………………… 32 

（１）「慰安婦」問題とは何か 

（２）戦争と加害責任、日本と世界の歴史認識 

（３）RAA（特殊慰安施設協会）と米軍のための「慰安所」 

（４）「慰安婦」問題など教育への政治介入･教科書問題・マスコミ攻撃 

（５）ジェンダー平等をめざして―女性への暴力・DV（＝配偶者暴力） 

（６）憲法第24条改悪・家庭への政治介入 

     「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナールの 

発足までの経過と１０年間の主なとりくみ 

 

第１章  「慰安婦」問題とジェンダー平等をめぐる情勢の特徴   

 

第２章 



3 

 

Ⅳ フィールドワークの実施……………………………………………  44 

 

Ⅴ ニュースの発行………………………………………………………  56 

 

Ⅵ 日本人「慰安婦」部会の調査 ……………………………………… 58 

 

Ⅶ 他団体と共催のとりくみ …………………………………………… 60 

 

Ⅷ 地方における会員の活動 …………………………………………… 61 

（群馬県・青森県・山口県・福岡県・愛知県） 

 

 

 

 

私たちの今後の運動の方向を考える …………………………… 66 

 

   

 

年表 ……………………………………………………………………… 70 

 

ジェンダーギャップ指数の推移 ……………………………………… 77 

 

役員名簿 ………………………………………………………………… 78 

 

 

 

 

 

 

 

    戦争の反省と「慰安婦」問題の解決、 

ジェンダー平等の実現にむけて 

「慰安婦」問題の解決と 

ジェンダー平等の実現にむけて 

第３章 

 

資料    

註；「慰安婦」「慰安所」の表記 

説明文においては「慰安ではない」と

いう意を込めて、「慰安婦」「慰安所」と

カッコをつけ、資料や判決等の引用文で

は原文に準じてカッコをつけていない。 



4 

 

 

 

 

 
 

Ⅰ 「慰安婦」問題をめぐるこの間のうごき 
              吉川春子（当ゼミナール代表） 

 

１ 韓国女性団体の運動と元「慰安婦」金学順の名乗り出 

（１）戦争被害者意識の日本人への一撃 

アジア太平洋戦争の反省から日本の革新・民主勢力は平和運動、核廃絶運動

に熱心に取り組んできた。しかし戦場における日本軍兵士による性暴力につい

ては政府も兵士も口をつぐんできた。それを可能にしたのは戦争遂行勢力が敗

戦後も権力者の地位に座り続けているからである。10万件の戦争犯罪を訴追し

たと言われているドイツと比べて日本では１件も(!)訴追せず、またＡ級戦犯

は靖国神社に神として祀られている。戦争被害者意識で敗戦後半世紀を過ごし

てきた日本に対して、1991年に韓国人元「慰安婦」の金学順は「あなたは加害

者だ」という事実を突きつけた。植民地女性への性暴力の実態が白日の下にさ

らされた。日本社会には大きな衝撃が走った。以後、戦争下では同じように被

害者となる日本の女性たちが戦争犯罪追及の運動に大きな役割を果たした。 

 

（２）元「慰安婦」のカミングアウトを可能にした韓国の女性運動 

 韓国は 1987年、民主的選挙で盧泰愚大統領を選

出し軍事政権に決別した。1989年２月、韓国女性団

体連合が昭和天皇の大喪の礼に弔問使節を送るこ

とに抗議声明を発し、「挺身隊」（「慰安婦」）問題で

初めて日本に抗議した（『ああ従軍慰安婦』日本ＹＷ

ＣＡ人権を考える委員会 1991 年 10 月）。日本の植民地支配の下で、女学校のク

ラスメイトが「挺身隊」に引っ張られた体験を持つ梨花女子大学教授の尹貞玉

（写真）は戦後早い時期から「挺身隊」問題を追及し、世論を掘り起こしていた。 

 

「慰安婦」問題とジェンダー平等をめぐる 

情勢の特徴 
第１章 
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1990年６月６日、参議院予算委員会で本岡昭次社会党参議院議員は「強制連

行の中に『従軍慰安婦』という形で連行された事実もあるがそのとおりか」と

質問し、これに対して労働省局長は「徴用の対象業務は国家総動員法に基づく

総動員業務で…『従軍慰安婦』の業務とは関係がない」「古い人の話を聞くと民

間の業者がそうした方々を軍とともに連れ歩いた状況のようだ」等と答弁した。 

この政府答弁に怒った韓国の女性たち（女性37団体）は1990年10月17日、

海部俊樹首相に公開書簡で６項目の要求を行った。 

1.日本政府は朝鮮人女性たちを「従軍慰安婦」として強制連行した事実を

認めること、２.そのことについて公式謝罪すること、３.蛮行の全てを自

ら明らかにすること、４.犠牲となった人々のために慰霊碑を建てること、

５.生存者や遺族たちに補償すること、６.こうした過ちを二度と繰り返さ

ないために歴史教育の中でこの事実を語り続けること。 

この女性団体は1990年に韓国挺身隊問題対策協議会（代表-尹貞玉、略称「韓

国挺対協」）を結成し、「慰安婦」問題の運動の司令塔となる。ソウルの日本大使

館は「公開書簡」について「調査したが証拠は見つからなかった。従って朝鮮

人女性たちを強制連行した事実を認めることも謝罪も慰霊碑建立も拒否する。

補償問題は 1965年の日韓条約で解決済み」と「説明」した。91年 5月 28日、

韓国挺対協は海部俊樹首相宛に「朝鮮人『慰安婦』について関与していない」

のか再度の調査を要求し、元「慰安婦」たちは「韓日請求権協定」における請

求権放棄の対象から外れているので補償を要求する権利を有しているとし、「歴

史教科書に『従軍慰安婦』として性と人権を踏みにじったことを明記し、教え

よ」と「公開書簡」を発した。 

 

（３）韓国人元「慰安婦」金学順のカミングアウト 

91年８月 14日、大きな人権闘争に発展する大事件が起きた。元「従軍慰安

婦」金学順が46年の沈黙を破り、名乗りを上げたのだ。彼女は同年12月、東

京地裁に提訴した（「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件」）。日本政府は

性暴力の被害者の女性が名乗りを上げることを予測しなかったに違いない。こ

の勇気ある行動が同じように半世紀近く沈黙を守っていた同じ境遇の女性たち

の心の封印を解いて、韓国だけでなく中国・フィリッピン・インドネシア等東
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南アジア諸国に広がった。                     

＜金学順（キム・ハクスン）の人生＞ 

訴状（1991年12月）より 

・1923年、中国東北地方吉林省生まれ。父親は

抗日運動をしていて、キムさんが生後百日になる

前に拷問で殺された。貧しいので学校をやめ、子

守として働く。・金泰元の養子となり、14歳からキーセン学校に３年間通う。養

父に連れられカッカ県鉄壁鎮へ。ここで養父に売られ、将校から中国人の家で

強姦された。・中国人の空き家が「慰安所」だった。「アイ子」と名付けられ、

朝８時から30分おきに兵隊が来た。週または月１回軍医の検診を受け、結核に

もかかった。・趙という男性と逃げ、中国内を逃げまどう。1945年、上海で朝鮮

解放（日本敗戦）を迎える。・解放後も朝鮮戦争勃発で、各地を転々と逃げまど

う。・彼と結婚して娘と息子が生まれたが、夫と２人の子どもも亡くなった。・

死のうと思ったが死にきれず、家政婦をして今は生活保護で暮らしている。・日

本政府は悪いと認め、謝るべきだ。事実を日本と韓国の若者に伝え、二度と繰

り返さないことを望む。（写真「金学順さんを迎え戦後補償を考える埼玉の集い」

で証言 1994年10月1日） 

性暴力禁止の国際世論が高まり、1993年の国連総会で「女性への暴力禁止決

議」が採択され、1995年、国連第４回世界女性会議「行動綱領」には「性奴隷」

の調査を規定した。一方、10件の「慰安婦」裁判は下関判決（後述）を除きす

べて敗訴している。キムさんの裁判も2004年11月29日、最高裁第二小法廷で

上告棄却、敗訴が確定した。しかし、「慰安婦」制度一般について国の関与があ

ったこと、募集方法に脅迫や詐

欺があったこと、戦地で常時日

本軍の管理下にあったことが

高裁では認定されている。 

（写真：右から３人目･中国人元

「慰安婦」劉面換、同４人目・吉

川春子参院議員、同５人目・大森

典子弁護士。吉川事務所で） 
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２ 日本政府の対応 

（１）「河野官房長官談話」（「河野談話」） 

1991年1月、宮沢総理が訪韓した際、盧泰愚韓国大統領から「慰安婦」問

題を指摘され、調査することになった。政府は92年７月、第1次調査結果を

発表したが、「強制連行を示す資料はなかった」と付記し、批判を浴びた。 

 そこで政府は韓国人「慰安婦」16 人から直接聞き取り調査を行った結果、

「明らかに厳しい状況にあった人でなければできないような状況説明が次か

ら次へと出て」（河野洋平氏）、1993年８月４日、強制連行を認め、反省・謝

罪する河野官房長官談話を発表した。 

＜要旨＞ ①「慰安婦」の募集については軍の要請を受けた業者が主とし

て当たったが、その場合も甘言、強圧等本人たちの意志に反して集められた

事例が数多くあり、さらに官憲が直接加担したこともあった。②「慰安所」

における生活は強制的な状況下で痛ましいものであった。③多数の女性の名

誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は出身地の如何を問わず、いわゆ

る「従軍慰安婦」として数多の苦痛を経験され、心身に癒しがたい傷を負わ

れた全ての方々に心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。④歴史の教訓

として直視し、歴史研究、歴史教育を通じてこの問題を長く記憶にとどめ、

同じ過ちを繰り返さない決意を表明する。 

この談話発表の翌８月５日に自民党は下野し、反自民非共産の細川政権が誕

生した。 

 

（２）「アジア女性基金」設立 

1994年７月、村山内閣（自社さ政権）は「河野談話」に基づき具体的措置を

行うため財団法人「アジア女性基金」を設立した。「基金」の具体的使命は①「慰

安婦」への償い事業（政府の拠出金による医療、福祉支援含む）、②歴史資料を整

理し、歴史の教訓とすること、③女性に対する暴力に対処すること、である。 

◆ 事業の内容と実績 

・償い金（原資・国民のカンパ）～１人当り金額200万円、支払った金額＝ 

５億６千６百万円  

・医療・福祉支援金（原資・国の資金）～1人当たり金額 300万円、支払金額
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＝７億５千万円  

・受取り人数～合計285人（韓国・60人、台湾・14人、フィリッピン・211人）

「基金」を受け取った被害者一人一人に総理の「お詫び」の手紙を渡す。オ

ランダは別事業として福祉支援金のみを 78 名にわたす。・「償い金支払い事

業」の資金は国民カンパ43％、政府予算56％、「基金」の維持費・人件費は

全て政府資金。 

◆ 各国の「基金」への対応 

☆韓国・台湾－両国の超党派国会議員が何回も来日し、日本の超党派の国会議

員と政府に対して「基金」の再考を求めた。97年1月、韓国政府は日本政府

に支払い手続き中止を申し入れた。 

☆フィリッピン－「償い金を受け取るか否かは被害者個人に決定する権利があ

る。受け取る被害者には申請書類の作成の手助けをする」（人権擁護団体リラ

ピリピーナ責任者 ネリアサンチョ）との立場で211人が受け取る。 

☆インドネシア－「償い金」を老人ホームの補助金（高齢者社会福祉支援事業）

として受入れ、50カ所以上建設した。野党３党の女性議員は「基金」の「寄

付行為」違反を疑い、インドネシアへ調査に行った。政府高官は同国ではイ

スラム教徒が95％以上を占めていて、元「慰安婦」だとわかれば地域で暮ら

していけなくなるので、「慰安婦」としての認定をしないと説明した。 

☆オランダ－「アジア女性基金事業実施委員会」責任者ハーマー女史が窓口で

「基金」受取り事務を担当。ジャワハラオハーン等２名が受け取り拒否した。 

◆「基金」の受け取りをめぐって運動が分裂 

「アジア女性基金」が償い金支払事業を国民からの寄付金に頼ったことが、

日本政府の法的責任を求める運動団体と元「慰安婦」の反発を招いた。韓国挺

対協は「償い金」の受け取り拒否を元「慰安婦」に呼びかけ、「基金」を受取っ

た「慰安婦」を批判した。「基金」の受け取りを巡りアジア諸国の運動は分裂。

2005年、アジア連帯会議で修復されるまで運動は 10 年間停滞した。日本政府

の対応が元「慰安婦」たちを一層苦しめる結果になった。 

◆ 被害者への謝罪と補償の責任負う日本 

日本政府は「慰安婦」問題は日韓請求権協定で決着済みとしているが「慰安

婦」問題を国の責任と認めたのは 1993 年である。1965 年の日韓条約交渉の俎
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上にのるはずがない。日本政府は被害者への賠償の法的責任を負っている。 

一方1993年、金泳三韓国大統領は日本に金銭的要求をせず、韓国政府が被害

者を直接支援すると表明。また「河野談話」の発表を契機に「慰安婦」問題を

日本との外交交渉の対象としない方針を表明した。これに対し 2011年８月 30

日、韓国憲法裁判所は「韓国政府の『慰安婦』問題の不作為は憲法違反」との

決定を下した。同政府は「反人道的不法行為である『慰安婦』問題は請求権協

定では解決されない事案である」として日本の法的責任追及を強化し、安倍内

閣の下、日韓関係は最悪の状態である。 

 

（３）歴史修正主義者の集団・安倍内閣の登場 

「慰安婦」の歴史教科書への掲載を妨害し、2000年の女性国際戦犯法廷を取

材したＮＨＫ教育テレビ特集番組に内閣官房副長官として介入し、放送内容を

大幅に改変させた安倍晋三が2006年に首相に就任。「河野談話」をなきものに

しようと画策したが、それは世論が許さなかった。 

安倍首相は「慰安婦」の問題点を強制連行の有無に絞り、強制連行とは「人

さらいのように人の家に押し入ってさらってきて『慰安婦』にしてしまったと

いうこと」等と独自の定義を展開し「それを示す資料はなかった」と主張した。 

さらに 2007 年３月、第一次安倍内閣は辻元清美衆院議員の質問主意書への

答弁書で「『慰安婦』の強制連行を証明する資料は発見できなかった」と閣議決

定した。これについて総理は 2013 年２月の衆院予算委員会で「これまで“う

そ”だと（歴代内閣答弁で）言われていたものを安倍内閣で明らかにした」「質

問主意書というものは重い。閣議決定しますから」（同年３月予算委）と誇って

いる。2007年３月の質問主意書の回答は「以前の（河野官房長官談話）の強制

性を示す記述を閣議をもって否定した」（2013.4.12衆院予算分科会、山田宏議

員）とまで言わしめている。 

安倍内閣は「『河野談話』をなきものにしたい」と画策し、2014年２月、「河

野談話」の再検証を開始した。これに対し「河野談話の維持発展を求める」世

論がひろがり、政府の思惑は外れた。同年４月、「河野談話見直し、新たな談

話は発表せず」と閣議決定した。同年 10 月８日、菅官房長官は記者会見でも

「『河野談話』を継承する。見直す考えはない」と強調した。 
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３ 「戦時性的強制被害者問題解決促進法案」と下関判決 

金学順のカミングアウトを機に韓国はじめアジア諸国の元「慰安婦」が頻繁

に国会を訪れ、各党議員への陳情と院内集会が多数持たれた。国会での追及も

一挙に増え、この時期論戦をリードしたのは社会党であった。しかし94年、自

社さ政権が成立、村山内閣の「アジア女性基金」設立、「償い金支払事業」実施

で韓国挺対協からの批判が高まり、社会党は日韓の大衆運動と一線を画した。 

98年４月 27日の山口地裁下関支部判決が立法への流れをつくった。同判決

は「従軍慰安婦」３人の訴えに対し、「国会議員が特別賠償立法をなすべき義

務を怠った」と断じた。「慰安婦」訴訟で原告が（一部）勝訴した判決として

注目された。政府は一貫して「慰安婦」への賠償問題は対日講和を取り決めた

サンフランシスコ条約や二国間条約（日韓請求権協定）で決着済みとして法的

責任を認めず、裁判所も国会の政策判断にゆだねる立場（立法裁量論）から、

賠償責任を認めなかった。 

同判決は「従軍慰安婦制度は徹底した女性差別、民族差別で、女性の人格の

尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるもので、日本国憲法第13条の認

める根幹的価値にかかわる基本的人権の侵害だった」とし、「これは過去の問

題ではなく、現在でも克服すべき根源的人権問題だ」と認定した。そして現政

府と国会は「慰安婦」とされた女性に配慮し、補償すべき立法義務があったの

に怠り、「多年にわたり従軍慰安婦を放置し、苦しみを倍加させて新たな侵害

を行った」とした。93年の「河野官房長官談話」で国の賠償立法義務が明確に

なったが、合理的立法期間の３年が過ぎても国会議員は立法をしなかったと指

摘。その国家賠償として国は元「従軍慰安婦」に各30万円の支払い義務がある

と認定した。賠償額の低さは、元「慰安婦」を失望させたが、海外の運動・支

援団体の中から「日本国政府が法的賠償の責任をもつことを明示した点に大き

な意味がある」（挺身隊問題対策協議会）と評価する声もあがっている。 

日本共産党は下関判決を真摯に受け止めて「『慰安婦』問題解決法案」を作

成した。2001年３月、民主・共産・社民の野党3党個別の法案を「戦時性的強

制被害者問題解決促進法案」に一本化して参議院に提出した。 

◆ 諸外国の反応と法案審議の行方 

 ３野党女性議員（吉川春子、岡崎トミ子、円より子、田嶋陽子、大脇雅子）
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はこの法案の説明のため韓国、インドネシア、オランダ（吉川のみ）、フィリッ

ピン（岡崎、田島）を訪問し、元「慰安婦」、政府要人、国会議員に会った。「日

本の見方が変わった」と法案について評価され、特に韓国議会ではその後、全

会派一致でこの法案の早期成立を決議した。 

同法案は2001年～2008年まで８回参議院に提出された。この間2002年７月

に３時間 21分の法案の審議、また同年 12月にも戸塚悦朗・神戸大学教授（野

党推薦）、横田洋三・中央大学教授（与党推薦）の参考人質問を行った。しかし

その後は審議をせず、いつも審議未了廃案にされた。吉川が自民党に「もっと

審議せよ」と要求、「それは出来ない」、「なぜ？」、「審議をすれば我々は採決す

る」、「採決はルールだからやむを得ない」、「それはできない。この法案を否決

したら世界の物笑いになる」（！）と８回とも審議未了廃案にされた。 

2009 年、政権交代で民主党が政権の座についた。「戦時性的強制被害者問題

解決促進法案」成立の機は熟した、と期待された。しかし民主党政権下で同法

案は提出されず、運動にかかわったNGOを失望させた。 

また、この法案は国籍条項を設けて、日本人「慰安婦」を救済の対象から除

外するという欠陥があった。吉川は「日本人を含めよ」と主張したが、民主･社

民の反対で折り合わず、妥協して提出した。女性の人権、ジェンダーの視点か

ら重大な欠陥と言わねばならない。吉川はこの法案をまず成立させて、次に日

本人を含める立法を、との戦略を立てた。しかし以後、立法を求める運動は起

きていない。2011年日韓首脳会談後、野田政権の下で「慰安婦」問題解決に向

け「人道的措置」「公的責任」等で交渉が重ねられ、政治決着寸前のところまで

行ったが、衆議院の解散で動きが止まってしまった、と報じられている（朝日

2013.10.10他）。 

 

４ 地方議会の決議と草の根の保守反動 

 1990年代以降、日本の「慰安婦」問題での対応について国連の女性差別撤廃

委員会、自由権及び社会権規約委員会、人種差別撤廃委員会、拷問禁止委員会

や国際労働機関（ILO）で決議・勧告が繰り返された。2000年代初頭、カナダ

議会、オランダ議会、EU議会・米下院等で日本非難決議が相次いだ。 

国内では2008年以降「慰安婦」問題の立法解決等を求める意見書の採択が、
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北海道から沖縄迄の地方議会で相次ぎ、2013年迄その数は40自治体を超えた。 

 2014年８月になると朝日新聞バッシングが起きた。きっかけは同紙が「慰安

婦を考える」・「読者の疑問に答えます」と題した検証記事を掲載し、吉田清治

の証言を虚偽と認定して記事を撤回し、９月に同社社長が謝罪会見を行ったこ

とに端を発して、朝日新聞社や植村記者・家族に脅迫や批判が殺到した。 

「慰安婦」否定派はこの記者会見を契機に大キャンペーンを張り、巻き返し

を図った。こうした情勢の中で、地方議会の決議が「日本会議」などによって

すすめられ、「河野談話の取り消し・撤回を求める意見書や決議」「『慰安婦』問

題の見直し・『適切な対応』を求める意見書」が次々と可決された。これ以降、

地方議会からの政府あての「慰安婦」問題解決を求める決議は激減する。  

 

５ 日本人「慰安婦」問題 

1992年２月、韓国の元「慰安婦」が来日したことを皮切りにアジア諸国

とオランダからも次々に来日して訴えたことにより、日本軍隊の日中戦争、

アジア太平洋戦争中の女性への人権侵害が明らかになり、政府を告発する

運動が大きく盛り上がった。しかし、多数存在した日本人「慰安婦」に焦点

を当て、運動を展開したNGOは殆どなかった。外国の元「慰安婦」が次々

と名乗り出て、「慰安婦」問題が大問題になった後においてさえ日本人「慰

安婦」は一人も名乗り出なかった。「慰安婦」は外国の可哀そうなおばあさ

んの話、或は「強制連行された性的に無垢な少女」とのイメージが定着し

た。多数の日本人女性も性奴隷として過酷な取り扱いを受けたにもかかわ

らず、身近な問題としてとらえられていない。 

戦前の日本社会は、合法的な男の享楽施設・遊郭が網の目の如く張り巡

らされていた。そこでは貧しい農村の少女たちが父親に売られ、娼妓、芸妓

として働かされていた。戦争になると、軍隊は女衒を使って彼女たちを集

め、「慰安婦」として海外へ送った。遊郭で女性たちは前借金に縛られ、殆

ど廃業の自由も外出の自由もない性奴隷であった。戦前、女性団体による

廃娼運動が起こり、廃娼決議を行った県議会も35県に及んでいる。 

しかし90年代に「慰安婦」問題が日本社会で燃え上がった時、日本人「慰

安婦」には光が当たらなかった。その結果、「慰安婦」運動は日本女性の人
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権問題と結びつかなかったという弱点を残した。韓国挺対協は韓国人「慰

安婦」に「あなたの名誉を守る。生活も保障する」と名乗り出を呼びかけ、

被害女性に寄り添った活動を続けてきたが、日本ではそうした運動は起き

なかった。また前述したが2001年、野党３党提出の「戦時性的強制被害者

問題解決促進法案」は「慰安婦」問題解決を図りながら、国籍条項を設け

て、わざわざ日本人「慰安婦」を対象から外して更にこの問題を後景に追い

やった。 

当ゼミナールは2016年に日本人「慰安婦」問題部会を設置し、ビルマ従軍軍

医提供の元「慰安婦」名簿をもとに、ビルマ従軍の日本人「慰安婦」９名を調

査し、３人の身元確認をした。2017年、私たち調査班はその中の一人の元「慰

安婦」の本籍地を訪ね、親族（女性）を探し当てた。仏壇に案内され、３年前に

亡くなったという女性の遺影に手をあわせた。親族はその女性の満州時代の職

業についても、「慰安婦」としてビルマに渡ったことも知らなかった。この日は

30分程度しか時間がなかったので、数カ月後、その女性にもっと詳しい話を伺

いたいと申し入れた。しかし「今後は何も話したくない」と断られた。 

戦地から生還した日本の兵士たちは平和で経済発展を遂げた戦後日本を堂々

と生きた。これとは対照的に性奴隷とされた女性たちは戦後も苦労が尽きず、

身内にまで過去を隠蔽し、息をひそめて生きた。最大の性暴力被害者が名乗り

出さえできず、生涯を終えた事実を放置して女性の人権云々もない。日本

人「慰安婦」問題の実態解明を今後とも続けたい。 

 

６ この項の最後に 

金学順の名乗り出によって女性の人権を守る一大闘争が展開され、国際社会

は女性への暴力撤廃へと大きく前進した。しかし日本人「慰安婦」の名乗り出

がないことは、日本社会は性暴力被害者に対する偏見・差別が特別強いことを

物語っている。これはジェンダー平等社会実現への大きな障害である。 

救いは、日本でも＃MeToo運動がおこり、フラワーデモが全国に広がり、性

暴力被害者がマイクを握って街頭で訴えていること、また伊藤詩織さんの活動

に大きな支持が集まっていることである。性暴力被害者への差別をなくしジェ

ンダー平等社会建設のためにも日本人「慰安婦」問題に取り組む必要がある。 
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Ⅱ 今、私たちに問われていること 

                       大森典子（当ゼミナール副代表） 

 

１ 「慰安婦」問題が日本社会に立ち現われてから今日までの概観 

（１） 金学順の告白から広範な被害者の立ち上がりへ 

1991年８月 14 日、韓国で金学順が「自分が『慰安婦』被害者である」とテ

レビの前で告白した。それまでこの問題は民間業者がやっていたことで、日本

政府は関与していない、と答弁してきた日本政府に対する一撃であった。その

後90年代は、次々にアジア諸国とオランダで被害者の名乗り出が続き、日本社

会はこの問題の根深さと広がりに驚かされたのであった。 

91年暮れからは、これら被害者が次々に日本政府を訴える裁判を起こし、そ

の裁判の中で、改めて被害事実が明らかにされていった。1998年にはこれら裁

判の最初の判決である山口地裁下関支部の判決が下された。この判決はその後

のすべての「慰安婦」関係裁判の中で唯一の一部勝訴の判決であったが、下関

判決はこれら被害者に対する救済立法を立法しなかった立法不作為を認定した

ために、国会での立法による解決をめざす運動のきっかけになった。またこれ

ら裁判では次々に被害者の被害事実が判決の中で認定され、この被害事実認定

がその後の運動の大きな足掛かりとなった。 

 

（２） 日本政府の調査と河野談話 

このような動きを受けて日本政府としても、一定の調査をせざるを得なくな

り、1991年から 93年にかけて政府としての調査が行われ、その調査結果を踏

まえて1993年８月４日、当時の河野洋平内閣官房長官が談話を発表した。これ

が河野談話であるが、当時の政府の調査結果を踏まえ、日本軍の関与の下で被

害者の人権の重大な侵害があったことを認め、何らかの措置をとること、今後

も歴史研究に注目し、教育を通じて次の世代にこの問題を継承していくという

ことを約束したものであった。当時発見されていた資料等に基づく事実認定で、

その後の歴史研究の成果からすると事実認定において不十分さはあるが、一応

日本政府の責任を認め、国籍を問わずすべての被害者に対して謝罪したこと、
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教育を通じて次の世代に継承し、二度と同じ過ちを犯さないようにするという

決意の表明として、国際社会からも高く評価されたものである。 

しかし、本来、人権を侵害して被害者に重大な損害を与えたとすれば、当然

賠償しなければならないところ、その後の政府の施策は、「アジア女性基金」を

通して民間募金を「償い金」として被害者に配布するというもので、被害者の

納得を得ることはできなかった。 

 

（３） 安倍内閣の忘却作戦 

加害の事実を認め真摯な謝罪を求める被害者と国際社会の圧力のある中で、

2012年に発足した第２次安倍内閣は、まず河野談話の撤回を画策して、成立過

程の検証をするなどしたが、結局それには失敗した。しかしこの問題を早期に

「解決」したことにして封印してしまおうという動きとなって、2015 年年末、

突如として韓国との間で合意に達したとして「日韓合意」を発表した。安倍総

理自身が直接被害者に対して謝罪の言葉を口にすることはなく、「賠償ではな

い」と念を押して10億円を韓国に送ることによって、「最終的不可逆的」に解

決したと繰り返している。そしてこの合意以後、韓国政府が国際社会でこの問

題について発言することにも強く反発し、国内的にはすべてこの問題が解決し

たかのように振る舞って、日本社会からこの問題の忘却を図っているとしか見

えない行動をとっている。 

次に述べるように国際社会はこの合意は不十分であり、韓国以外の被害者の

問題は解決していない、と強く日本政府に対して勧告を繰り返しているが、日

本政府は逆にこうした国際社会の勧告に抗議をし、国内的には「終わったこと

だ」という空気を醸成している。 

 

（４） 国際社会の注目と日本政府への強い勧告 

国際社会はこの問題に敏感に反応し、1992年からは国連人権小委員会などで

議論されるようになり、この国際社会の注目は４半世紀がたった現在も薄れる

ことなく続いている。さらに2007年にはアメリカ、カナダ、オランダ、EU な

どの議会で、日本政府に対して真摯に謝罪し、賠償すべきとの議会決議が次々

と出され、一層日本政府に対する国際的な圧力は高まった。 
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2015年に安倍内閣が韓国との間で「日韓合意」が成立したとして、この問題

は解決した、と国際社会に喧伝したのちも、国連の各種人権委員会はこの合意

は不十分であること、韓国以外の国や地域の被害者の問題が解決していない、

という勧告を繰り返し日本政府に出してきている。 

 

２ 被害者がいなくなる時期に…改めて事実を共有し、次に伝えること 

2015年は戦後 70年である。終戦当時 20才だった被害者は 90才、近年は被

害者が次々に亡くなっていっている。この問題に直面し、解決を求め続けてき

たNGOのメンバーもやがて消えていく時期に来ている。その中で、この問題

を闘ってきた私たちは、日本の現状をどのように把握し、何を残すべきか、真

剣に議論しなければならない場面に直面しているのである。 

ここで私たちは次の点に注目して、日本の現状を振り返ってみたいと思う。 

第一に、この社会は「慰安婦」被害者の被害事実を本当に共有しているか、

「慰安婦」問題とは、どういう人々にどのような被害を与えた問題かがリアル

に想起できる社会になっているか。第二に、日本政府は、被害者から求められ

続け、国際社会からも求められている加害事実の率直な確認と真摯な謝罪をし

ているか。第三に、次の世代にきちんと伝える仕組みや努力はされているか、

という点である。 

これらの点を振り返ってみると、むしろ私たちはこの社会が、こうした日本

の過去の不正や犯罪行為を隠蔽し、日本のあの戦争は悪くなかったとする歴史

修正主義者に支配されていることを率直に認めざるを得ないのである。まさに

彼らの「歴史戦」に負けている、という事実から出発しなければならないので

ある。 

目の前に被害者がいないところで、被害をリアルに認識できる映像などのツ

ールとそれを誰でもいつでも見て学べる設備、学校で次の世代に伝える取り組

みなど、ドイツのホロコーストを次の世代に伝える努力に学んで、何としても

この社会がこの問題を埋もれさせない取り組みが一層強く求められている。 

 

３ 女性の人権に対する日本社会の後進性とその克服の道 

安倍内閣の外交青書には、日本政府のこの問題に対する基本的立場として、
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①強制連行はなかった、②性奴隷ではない、という２点が特に書かれている。

そしてこの問題が日本社会で明らかになって以降、常に「強制連行があったか

なかったか」という議論が大まじめで議論されつづけている。しかしながら日

本以外では誰も強制連行があったかなかったか、などを議論するものはいない、

ということは早くから指摘されてきた。ではなぜ今もってこのことが外交青書

にまで強調されているのか。 

この議論の根底には、当時そして戦後も長く合法とされてきた公娼（売春婦）

の置かれた地位について、それがまさに奴隷状態に置かれた人権侵害そのもの

であったことの認識が社会の中にない、という特殊な事情がある。公娼制度が

合法とされたといっても、ハンセン病患者の隔離が法によって認められていた

ということと同様に実は深刻な人権侵害が法の下で許されていた、ということ

であって、戦前から公娼制度は奴隷制度である、とする廃娼運動は根強く続け

られてきた。しかし21世紀の現在なお、この公娼制度の下にあった女性たちの

人権について、深刻な反省をするのではなく、公娼と同様の扱いであれば何の

責任もない、という言説が政府をはじめとして通用しているのである。この感

覚の根底には女は「家を継ぐ子どもを産む女と快楽の対象となる女」が必要と

いう根深い家父長制度を支えてきた女性に対する差別意識があり、女性の中で

も「あの人たちのこと」とする差別意識が厳然として今なお存在することが改

めて認識されなければならないのである。このことによって、あのような被害

者を二度と出してはならないとする社会の共通認識が生まれにくくなっている。

問われているのは私たち自身の人権感覚である。 

＃Me Too 運動やフラワーデモなど、これまでとは違った新しい女性の人権

を確立する運動が起こっているが、この流れが日本社会の中の常識になってい

く中で、「慰安婦」のような被害を二度と出してはならないとする世論も本格的

なものになると思われる。 

 

４ 徴用工問題でも問われているのは、真の歴史認識 

2018年10月30日、韓国大法院が、戦時中日本に連行され、日本の工場で働

かされた元徴用工に対して損害賠償を認める判決を出してから、日本社会は韓

国バッシングに染まった感がある。この問題は「日韓請求権協定で解決済み」
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だとする意見が政府からも「識者」からも出されているが、基本はあの戦時中、

労働力不足を補うために植民地朝鮮半島から日本へ強制的に、あるいはだまさ

れて連行され、給与の支払いもなく、事実上監禁状態におかれて危険な作業に

従事させられた人々を日本の植民地支配の犠牲者とみるかどうかという問題で

ある。日韓請求権協定の解釈問題の前に、このような犠牲者を生んだあの植民

地支配による加害の歴史を思い、まずは頭をたれて反省するという空気がない。 

日本社会はあの侵略戦争の中の加害の事実は漸くにして認めてきたが、あの

戦争を支えた植民地支配については特に歴史認識として事実が知られていない。

「慰安婦」問題が韓国から常に最も強力に解決を迫られているのも、韓国では

「慰安婦」被害者はあの植民地支配の下での様々な被害の象徴的な事案ととら

えられてきた、という側面がある。「慰安婦」問題の加害と被害の事実を次の世

代に承継するときに、戦争を支えた植民地支配についての歴史認識も問われて

いることを忘れてはならないのである。 

  

５ 国際社会の認識を日本社会が共有すること 

先に述べたように、この間、日本では「慰安婦」問題はすでに過去の問題で

終わったことだ、という空気が醸成されている。しかし日韓合意以降も最近ま

で国際社会はこの問題は終わっていない、すべての被害者に「被害者中心アプ

ローチ」による完全な解決をすべきであると繰り返し、勧告をしている。 

これに対して日本政府は勧告に従わないのではなく、こうした勧告を出した

国際機関に抗議をしてきている。今までの内閣は国際社会からのこうした議論

を無視する、という作戦をとってきたことは多いが、「抗議をする」という対応

をとってきたのは安倍内閣が初めてである。そして重要なのは、我々の政府が

国際的な人権委員会の求める勧告に対して抗議をするという対応に反対し、や

めさせようとする日本社会の反応がない、ということなのである。日本政府は

国際社会の声を日本の中に入り込ませないようにする作戦をとってきたが、そ

れにしても世界の人権状況を日本の中では知らないでいるという「人権鎖国」

状態は危険である。あの戦争の反省の第一は事実を国民が知ること、であった

とすれば、第二に重要なことはつねに国際社会から日本を見るということでは

なかったか。今、「慰安婦」問題を通してこのことが問われている。 
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Ⅰ 発足にいたる経過 

「『慰安婦』問題や女性の人権に関する問題を一緒にとりくまないか」と吉川

春子元参議院議員がよびかけ、2008 年４月 10日に吉川春子・池田靖子・木村

康子・中嶋晴代・三宅良子・吉村姈子・和田章子の７人が集まった。いろいろ

な案を持ち寄って相談し、2008年７月 12 日に石山久男・小笠原政之助・木村

康子の３氏のよびかけで、「『慰安婦』もんだいを考えるつどい」を開催した。

大森典子弁護士が「『慰安婦』問題とはなにか、何がいま問われているのか」、

吉川春子元参議院議員が「『慰安婦』問題・DVなど女性への暴力撤廃の国会で

の追及・とりくみ」について講演した。このつどいには76人が参加し、「慰安

婦」問題の早期解決にむけてとりくみを強める決意の場となった。要望に応え

て、大森・吉川両氏の講演を冊子にして1000部作成、500部増刷し、計1500部

を普及した。 

引き続き、上記の７人のメンバーでさらにテーマをひろげて女性の人権をめ

ぐる問題のブックレットを作成することとした。編集・作成の母体として「『慰

安婦』問題と女性の人権を考える会」を立ち上げ、分担して原稿を書き、全員

で検討した。「慰安婦」問題の背景や日本の対応、解決を求める世界のうごきと

ともに、日本女性の低い地位、女性労働問題（男女差別･低賃金･非正規雇用･長時

間労働など）、女性への暴力（DV･セクハラ･児童買春など）、平和・人権教育や男

女平等教育などを含むブックレット「『慰安婦』問題と女性の人権～未来を見す

えて」を 2009年 10月にかもがわ出版から発刊し、増刷して 4000部を普及し

た。 

「慰安婦」問題や女性の人権をめぐる課題が山積しているなかで、同書の出

版をもって７人の会のまま終わらせるのはもったいないということになり、

「『慰安婦』問題と女性の人権を考える会」として、「慰安婦」問題の解決や

   
「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナールの 

      発足までの経過と１０年間の主なとりくみ 

 

 

第２章 
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ジェンダー平等実現をめざす新たな会の結成を多くの方々によびかけ、2010年

５月12日に「『慰安婦』問題の解決＆ジェンダー平等の日本をめざす交流会」

を開催した。九州・愛知・三重・首都圏などから38人の参加があり、会の運営

要綱（案）やゼミナールの開催など今後の活動のたたき台が提起され、「『慰安

婦』問題とジェンダー平等ゼミナール」の結成が確認された。 

 

Ⅱ 発足後 10年間の組織運営と主な活動の概略 

こうした経過を経て、「『慰安婦』問題とジェンダー平等ゼミナール」（略称「ゼ

ミナール」）は「慰安婦」問題の早期解決やジェンダー平等の実現を目的として

2010年５月12日に発足した。世話人を募り、16人で世話人会を構成し、６月

に「『慰安婦』問題とジェンダー平等ゼミナールの組織・運営原則」を確認した。

互選により、代表世話人に吉川春子、副代表世話人に大森典子・水野磯子、ス

タッフ責任者に中嶋晴代を選出した。ゼミナールの運営は世話人会があたり、

日常業務遂行のため、スタッフを置くこととし、活動は原則として年３回のゼ

ミナールの開催と年４回のニュースの発行を軸として、講師・語り部づくり、

勉強会の援助や講師派遣などとした。会計は会費（年に１口1000円）・寄付金・

ゼミナール参加費等をもってまかなうことにした。2010年６月時点の会員は45

人であったが、2011年に会員は200人を超えた。 

2013年に第 1回総会を開催した。2014年には会員が 500人を超えたので、

それにふさわしい組織と活動にするため、2014年の第２回総会において規約改

正を行った。これまでの「世話人・世話人会」を「運営委員・運営委員会」と

し、事務局を置き、総会と運営委員会、事務局の役割と活動内容を整備した。

また、活動に「慰安婦」問題・ジェンダー平等問題に取り組む団体・個人との

連携交流・共同行動を位置づけ、地域活動や特定テーマの研究促進にむけて地

域部会・テーマ部会を新設するなど活動の幅を広げた。 

2015年には「連続して２年以上会費未納の場合は退会扱いとする」こととし、

2016年には会費を年2000円に改定して財政の安定をはかった。2017年にも「役

員は代表1名、副代表２名、事務局長１名、事務局次長・常任運営委員・運営

委員（いずれも若干名）、監事２名とし、各役員の職務規定の新設」、「総会、運
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営委員会、常任運営委員会、事務局の任務の明確化や成立要件」などの規約改

正を行った。 

この間、31回のゼミナールの開催、９回のフィールドワークの実施、40号の

ニュースの発行、東京や首都圏以外の地域での草の根の運動の強化、テーマ部

会における日本人「慰安婦」問題の調査･研究、当ゼミナールと新日本婦人の会

などが共催して、ナヌムの家の元「慰安婦」３人を招いた東京･京都での証言集

会の開催をはじめ、他団体とともに数多くの共催のとりくみ、吉川代表・大森

副代表や会員による各地での講師・語り部活動、また、「日本政府は韓国政府の

憲法裁判所決定に基づく外交協議の申し入れに誠実に交渉を開始し、最終解決

をはかるべきである」との声明や要請をはじめ、折にふれてアピールや声明・

決議などを発表し、関係機関への要請をおこなうなど、着実に活動をすすめて

きた。2020年１月現在の会員は550人超となっている。 

 

Ⅲ 「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナールの開催 

１ ゼミナールの開催一覧 

この間、ゼミナールは31回開催し、以下の通りである 

回 日付       内容・講演テーマ 講師・パネラー 

１

回 

2010 

9/20 

「慰安婦」問題とは何か 何をなすべきか 大森典子副代表 

吉川春子代表 

２

回 

2010 

12/12 

① ①「慰安婦」問題と国際社会が求めるもの 

② 元兵士･松原勝氏及び仙波藤吉氏（DVD）

への大森副代表によるインタビュー 

中原道子（バウネット

ジャパン共同代表） 

 

３

回 

 

2011 

5/29 

① ①「慰安婦」問題と配偶者暴力、セクハラ   

②  の根は一つ 

③ ② セクハラの本質は何か 

③ 配偶者暴力被害者の救済・保護活動から

見えるもの 

吉川春子代表 

 

杉井静子（弁護士） 

土方聖子（全国女性シ

ェルターネット共同

代表） 
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４

回 

2011 

9/19 

① ① 女性の貧困と「女性への暴力」 

② ②「慰安婦」問題の歴史的背景 

 

橋本佳子（弁護士） 

鈴木裕子（女性史研究

家） 

 

 

５

回 

 

 

2011 

12/17 

① 教科書から「慰安婦」問題はなぜ消されたか 

② ①「慰安婦」問題、ジェンダーバックラッ  

③  シュなど熾烈になった教育への政治介入 

④ ② 横浜市教委の政治介入への草の根市民  

⑤  運動と「育鵬社の公民教科書」 

③ 特別報告･韓国の憲法裁判所の「慰安婦」

問題違憲判決をめぐる日本のNGOの奮闘 

 

井上恵美子（フェリ

ス女学院大学教授） 

池田靖子世話人 

 

大森典子副代表 

 

６

回 

 

2012 

４/22 

日本と日本人の加害責任を考える 

⑴ ① 日本では加害はどう認識されているか 

⑵ ② 映画「終わらない戦争」上映 

⑶ ③ 日本の果たすべきこと 

 

吉川春子代表 

 

大森典子副代表 

７

回 

2012 

７/22 

日本軍がアジア人民に行った加害と責任 

 

林博史（関東学院大学

教授） 

 

８

回 

 

 

2012 

11/25 

① ① 国際社会で批判される「慰安婦」問題 

②  シンポジウム 

「地方議会での取り組み」            

コーディネーター 大森典子副代表 

③ DVD「15の時は戻らない」上映 

吉川春子代表 

小林久公（札幌市在

住）、山田久仁子（三

多摩ロラネット）、丸

藤栄一（宮代町議員）、

水野磯子副代表 

９

回 

2013 

3/24 

歴史の転換点にあって、歴史から学ぶこと

の大切さ 

笠原十九司（都留文

科大学名誉教授） 

10

回 

2013 

6/30 

歴史を踏まえずして未来を語れるか－江華

島事件から「慰安婦」問題へ、そして今の日本 

中塚明（奈良女子大学

名誉教授） 

11

回 

2013 

9/21 

① 戦争の中の女性の性－被害女性の尊厳

回復を願って 

② 映画「終わらない戦争」上映 

井川一久（元朝日新聞

記者）  

愛知県名古屋で開催 
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12

回 

 

2013 

11/24 

シンポジウム「橋本･安倍発言の危険性と日

本の加害責任を問う」 

コーディネーター 吉川春子代表 

渡辺憲正（関東学院大

学教授）、山科三郎（東

京唯物論研究会会員） 

大森典子副代表 

13

回 

2014 

3/30 

「慰安婦」問題と安倍総理の歴史認識 高橋哲哉（東京大学大

学院教授） 

 

14

回 

 

2014 

6/22 

① DVD ナヌムの家のハルモニ「いのちの証

言」上映 

② 「慰安婦」問題の解決に向け、今私たちに

求められていることは 

 

梁 澄子（日本軍「慰

安婦」問題解決全国行

動共同代表） 

 

 

15

回 

 

 

2014 

9/28 

戦争責任～国際社会は歴史とどう向き合っ

ているか―韓国、ドイツ、日本 

① 若者たちは戦争責任をどう考えるか－

韓国学生と交流した日本の大学生たち

の報告 

② 日本の性暴力（買春）と戦争 

③「『慰安婦』の視点で巡るドイツ・ポーラ

ンドの旅」で考えた日独の違い 

 

 

池内沙織運営委員 

 

関口久志（京都教育大

学准教授） 

 

吉川春子代表 

 

16

回 

 

2014 

11/30 

「慰安婦」問題を巡る危機的状況をどう考え

る 

① 「朝日新聞バッシング」と「慰安婦」問題

攻撃の真相 

② 憲法24条改悪と「慰安婦」問題 

 

 

青木理（ジャーナリス

ト） 

中里見博（徳島大学准

教授） 

17

回 

2015 

3/29 

「朝日バッシング」以降の「慰安婦」問題を

巡る議論状況と私たちの課題 

川上詩朗（弁護士） 

18

回 

2015 

6/21 

①  日本軍「慰安婦」とはどういう問題なの

か 

②  吉見裁判の意義とこれから 

吉見義明（中央大学教

授） 

大森典子副代表 
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19

回 

 

2015 

10/25 

① 歴史の事実をゆがめる教科書と「慰安

婦」問題 

② 「つくる会系教科書」による歴史教育

の実際 

俵義文（子どもと教科

書21ネット事務局長） 

神奈川県中学校教

師 

 

 

20

回 

 

 

2016 

４/3 

シンポジウム 

売春婦なら「慰安婦」被害者ではないのか―

「慰安婦」問題から見た日本社会 

 

 

 

講演：小野沢あかね

（立教大学教授） 

シンポジスト：井上恵

美子（フェリス女学院

大学教授）、具島順子

運営委員、渋谷絹子

（元高校教師） 

21

回 

 

2016 

7/24 

 

① 憲法24条「個人の尊厳と両性の本質的

平等」の改憲は日本をどこに導くか 

②「日韓合意」と当会の考え方 

杉井静子（弁護士） 

 

大森典子副代表 

 

 

22

回 

 

 

2016 

11/20 

パネルディスカッション 

「慰安婦」問題解決のために、 

何をなすべきか 

コーディネーター 大森典子副代表 

パネラー：川上詩朗

（弁護士）、渡辺美奈

（女たちの戦争と平

和資料館（wam）事務局

長）、笠井貴美代（新

婦人会長）、吉川春子

代表 

23

回 

2017 

4/2 

博物館の中の戦争―被害と加害を後世にど

う引き継ぐか 

馬暁華（大阪教育大学

准教授） 

24

回 

2017 

7/16 

国家が「家族」に介入―安倍内閣の改憲手法

を斬る 

山口智美（モンタナ州

立大准教授） 

25

回 

2017 

11/26 

「女性に対する暴力」の現状と政策 皆川満寿美（社会学・

ジェンダー研究者、早

稲田大学等講師） 
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26

回 

2018 

4/1 

南京事件80周年を経て－中国に於ける日本

軍の大虐殺,大強姦を考える 

笠原十九司（都留文

科大学名誉教授） 

27

回 

2018 

7/8 

なぜ日本人「慰安婦」は名乗り出られないの

か 

藤目ゆき（大阪大学大

学院教授） 

 

28

回 

 

2018 

10/27 

 

南京・上海の旅から学んだこと 

コーディネーター 吉川春子代表 

（文京区男女平等センター祭り

におけるワークショップ） 

大森典子団長、棚橋

昌代事務局長、後藤

ひろみ事務局次長、

笠井恭子運営委員、

小竹弘子（会員） 

29

回 

2019 

3/31 

歴史認識と戦争責任問題 

～「慰安婦」問題に触れて～ 

山田朗（明治大学教

授） 

30

回 

2019 

7/28 

RAA(特殊慰安施設協会)と米軍のための「慰

安所」～敗戦後も続く国家の性暴力 

平井和子（桜美林大学

非常勤講師） 

 

31

回 

 

2019 

10/26 

日本軍による性暴力の実態と中国の「慰安

婦」問題 コーディネーター 吉川春子代表 

（文京区男女平等センター祭り  

におけるワークショップ） 

大森典子副代表 

具島順子運営委員 

 

註：2020年 4月 5日に開催の予定だった第 32回ゼミナールは新型コロナウイ

ルス感染拡大のため中止。 

 

註：2014年に「文京区男女平等センター祭り」のワークショップに参加し、そ

の後、センターの要請を受けて 2017 年に参加した。2018年以降はゼミナー

ルとして位置づけている。 

日付    内容・講演テーマ 講師等 

2014/10/25 憲法24条と｢慰安婦｣問題 吉川春子代表 

2017/10/28 日本人「慰安婦」問題を考える 

 

パネラー：吉川春子代表、

棚橋昌代事務局長、具島順

子・藤園淑子運営委員 
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２ ゼミナールの講師からの寄稿  

 

日本人「慰安婦」問題とNGOの課題 
 

――日本人「慰安婦」が名乗り  

でなかったのはなぜ？ 
 

藤目ゆき（大阪大学大学院教授） 

 

 1990年代にはアジア各地から多くの元「慰安婦」が名乗り出て、日本政府に

真相究明・謝罪・補償を求める国際運動が展開された。ところが日本では、日

本軍に「慰安婦」とされ、虐待を受けたとして公に訴え出て、この運動に合流

してくる日本人女性は現れなかった。 

日本人女性が名乗りでてこなかったのは、彼女たちが他のアジアの元「慰安

婦」たちと共に立ち上がるよう励ます空気が日本社会には薄かったことの反映

だろう。日本では一般に、売春からの搾取や性売買の公的統制について、ある

種の必要悪だとみなし、容認してしまう意識が根深い。売春の場にいる女性は

汚れた稼業に就いていると軽蔑される。が、買春客や仲介者や売買春を管理統

制する警察や役所においては、自分たちのやっていることが弱い立場の女性か

らの性的搾取であり、虐待であり、寄生であるという自覚は薄い。「金を払った

から構わない（レイプではない）」、「女は納得ずくだった（合意があった）」、「貧

しい女に収入の道を与えている（女の目的は金だ）」。そのように女性を侮蔑し、

性暴力を容認する意識は売春防止法（1956 年成立）の後も解消されなかった。

性産業はトルコ風呂、ファッションマッサージ、デリバリーヘルスから JK ビ

ジネスまで、業態は多様化して増殖し、拡大し続けた。「女の売春は汚い恥ずか

しいことだが、男の本能を抑えるのは無理だし、それで稼ぎたい女がいるのだ

から勘定は合っている」といった見方の持ち主は今もなお少なくない。そのよ

うに性暴力が容認される社会では、「慰安婦」は何重にも侮蔑と偏見に取り巻か
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れている。「慰安婦」だった過去が公になれば、好奇の目で見られ、周囲から冷

たい態度をとられたり嘲笑されたりしかねないのである。 

たんに「終戦までの旧い意識が残っている」だけではない。むしろ戦後の政

府が性暴力を容認する意識を増幅させてきた。日本政府はポツダム宣言を受諾

するやいなや、国家ぐるみで占領軍「慰安」施設を各地に設立した。各都道府

県の知事と警察が業者を使って女性を募集し、売春施設を造営させ、戦勝国の

軍隊に提供したのである。占領軍「慰安所」の実態はドウス昌代の『敗者の贈

り物』など多くの本や論文で明らかにされている。芸妓や娼妓、日本軍「慰安

婦」や「産業戦士慰安婦」、戦争で夫や父を亡くしたり、戦災で焼け出されたり

して路頭に迷う状態の女性など、経済的にも社会的にも生きていく道が塞がれ

た女性たちが日本中に氾濫した時代である。日本政府とその地方庁はそういう

女性たちの苦境を利用して、彼女たちを占領軍に提供した。 

ここで注目したいのは、1970年代以後に刊行された都道府県警察史の多くが

占領軍「慰安所」を肯定的に評価していることである。これらの警察史は、中

央からの指示で業者と女性を集め、「慰安所」を開設させた事実への言及がみえ

るが、これを恥じ、ひどいことをしたと反省的に回顧するものは全然ない。む

しろ、「慰安所」の恩恵によって占領軍の女性暴行を未然に防止できた、と自画

自賛するのが普通なのである。中には、占領軍「慰安」施設の賞賛だけでなく、

現実に発生した占領軍強姦殺害事件について、「いずれも意図的に米兵に近づ

き、心を許し過ぎた結果によるものとの当時の風評であった」と、まるで女性

に非があるかのような「風評」を伝えるものさえある。終戦から４半世紀以上

も経た1970年代に、そんな肯定的評価が堂々と書かれていた。かつて娼妓制度

や日本軍「慰安婦」・占領軍「慰安婦」の統制を主導した内務官僚たちが戦後、

公職を追われたのはごく短期間だった。公職追放はすぐに解かれ、政界・財界・

官界で要職に就いた人も多い。要するに、女性を「慰安婦」として「慰安所」

に送り込んだ責任のある人たちは戦後もなお高い社会的地位にいたのである。

内務省・警察こそが公娼制度をつくり、管轄し、戦時下には日本軍「慰安婦」

の徴募に協力した。そして戦後の警察は各地に占領軍「慰安所」を作る中心的

役割を果たし、1970年代になってさえそれを自慢していたわけである。戦後確

かに名目的には遊郭が廃止されたり、さまざまな法律や社会の民主化が行われ
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たりしたが、社会の底辺を生きる立場の弱い貧しい女性たちは依然として売春

の場に送り込まれて利用され、売春からの搾取や性売買の公的統制は易々と生

き延びていった。こうして人権侵害は構造化させられていった。 

そんな戦後史を回顧すれば、日本人「慰安婦」が名乗り出る気になれなかっ

た日本の社会のありようにこそ、人権問題に取り組むNGOの課題があること

に気づく。日本軍「慰安婦」は、日本の侵略戦争の下で日本人と他民族の女性

が日本軍から性被害を受けたという歴史的事実である。が、「慰安婦」問題は75

年前の日本軍解散だけでは終わらない。「慰安婦」として心身に深い傷を負った

女性は戦後の長い間社会の片隅で息をひそめ、沈黙を守ってきた。その一方、

女性を虐待した政治と制度に責任を負うべき人々が自身の営為を公に誇示する

ことさえ横行してきた。そして 20 世紀末を迎え世界の人権認識の高まりを背

景にアジア各地から多くの元「慰安婦」が名乗りでるようになった段階でさえ、

日本で日本人「慰安婦」が自らの痛苦を安心して語ることのできる社会的環境

は整っていなかった。その環境を築くのは、過去ではなく現在の課題である。 

日本人「慰安婦」の年齢を考えれば、今から彼女たちが新たに語り初めるの

を期待するのは難しい。が、彼女たちの体験に思いをはせ、彼女たちがなぜ語

らなかったのか、その沈黙の意味を考え続けたい。それを通して私たちはいく

らかでも社会をもっと公正な、人権が尊重される方向へ変えるための手がかり

を見つけ、虐待された人々の痛みと怒りの表明が可能な空間を広げていけるの

ではないだろうか。 

「慰安婦」問題とジェンダー平

等ゼミナールの皆さんが日本人

「慰安婦」たちの境遇に思いをは

せ、地道に彼女たちの故郷や足跡

をたどる取り組みをしてきたこと

を知り、私も元気づけられた。今後

も女性史研究を通して皆さんと共

に # Me Too 運動に連帯していき

たい。 
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南京事件80周年の中国と日本 

―日本の「過去の克服」を 

絶望的にしている安倍政権― 

      

笠原 十九司（都留文科大学名誉教授） 

  

１ 南京事件 80周年に国際平和都市宣言をおこなった南京市 

2017年９月７日、南京において「南京大虐殺及び日本戦争犯罪」国際学術

シンポジウム（主催団体は南京大虐殺史及び国際平和研究院と南京侵華日軍大虐

殺史研究会）が開催された。南京大虐殺事件（南京事件と略称）が日中戦争初

期の1937年12月に発生してから80年経過したことを記念して開かれたこの

シンポジウムには、中国からは45名の研究者、日本からは私をふくめて５

名、アメリカとドイツからそれぞれ1名が参加して報告と討論をおこなった。

国際シンポのタイトルは「南京大虐殺及び日本戦争犯罪」と日本人にとっては

厳しい表記であったが、南京事件を総合的、多面的に検討したきわめて学術的

なシンポジウムであり、学ぶところが多かった。 

 南京事件80周年の国際学術シンポジウムが開催された同じ2017年９月に、

南京市は「国際平和都市協会」（本部オランダ）に中国では最初に、世界では

169番目に加盟した。 

 前年の2016年12月、国際連合総会において平和に生きる権利をすべての人

に認める「平和への権利宣言」が採択された。国家が関与する戦争や紛争にた

いして、個人が「人権侵害」であると反対できる根拠となる宣言で、日本国憲

法の理念が反映されたものであった。中国は賛成したが、日本は米英とともに

反対した。 

 中国は2014年から南京事件が発生したとする12月 13日を南京大虐殺の犠

牲者を追悼するための国家記念日に定めた。それは南京大虐殺および日本の中

国侵略戦争において殺戮された犠牲者を追悼するとともに、中国人民が侵略戦

争に反対し、人類の尊厳を守り、世界平和を維持する立場を世界に表明するた

めであった。2005年に国際連合で1月27日を「国際ホロコースト記念日（ホ
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ロコーストの犠牲者を追悼する日）」という決議を採択したが、ドイツでは毎年

1月27日に官庁は半旗を掲げ、ドイツ連邦議会ではナチドイツに殺戮された

犠牲者を追悼する行事をおこなっているのと同じ趣旨である。 

 2015年10月10日に国連教育科学文化機関（ユネスコ）が中国から申請の

あった「南京大虐殺の記録」をユネスコ世界記憶遺産に登録したのも同様に、

南京大虐殺という日本軍が冒した歴史の過誤を「負の歴史遺産」として記録

し、歴史の誤りを繰り返さないための人類の教訓とするためであった。ところ

が、南京事件否定論にたつ安倍政権は、日本のユネスコ分担拠出金の凍結をち

らつかせて抗議し、その撤回を求めたのである。しかし、国際社会からの強い

批判を受けて密かに撤回した（拙稿「国際社会に歴史修正主義は通用しない」

『世界』2016年1月号、参照）。 

その後、南京では、中国における南京大虐殺研究のセンターの役割を担って

きた南京大学に平和学研究所を創設した。それは、南京を国際平和都市にする

計画を推進し、平和施設、平和舞台を建設し、平和学研究を発展させ、各国と

の平和外交を進め、平和文化を世界に広めていくために積極的に活動するため

であった。南京大学平和学研究所は、国連の「平和への権利宣言」に積極的に

対応して、南京が中国において最初となる「国際平和都市」宣言をおこない、

「国際平和都市連盟」の一員となることを南京市および中国政府に提言した。

それは、スペイン内戦時代にドイツ空軍の爆撃にさらされたゲルニカや第二次

世界大戦時にドイツ空軍の爆撃で破壊されたイギリスのコヴェントリー、さら

に世界で最初に原爆を投下された日本の広島などの先進的な平和都市建設に学

びながら、南京も国際平和都市宣言をおこない、戦争被害遺跡の保存をおこな

うとともに、平和教育を重視し、世界へ向けて平和思想と運動を発進していこ

うという積極的な提言であった。それが、南京事件80周年の年に実現したの

であった。 

 

２ 日本における南京事件否定派の南京攻略 80周年集会 

 いっぽう日本では、国際社会の動向にまったく背を向けて、2017年12月13

日、「南京戦の真実を追求する会」（阿羅健一会長）の主催による、「外務省目ざ

めよ！南京事件はなかった」と掲げた「南京攻略80周年記念大講演会」を開催
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した。自民党から稲田朋美衆議院議員、山田宏参議院議員および希望の党から

松原仁衆議院議員が演壇に立って、南京事件は中華民国の戦時宣伝である、な

ぜ外務省は南京事件を認めるのか、教科書検定の近隣諸国条項も、日中歴史共

同研究も外務省が主導した、外務省はホームページから南京事件の項目を消せ、

などと演説した。さらに、今後は、外務省にしっかり反論させるために、予算

も人も場合によっては宣伝のための省庁を作ってでも歴史戦、宣伝戦に挑み、

何十年かけてでも祖先の名誉を回復しなければならないと提案までおこなった。 

 稲田朋美はこの年の６月の都議選挙の自民党候補の応援演説で防衛大臣と

して「防衛省、自衛隊としてもお願いしたい」と発言して謝罪して撤回したが、

同党は都議選で惨敗。稲田はさらに７月、南スーダン PKO 活動に派遣した自

衛隊部隊の日報問題の不祥事で防衛大臣を辞任させられたばかりだった。 

 集会にはさらに自民党の原田義昭（衆議院議員）、希望の党から渡辺周（衆議

院議員）がビデオメッセージを寄せた。1994年５月に永野茂門法相が「南京虐

殺事件はでっち上げ」と発言して更迭されたことを想起すると、国会議員しか

も稲田朋美のように安倍政権の閣僚経験者が公開の集会において、公然と南京

事件を否定してはばからないまでに、日本の政治、社会は保守的に後退してし

まったのである。公開の場でホロコーストを否定することは法律で規制されて

いるドイツでは想像できないことである。 

 日本国憲法前文では、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を

支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて……われらは、平和を維持し、

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会に

おいて、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と高らかに謳っている。現在の「美

しい日本の憲法をつくる国民の会」共同代表の櫻井よしことの対談で、当時自

民党幹事長代理であった安倍晋三は「前文はすべて削除するわけですね」とい

う櫻井の問にたいして、「白地から新しい前文を書きます。現憲法の前文は何回

読んでも、敗戦国としての連合国に対する詫び証文でしかない」（『安倍晋三対論

集―日本を語る』PHP 研究所、2006 年）と豪語した。その安倍晋三は首相任期

内の憲法改正に執念を燃やしている。 

 安倍政権を早期に退陣させなければ、日本は「国際社会において名誉ある地

位」を失っていくばかりである。 
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３ 講演を通して学んだこと、明らかになったこと 

 

（1） 「慰安婦」問題とは何か 

講師：吉見義明（中央大学教授）、中原道子（早稲田大学名誉教授）、川上詩朗

（弁護士）、元日本軍兵士・松原勝、仙波藤吾、大森典子（当ゼミナール副代表）、

吉川春子（当ゼミナール代表） 

 

① 「慰安婦」制度は軍がつくり、官憲が強制連行した性奴隷 

 吉見氏の講演－「慰安婦」制度は日本軍がつくり、「慰安所」を統制管理。1938

年２月、内務省警保局長「支那渡航婦女の取り扱いに関する件」、1938 年６月

の北支方面軍参謀長岡部直三郎の各部隊への指示、1942年、陸軍省恩賞課長報

告「400 ヶ所作る」等で証明される。徴募形態について朝鮮半島では軍と官憲

が選定した業者が略取誘拐、人身売買により女性たちを連行。「河野談話」も認

める。海外の戦地・占領地では地元の有力者に女性たちを差し出すよう「要請」

し、貧しい差別されている女性を差し出す例が多くあった。インドネシアでの

オランダ女性に対する強制売春に関するオランダ政府報告書では、抑留所から

24名が連行されたスマラン事件、憲兵と警察がスマランの街頭で約百人を逮捕、

スラバヤとフロレス島に移送し「慰安婦」にしたフロレス事件が有名。収入を

得ていたか否かは性奴隷の要件にならない。軍「慰安所」では料金は払われな

かった。「慰安婦」は廃業、外出、拒否すること、居住等の自由もなかった。 

 中原氏－「慰安婦」は性奴隷である。日本では「慰安所」

等とソフトな表現だが、国連では「ａ rape center（強姦

所）」という。「慰安婦」については男性の視点で描かれてき

たが、韓国の金学順が名乗りを上げたことが日本の「慰安婦」

問題の原点になった。また、当時の国際法に基づき女性国際

戦犯法廷が開かれた。それまで戦時性暴力が「家族への名誉

の侵害」とされていたのを「一人の女性」に対する犯罪であ

るとし、「天皇裕仁の有罪、日本国家に責任」との判決を下す。 

（写真・トラック島の「慰安所」通行証―松原勝氏提供） 
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川上氏－「慰安婦」の本質は強制連行である。（朝日新聞の）吉田証言の取り

消しで強制連行が否定されたことにはならない。「慰安婦」とされた女性たちは

軍の性奴隷というほかない。安倍首相は人身売買と言っている。国家がそれを

防止する義務があるということが国際常識である。また、吉見裁判に触れて、

性奴隷制とは人が物を支配するように人を支配することを言い、支配されてい

る人に自由・自立性のないことを言う。加えて性的な行為を強制されていたの

だから「慰安婦」は性奴隷だ。 

吉川氏－「慰安婦」を「強制連行」された「性的に無垢な少女」に限れば、

遊郭から前借金を肩代わりされて「慰安婦」とされた日本人女性は除外されて

しまう。遊郭の女性が多数「慰安婦」に動員されたことを忘れてはならない。 

② 中国、韓国、インドネシア、オランダの「慰安婦」 

大森氏－日本軍は前線の拠点（華北）に自前で「慰安所」を作り、女性たちは

特定の建物にとっかえひっかえ連れて来られて何十日も監禁され、毎日レイプ

された。劉面換（P.6に写真）ら6人の中国人「慰安婦」裁判の代理人をした大森

氏は、「郭喜翠は15才の少女の時、村の駐屯地に連行され、昼は日本兵士たち、

夜はその隊長の相手をさせられ、ある時に両方から足を引っ張られ股割きにあ

った。全身が腫れて化膿し重体になり、家族が大金を日本軍に渡して娘を取り

返した。しかし隊長が再びその娘を連れ戻し、同じ被害に３回もあわされた。

その後、強度のPTSDになり奇声を発することしかできない状態で今（2008年

当時）も生きている」と悲惨な実態を語る。 

吉川氏と対談した尹貞玉･初代挺対協会長は「梨花女子専門学校1年生の1943

年、生徒が学校の地下会議室に集められ、日本軍人が来て白い紙に両方の親指

の拇印を押させてそれを回収して帰っていった。家で父親に話したら『それは

処女供出かも…』と言われ、すぐに退学届けを出した。級友たちは『挺身隊』

に動員され、戦後も韓国に帰ってこなかった。それが『慰安婦』問題に取り組

む動機だ」と話した。また、吉川氏はインドネシアで「慰安婦」のマルディエ

ムらに会った。「なぜ『慰安婦』と名乗り出たのか」と聞くと「唯一の目的は正

義を実現するため」と答えた。オランダでは「慰安婦」裁判を係属中の「対日

同義請求財団」やアジア女性基金申請窓口となったハーマー女史と会い、イン

ディヒモニュメントへの献花ではオランダの厳しい対日感情に向き合った。 
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(２) 戦争と加害責任、日本と世界の歴史認識 
講師：笠原十九司（都留文科大学名誉教授）、山田朗（明治大学教授）、林博史（関東学院大

学教授）、中塚明（奈良女子大学名誉教授）、高橋哲哉（東京大学大学院教授）をはじめ多数。 

① 日本のアジア侵略 

 1875年の江華島事件以来、日本は朝鮮支配をねらって、日清戦争（1894-95）・

日露戦争（1904-05）を起こし、1910年には韓国併合（植民地化）。第一次世界

大戦（1914-18）で中国への権益を拡大し、南洋諸島も占領。満州事変（1931）

で満州へ戦線を拡大し、「満州国」建国。盧溝橋事件（1937）をきっかけに日中

全面戦争に突入した。日本は日独伊のファシズム勢力にくみし、石油等の資源

を求めて東南アジアへ武力侵攻。対立した米英と1941年に開戦し、アジア太平

洋戦争へと突き進んだ。日本は「アジアを欧米の支配から解放」して「大東亜

共栄圏」を建設するとしたが、真の目的は欧米列強の植民地を奪い取り、資源

獲得と食糧収奪などであった。一時は東南アジアから西太平洋までを占領した

が、次第に後退を余儀なくされ、日本本土空襲、沖縄戦、広島・長崎に原爆投

下され、1945年8月15日に降伏した。 

② 日本が行った朝鮮・中国をはじめアジアの人々への戦争犯罪 

＊朝鮮における植民地支配の実態―日本の侵略に対し、1900年前後に反日義

兵闘争が始まると、日本軍は村々を焼き払い、義兵を大量に殺害し、民衆も殺

傷。韓国併合後は同化政策と武断主義で押さえ、三・一独立運動（1919）等を

弾圧。朝鮮を食糧と工業原料の供給地・大陸進出の兵站基地とし、朝鮮の人々

に皇民化政策（学校教育・神社崇拝・創氏改名・徴兵制・徴用工等々）を推進。 

＊中国における大虐殺の実態―平頂山事件（1932）・南京大虐殺（1937）・三

光作戦（焼きつくす・殺しつくす・奪いつくす／1940年代）などをはじめ、日本軍は

進撃中や占領地で略奪・放火・強姦を繰り返し、無抵抗の村民・子どもを含む

中国人を無差別に虐殺。村落の殲滅作戦を各地で展開した。 

＊シンガポール・フィリピン等で南京虐殺に次ぐ大規模・悲惨な住民虐殺多数。 

＊毒ガスや細菌戦・生体実験―1929年から大久野島で毒ガス製造を始め、日

本軍は中国・東南アジア各地で民間人を含め 8 万人以上を毒ガスで殺傷。731

部隊を中心に細菌兵器を開発し、ペストノミ、チフス・コレラ菌等を散布。 

＊女性に対する強姦・強姦殺人と「慰安婦」制度（別項で説明しており省略） 
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③ 日本とアジア諸国・世界の歴史認識 

 加害と被害は歴史認識に深い影響を与え、日本とアジア各国の歴史認識の違

いは大きい。日本人は加害の意識が希薄であり、加害の歴史を学ぶことが重要。 

＊安倍政権の歴史認識―安倍首相は「戦後レジームからの脱却」を掲げ、「侵

略という定義は学問的にも国際的にも定まっていない」「『慰安婦』の強制連行

を直接示す資料は見当たらなかった」などと言い、侵略や植民地支配に目を向

けさせず、「愛国心」を育む教育を改憲・軍拡と一体にすすめようとしている。

わが国が植民地支配と侵略により、アジア諸国に与えた多大な苦痛と被害に反

省とお詫びを表明した「宮沢談話（1992年）」「河野談話（1993年）」「村山談話

（1995年）」を修正・排斥する策動が強まった。「日本会議」などの右派勢力と

結んで、自民党・日本維新の会などに歴史修正主義が蔓延している。 

＊日本政府への批判－こうした日本に世界は厳しい目を向けている。例えば、

「慰安婦」問題では、国連の女性差別撤廃委員会・自由権及び社会権規約委員

会・人種差別撤廃委員会・拷問禁止委員会、国際労働機関（ILO）などが「と

りくみが不十分。公的な謝罪と完全な賠償を」などの勧告等を何度も出し、ア

メリカ下院・オランダ・カナダ・EU 議会などが日本政府を批判し、性奴隷と

された「慰安婦」への公式謝罪や賠償を求める決議をあげている。 

＊ドイツでは－ナチスの時代に行った加害、とりわけユダヤ人迫害・大量虐

殺に対して「過去の過ちの責任を認め、未来にわたって忘れない」として政府

による謝罪、政府・企業による手厚い補償、戦犯・残虐行為の加担者の刑事訴

追などとともに、ナチスの犯罪を若い世代に語り継ぐために、学校・社会で詳

しい歴史教育を行い、強制収容所跡を博物館等として加害行為を展示、街のい

たるところに慰霊碑やモニュメントをおいて戦跡を保存している。 

＊博物館の役割（馬暁華教授の講演）－歴史学習には事実を展示する博物館

が重要。日本で教科書問題・靖国問題が起こると、中国では歴史教育の場とし

て南京虐殺や人民抗日戦争の記念館など戦争被害・戦争否定の博物館づくりが

始まった（日中友好を扱うものもある）。日本には原爆資料館をはじめ戦争被害

を伝える博物館が多い。加害を展示する博物館もあるが、日本の戦争責任が問

題になると各地で加害の歴史の展示が撤去されるうごきが起こった。新しい時

代を切り拓くために戦争をどう伝えるか、あるべき戦争展示が模索されている。 
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（３） ＲＡＡ（特殊慰安施設協会）と米兵のための「慰安所」 

講師: 藤目ゆき（大阪大学大学院教授）、平井和子（桜美林大学非常勤講師） 

 

① 内務省から都道府県警へ「慰安所」設置の通牒 

東久邇内閣成立の翌日の1945年８月18日、占領軍兵士用の「慰安所」設置

を閣議決定し（平井氏）、内務省が全国の警察に通牒を発した。国中が敗戦で茫

然自失の最中、太平洋戦争の敗戦３日目という素早さであった。 

内容（無電）は「外国軍駐屯地に於いては…慰安施設設置の要あるも本件取

り扱いについては極めて慎重を要するにつき…遺憾なきを期せられたく…。一 

外国軍駐屯については目下予想できないが必ず貴県に駐屯するが如き感を懐き

一般に動揺させることがないようにする 二 駐屯する場合は急速に開設を要

するものなので予め手筈を定めおき 外部には絶対これを遺漏しない事云々」 

「外国駐留軍慰安施設等整備要領」は以下の通り。「一 外国駐屯軍に対する

営業行為は一定の区域を限定して…これを許可するものとす 二 前項の区域

は警察署長が設定し日本人の利用は禁止するものとす 三 警察署長は左の営

業については積極的に指導を行い設備の急速充実を図るものとす 性的慰安施

設 飲食施設 娯楽場 四 営業に必要なる婦女子は芸妓 公私娼妓 女給 酌婦  

常習密淫売犯者等を優先的にこれを補充するものとす」 

戦争中に日本軍が中国大陸で行った女性への性暴力が今度は我身に降りかか

る事態となり、政府が慌てふためいている様子が伝わってくる。 

（註：1996年 11月決算委員会で吉川参院議員がこの「通牒」の提出を求めたが

警察庁は「保管していない」として提出しなかった。代わりに（？）これまで皆無

だった内務省警保局の「慰安婦」募集手続き等の警察庁保管文書を提出した） 

 

② 「慰安所」設置の男性の意識 

かつて橋下大阪市長が「戦争で神経が高ぶっている集団に休息をさせてあげ

ようと思ったら『慰安所』は必要」と語ったが、平井氏は「『慰安所』を設置し

た男性の意識は兵士は性的慰安が必要」との「性の防波堤論」「女たちは献身的

にがんばってくれた」というもので女性の体を使った国体護持であるとする。 

占領軍の真っ先の進駐先の神奈川県では公娼制度下の女性たちに「皆さんの
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力で和らげていただきたい」と言ったら、「『こういう汚れた体で国の役に立つ

ならやりましょう』と…涙の出るほど献身的にやってくれた」（横浜市の保安課

主任）。RAAは40万人の進駐軍に対して元「慰安婦」や遊郭だけでは数が足り

ないので北海道から中部地方の新聞に、「衣食住、高給支給、前借も応ず」と広

告を出し、夫の戦死で生きる糧を失った一般女性たちが応募した。 

 

③ RAA（特殊慰安施設協会）～戦争前からの権力構造の結果 

平井氏－国務大臣・近衛文麿が警視総監・坂信弥に「日本の娘を守ってくれ」

と依頼。大蔵省は日本勧業銀行に５千万円の融資を準備させ、「特殊慰安施設協

会」（RAA：Recreation and Amusement Association）を10月から開設した。

RAA は東京等に 43施設あった（一般兵士用：大森海岸、立川、福生、箱根、将

校用：向島、世田谷）。日本全国の開設方法は、県警自ら業者や市議会、町議会、

右翼団体に働きかけたほか、地元警察と米軍の連携等々だった。 

藤目氏は警視総監として占領軍「慰安」施設の設立を指揮した官僚・坂信弥

に注目する。彼は日中戦争前には鹿児島県警察部長として鹿屋航空隊「慰安所」

を作り、日中戦争時代は上海総領事館警察部長で性病に罹患した日本人女性で

はなく性病をうつさない朝鮮の娘たちが必要と提言。軍が禁止していたダンス

ホールを認め高級な「慰安所」とした一方、共同便所と言われる「慰安所」を

作り性売買の世界にヒエラルキーを作る。「慰安婦」問題は戦時下の異常事態下

で起きた特殊な問題とは到底考えられない。戦争が始まる前からそうした体制

がつくられ、戦争が終わっても形を変えて統制・虐待が行われる。大きな権力

構造を歴史の中でとらえないと責任ある人に責任追及ができない、と指摘する。 

 

④ アメリカ占領政策のダブルスタンダード 

GHQ による日本占領が憲法に男女平等を書き込んだ良い「占領」だという

歴史観に対して平井氏は「日本占領には日米合作の性暴力が働いた」と指摘。

米兵の「慰安所」設置や RAA について日本の女性たちも十分知らされていな

い。日本国憲法第 24 条に見るベアテ･シロタ･ゴードン女史の貢献は否定しな

いが、マッカーサーは占領下の日本に「公娼制廃止」を出しながら米兵の「慰

安所」は認めていた。ジェンダーの視点で米占領政策を分析する必要がある。 
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（４）「慰安婦」問題など教育への政治介入・教科書問題・マスコミ攻撃 

 講師：井上恵美子（フェリス女学院大学教授）、俵義文（子どもと教科書 21 ネ

ット事務局長）、青木理（ジャーナリスト） 

1990年代は、女性運動の高まりの中で、日本政府もようやくジェンダー政策

のとりくみを進め、「男女共同参画社会基本法」が成立した。1996 年には「選

択的夫婦別姓」を制度化する動きも見え、消極的だった「性教育」が小学校の

教科書に盛り込まれたが、事態は急変した。それは「慰安婦」問題からである。 

 1991年、韓国の金学順さんが、元「慰安婦」であると名乗りを上げ、真相究

明を要求された日本政府は調査せざるを得なくなり、1993年８月の河野談話で、

「日本軍慰安婦制度」への軍の関与と「強制」を認めた。これにより、中学校

歴史教科書全７社に「慰安婦」に関する記述が載ることとなった。 

① 第 1期バッシング 

1993年、初めて国会議員になった安倍晋三議員は「戦後レジームからの脱却」

を主張し、「憲法・歴史認識」の変更をせまった。1996年５月、中学校の歴史教

科書に「慰安婦」の記述が一斉に掲載されると、産経新聞は執拗に「慰安婦」

バッシングを始めた。1997年に旗揚げした日本会議は、教科書の「慰安婦」問

題削除の運動を強め、さらに、独自の教科書を作成し、普及活動を始めた。 

 96年には、「日本を守る国民会議」（1981年発足）が、全国的に草の根レベル

の運動で、「教科書からの日本軍『慰安婦』関連記述削除と夫婦別姓制度反対」

の自治体への陳情要請をおこなった。 

 1990 年代後半以降、地方自治体では男女共同参画条例が策定され始め、「慰

安婦」問題では戦時下の性的暴力が国際法において、「人道に対する罪」に位置

付けられるなかで、西尾幹二等が新しい歴史教科書をつくる会編「国民の歴史」

を作成。2001年４月、検定に合格。戦争賛美、「慰安婦」問題の抹殺、男女平等

無視、良妻賢母的女性観の押し付けなどの教科書を既成事実としてしまった。 

② 第２期バッシング 

 国会審議等における山谷えり子議員の「慰安婦」問題等に対するバッシング

は誤りや曲解された情報が多く含まれていたが、既成事実であるかのようにさ

れ、一部大手マスコミも検証なしに事実であるかのように報道し、「扇動する」

内閣とマスコミがバッシング論者にジャックされたかのようであった。 
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 東京では、性教育バッシングで2003年、七生養護学校の性教育が攻撃され、

都議会議員の悪質な嫌がらせやマスコミの事実を歪曲した大宣伝が続けられた

が、教職員と保護者がともにつくり上げてきた性教育に確信を持ち、市民とと

もに抗議を続け、裁判に持ち込み、結果は勝利することができた。 

日本を戦争できる国に変えるべく、用意周到にすすめられた教育政策が「教

科書問題」である。歴史修正主義者の主張は「『慰安婦』は売春婦。南京虐殺は

なかった」というものである。中学校教科書から「慰安婦」問題が消えたのは、

教科書検定制度と教育委員会が教科書採択をするという採択制度によるもので

ある。2015年の中学校歴史教科書の採択にあたっては、育鵬社版採択にむけて

安倍政権や下村文科相（当時）等の「教科書議員連盟」メンバーがバックアップ

し、自民党は全国にパンフをばらまき、日本会議、日本地方議員連盟などが採

択のために動いた。2015年、教育再生首長会議を発足させ、採択への介入をは

かったが、採択させないための運動が数多くつくられ、121 首長の地区で９割

が採択を阻止した。埼玉では採択ゼロ、横浜市では1年かけて採択反対運動が

進められたが、県教委の政治的判断で採択されてしまった。結果として、20の

政令都市のうち、横浜市と大阪市のみの採択に終わった。 

③ 道徳の教科化 

 いじめ法案（2013 年 5 月）や教科書だけではいじめはなくならないとして、

政府は道徳の時間の正規教科化に踏み込んだ。道徳を特別な=筆頭教科にして、

他の教科を支配・統制するというものだが、学問の裏付けのない道徳の評価は、

改定教育基本法の20の徳目に基づいて検定。徳目が変われば検定も変わる。戦

前の修身と同じ位置づけである。 

④ マスコミの変質とジャーナリズムの危機 

 1980年代、戦中に労務報告会所属の吉田清治氏（死去）が済州島で「慰安婦」

狩りをしたという証言を、朝日新聞他多数のメディアが報道したところ、虚偽

ではないかという指摘が多数あった。しかし、朝日新聞は修正せず放置。2014

年８月５日の検証記事ではじめて「取り消す」とした。これに対し、安倍政権

と追随する右ヨリマスコミなどが朝日新聞を「国益を損ねた」「国賊」とまで批

判した。このことは戦後の民主主義が変質したなかで起きたマスコミ変質の歴

史的事件であるといえる。 
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（５）ジェンダー平等をめざして―女性への暴力・ＤＶ（＝配偶者暴力） 

講師：杉井静子（弁護士）、土方聖子（全国シェルターネット共同代表）、 

橋本佳子（弁護士）、鈴木裕子（女性史研究家）、小野沢あかね（立教大学教授）、

皆川満寿美（社会学・ジェンダー研究者、早稲田大学等講師→現在、中央学院大学

准教授）、笠原十九司（都留文科大学名誉教授）、吉川春子（当ゼミナール代表） 

 

① セクハラ、ＤＶの実態と解決策 

 吉川氏－1993年の国連総会で「女性への暴力撤廃宣言」が採択され、95年の

第４回世界女性会議行動綱領で「性奴隷」の調査等が位置付けられ、その影響

で日本でも政府が「雇用機会均等法」で企業にクセクハラ防止を義務づけ、議

員立法で「DV被害者保護法」「児童買春ポルノ処罰法」が成立した。 

杉井氏－1989年、第２東京弁護士会で、杉井氏の責任で「セクハラ 110番」

を行い、その年「セクハラ」が流行語大賞に選ばれて一挙に広がった。セクハ

ラは個人のプライベートな問題ではなく、企業の責任も問われる問題で人格権、

性的自己決定権への侵害でもある。暴力撤廃、人権尊重の職場環境は男性にと

っても働きやすい職場環境である。99年に「雇用機会均等法」に企業のセクハ

ラ防止義務が規定された。すべての人の人権が守られる社会・職場をつくって

ゆくことが重要と指摘した。 

土方氏は日本から６千人参加した第４回世界女性会議で採択された「行動綱

領」の「女性への暴力」を根絶しなければ日本も本当の意味での男女平等社会

にならないと強調。DV法が参議院の議員立法として成立し、政府もDV（夫の

暴力）防止に取り組むようになり、配偶者（父親）の暴力に子どもや生活のため

我慢してきた女性たちが勇気をふるって家を出て行政の窓口に駆け込んだ。そ

こで民間シェルターに紹介され、サポーターたちが生活立て直しの支援をする。

DVには圧倒的に性暴力が多く、DV法の次には性暴力防止法制定を望む。 

 

② 公娼（娼妓）らは性奴隷 

小野沢氏は「人さらいのような拉致のみを『強制連行』と称し、そうでなけ

れば性奴隷ではない。『慰安婦』は公娼であり、性奴隷ではない」という安倍総

理の論法に明確に反論する。日本人「慰安婦」は公娼（娼妓）、芸妓、酌婦など
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売春をしていた女性たちが徴集された例が多い。軍によって徴集された公娼等

は人身売買された性奴隷である。娼妓たちは年季を決め、前借金をするが、こ

れを父親が受け取り、収益は抱主にわたり、僅かしか手元にこない。そこから

借金の返済、衣装代を支払うとわずかしか手元には残らない。または更に借金

が追加された。返済すれば自由になれるとされたが、事実上廃業の自由はない。

当時、公娼が奴隷に等しいという認識はかなりあり、公娼制度廃止法案が何度

も帝国議会に出された。敗戦までに15県が公娼制度を廃止した。 

 

③ 女性への暴力―現状と政策 

政府は毎年 11 月の２週間を「女性に対する暴力をなくす運動」のキャンペ

ーンを張る。皆川氏は、DV、性犯罪、買売春、セクハラ、ストーカー行為等の

女性に対する暴力が女性の人権侵害であり、男女共同参画社会形成上克服すべ

き重要な課題とし、この暴力の根底に女性の人権軽視があるとする。 

橋本氏－女性への暴力は貧困と密接に結びついており、貧困女性、女児、高

齢女性が暴力を受けやすい（「女性に対する暴力の撤廃宣言」国連総会 2004年）。

DV から抜け出そうと思ってもさらに貧困に陥らざるを得ない様な雇用、社会

保障の現状がある。ソープランド等次々新たな形の風俗営業において公然と売

春が行われ、女性は商品扱い。夫の DV から逃れ行き場がなくなっての売春。

DVの暴力から始まり、また最後は売春という暴力をうけなければならない。 

鈴木氏は1970年代に『従軍慰安婦』（千田夏光著）、『天皇制国家と朝鮮人従

軍慰安婦』（金一勉著）を読み、衝撃を受ける。日本軍性奴隷制の３つの側面は、

①天皇の軍隊の組織的犯罪、②「慰安婦」にされた女性の８割以上が日本人で

なくアジアの女性たちという民族差別、③民族を超えた階級差別（貧困）であ

る。「『公娼制度』は『国家公認・保護の性奴隷売買兼高利貸業』」（山川菊栄）。

「公娼制」の下で「生殖のための性」と「男性を快楽させる性」のダブルスタ

ンダード、男性には買春を奨励、女性には貞操を強要する。性暴力の理解が女

性運動に反映されていれば日本軍性奴隷制は許さなかったのではないか。 

笠原氏－兵站のない日本軍は略奪、強姦に走り、親告罪だった強姦罪の事実

を隠すために強姦したら殺害した。「厳禁されていた婦女暴行のみでも百余件

にのぼる忌むべき事態を発生させた」（作戦指導文書）。中国蔑視が背景にある。 
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（６） 憲法第24条改悪・家庭への政治介入 

 講師：杉井静子（弁護士）、山口智美（モンタナ州立大学准教授） 

両氏は、自民党の憲法第24条「改正」は憲法第9条「改正」や「緊急事態条

項」と合わせてとらえることが重要であると強調した。「戦争する国づくり」を

すすめる上で軍事国家を支える家族を狙っており、社会の基礎単位を個人では

なく家族にと主張し、タテ社会を重視した「家族」像を提示している。 

 

① 自民党改憲草案は第24条をどう変えようとしているのか 

 憲法第24条（家族における個人の尊厳と両性の平等）は、「婚姻は、両性の

合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相

互の協力により、維持されなければならない。２．配偶者の選択、財産権、相

続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならな

い」と定めている。 

 自民党改憲草案第24条は、標題を（家族、婚姻に関する基本原則）に変更し、

現行第1項の前に「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。

家族は互いに助け合わなければならない」を挿入。第２項は「婚姻は、両性の

合意のみに基づいて成立し」の「のみ」を削除。第３項は「家族、扶養、後見、

婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては･･･」

と「家族、扶養、後見」を新たに挿入し、家族を親族に変更している。 

 戦前は戸主が絶大な権力をもつ家制度の下で、婚姻は親や戸主の同意を必要

とし、妻は無権利で、夫に従属していた。これを「婚姻は両性の合意のみで成

立」「夫婦が同等の権利を有する」とした24条は、個人の尊厳と両性の平等を

うたう「女性の権利宣言」である。また、現憲法の家族は、社会的・国家的な

援助があることが前提となっており、25条とあわせて読む必要がある。 

 ところが、自民党草案は、「両性の合意のみ」から「のみ」を削除し、個人で

はなく、「家族」を強調する。家族の相互扶助義務を強制して、育児・介護等を

家族の責任とし、25条を形骸化しようとしている。さらに家族を親族に変えて

助け合う範囲を広げ、民法に残る親族扶養義務の維持・継続を図っている。 

24条を変えようとしているのはだれか－「日本会議（1997年設立。日本最大
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の右派組織。多くの議員が加入）」「日本会議・女性の会（2001年設立）」「美しい

日本の憲法をつくる国民の会」「日本政策研究センター」などの改憲右派団体が、

憲法「改正」と歴史認識を柱にして活動し、憲法「改正」運動や選択的夫婦別

姓・男女共同参画政策・ジェンダー平等教育・性教育などの反対運動に大きな

力を発揮した。自民党に大きな影響力を持っている。 

② 24条と安倍政権のジェンダー関連政策 

＊「一億総活躍」「女性活躍」政策 

 女性活躍に向け「家族の支え合い」をベースとした育児・介護政策を推進し、

右派の「家族」像と共通する三世代同居の推進など「伝統的拡大家族」を狙う。 

＊少子化対策、官制婚活 

 少子化社会対策大綱（2015年）において「適切な出会いの機会の創出・後押

しなど、地方自治体・商工会議所などによる結婚支援やライフプランを構築す

るための情報提供などの充実を図る」とし、自治体での婚活推進、内閣府検討

会での「婚活メンター」などを提案。自治体には政府が地域少子化対策重点交

付金を交付するので、高知・福井・鳥取などをはじめとりくみが進んでいる。

また、高校・大学などでも妊娠・出産・子育てが付随するライフプラン教育の

講座開設・チラシ配布などを推進し、内閣府・文科省が後押ししている。 

＊家庭教育支援、家庭への政治介入 

 第一次安倍政権において、2006年に教育基本法「改正」を強行し、家庭教育

の項目を導入して、国・地方公共団体に家庭教育支援施策を講ずる努力義務を

定めた。国は「家庭教育支援チーム」登録制度、企業との連携、保護者向け学

習プログラム、「楽しい子育て全国キャンペーン」、「『早寝早起き朝ご飯』国民

運動」推進、家庭教育手帳の作成など、自治体は「親になるための講座（親学

など）」、家庭教育アドバイザー制度、冊子の作成などを行う。 

2012 年に「親学推進議連（安倍晋三会長）」が発足し、「家庭教育支援法」の

成立をめざしたが失敗に終わる。しかし、熊本県を皮切りに家庭教育支援条例

の制定が広がり、2017年9月現在、８都道府県・５市町村に及んでいる。政府

は執拗に「家庭教育支援法」の制定をねらっている。家庭教育のあり方が法律

で定められ、「公」が家庭教育に介入し、家庭が国家のための人材づくりと位置

づけられるようになれば、第24条の個人の尊厳は骨抜きになる。 
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Ⅳ フィールドワークの実施 

 

１  第1回および第2回フィールドワーク  

「噫
あゝ

 従軍慰安婦の碑」と戦跡見学 

       ―館山市と「かにた婦人の村」― 

 

第１回 ・実施日：2011年３月６日 ・参加者：44名 

ＮＰＯ安房文化遺産フオーラム理事長・愛沢伸雄さんと事務局長の池田恵美

子さんの講演と案内が好評だった。館山市の軍都としての歴史的・地域的特色、

知られざる日本人「慰安婦」の碑がある事実など、貴重な勉強になった。 

 

第２回 ・実施日：2012年３月24日 ・参加者：28名 

 内容-見学先は第1回と同じ。「かにた婦人の村」の施設長・天羽道子さんの

お話を伺い、深津牧師と城田さんの遺影に黙祷をささげた。 

「かにた婦人の村」と「噫
あゝ

 従軍慰安婦」石碑を訪ねて 

戦後の赤線廃止後、行き場を失った女性たちの厚生施設として開設された

「かにた婦人の村」に救いを求めてきた城田すず子さん（仮名）。借金のために

遊郭へ、その後17歳で台湾の慰安所に売られ、性奴隷

の日々。戦後引き上げ後も捨て鉢な気持ちで身を売る

すさんだ生活が続いた。城田さんは、「かにた村」で洗

礼を受けて生活が一変した。その夢に度々現れるよう

になった仲間の「慰安婦」たちの鎮魂を願い、自分の過

去を深津牧師に打ち明けた。その切実な訴えに応えて

この石碑が建立されたという 

「噫」の 1 文字にこめられた幾多の女性たちの苦痛

や哀しみのうめき声が聞こえてくるようだ。                 

（「噫 従軍慰安婦の碑」） 
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       石のさけび  戦後40年、一人の女性の告白 

深津先生へ…軍隊があるところには慰安所がありました。…中国、 

  東南アジア、南洋諸島、アリューシャン列島で性的欲望のために体を 

提供させられた娘たちは、死ねばジャングルの穴に捨てられ、足手ま 

といになった女はほっぽり出され、荒野をさまよい、凍てつく山野で 

食もなく、野犬か狼の餌になり、骨はさらされ土になり、粉々に砕け 

た手足は陣地の表示板になりました。この目で女の地獄を… 

     ―安房文化遺産フオーラム「あわ・ガイド」より― 

 

（参考資料） 「名もなき女の碑」 

鴨川市に「名もなき女の碑」創立者のご遺族を訪問（2011年４月 12日、訪

問者：吉川春子、和田章子、後藤ひろみ）。故苅米さんの妻から、石碑建立のい

きさつを聴く。それによると、刈込さんは戦争で戦友が全滅、戦後同じ部隊に

いた井谷さんと巡り合い、「慰安婦」たちの悲惨な最期

と戦後の補償の無いことに同情し、石碑を建立。碑の表

側には次の碑文が刻まれていた。 

「風雪に 閉ざされし 暗き道 春未だ来ぬ 

遠き道 されど 春の来るを待ちつつ 

永遠にねむれ 汝 名も無き女よ」 

 地元の寺の檀家の人々が温かく世話をしている。  （名も無き女の碑）                   

                                                           

２  第3回フィールドワーク 

「慰安婦」の視点で巡るポーランド・ドイツ 10日間  

 

・実施日：2012年９月３日～９月12日 

・目的地：ワルシャワ、クラクフ、ドレスデン、ベルリン、ミュンヘン 

・参加者：28名 

・テーマ：過去を心に刻み、加害にむきあう 

（１）アウシュビッツ強制収容所（ポーランド） 

 アウシュビッツは 1940 年５月開設。まず強制収容所として多くの政治犯を
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強制労働に駆り出した。その後、絶滅収容所

として最も多くのユダヤ人殺戮を行った。

更にナチスは遺体を資源として活用した。6

週間だけで 2,202,269 着の男性用スーツ，

1,902,653着の女性用衣類、99,922着の子ど

も服が民間の戦争協力組織を通じて市民 

に分配されたとの記録がある。      （アウシュビッツ収容所入り口） 

 

（２） アウシュビッツ「特別棟」 

ナチスは労働能力を向上させるために多くの強制収容所で「売春宿」を設け

て一部の収容者にチケットを配った。アウシュビッツ基幹収容所における「売

春宿」（「特別棟」）は1943年に開かれた。アウシュビッツでは、SS（ナチス親

衛隊）がまじめな人間と見なした者は売春宿の券をもらえた。カボ（収容所の

監視人・囚人）とか特別な人だけが行けた。 

 

（３）ラーフェンスブリュック女性専用の強制収容所 

ベルリンの北 60 キロの気候の厳しい所。1938年ドイツ国内で唯一の基幹女

性収容所として建設された。1945年までに収容者総数13万人超。23の国籍、

13万2千人の女性たちが登録される。ガス室、人体実験、奴隷労働。この強制

収容所で選抜した女性たちを「強制売春施設で働けば自由にする」とアウシ

ュビッツをはじめ、他の強制収容所の囚人用売春宿に送りこんだ。 

 

（４）ベルリンとダッハウ強制収容所 

 ベルリンでは「ナチス死刑執行所」、テロルの地勢誌資料館、中央追悼所、野

外歴史博物館、ブランデンブルグ門、ホロコースト記念館、躓きの石、ケーテ

コルビッツのピエタとギリシャ建築のノイエ・バツフェ（ドイツ共和国中央慰

霊所）等々を見学。戦争犯罪を博物館やメモリアルとして残し、後世に伝えよ

うと努力している姿を見聞した。南京大虐殺等の事実を消し去ろうとする日本

との違いに驚く。また、ミュンヘンの郊外にあるダッハウ強制収容所見学（ナ

チスの強制収容所では最も古い一つで、他の強制収容所のモデルとなった）。 



47 

 

・女性たちの被害、勇気ある女性たちの抵抗 

ドイツ連邦共和国中央慰霊所ではナチスに制作を禁

止された彫刻家ケーテコルビッツのピエタ（右の写真）

と心打たれる碑文に向き合う。ミュンヘン大学白バラ

記念館は、反ナチスのビラを配布し処刑されたゾフィ

ー・ショルら学生を記念する。 

 
３  第4回フィールドワーク  

第2次大戦のメモリアル 

～千鳥ケ淵墓苑、靖国神社・遊就館 

 

・実施日：2013年３月31日    ・参加者：28名 

・案内 ：東海林次男さん（歴史教育者協議会常任委員） 

（１） 千鳥ケ淵戦没者墓苑について 

千鳥ヶ淵緑道の桜を見ながら、千鳥ヶ淵墓苑奉仕会の方に概要を説明しても

らった。奉仕会の方は「第２次大戦における国内外でのわが国の戦没者は約

310万人で、これらの戦没者のうち海外における戦没者は240万柱といわれて

いる。これまでの遺骨帰還概数は127万柱、113万柱が未帰還である。このう

ち海没の遺骨30万柱。相手国の事情により帰還困難な遺骨が約23万柱であ

る。遺骨が奉安される墓苑は昭和34（1959）年、千鳥ケ淵戦没者墓苑として

昭和天皇のご臨席を仰ぎ、追悼式と併せて第２回全国戦没者追悼式が行われ

た。現在、ここには35万8253柱が奉安されている」と説明した。 

参加者からの質問と回答 

＊Ｑ「遺骨を収集できない国は？」 Ａ「北朝鮮、中国、インドネシアの３

カ国」 ＊Ｑ「ご遺骨はどんな状態で奉安されているのか」「こちらと靖国神

社との関係は？」 Ａ「こちらは遺骨を、靖国神社は御霊を祀っているところ

なので、表裏一体の関係にあると思う」 

 白木の箱の帰還があっても、中に入っていたのは紙切れや石ころだった。そ

ういう遺骨を収集できない戦況を隠すための言葉が「靖国で会おう」であり、

靖国神社は死後の世界まで一方的に支配する仕組みを含めた「靖国神話」を作
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ったということである。 

今、安倍首相を筆頭に国を挙げて「靖国神話」を信じさせようと演出してい

る。墓苑と靖国の両方が戦没者を冒とくしているという点では、確かに表裏一

体の関係かもしれない（東海林さん）。 －ゼミナールニュース16号より－ 

（２） 靖国神社・遊就館見学 

まず、境内にある構築物をいくつか見学。生命保険会社の寄贈の像に戦争で

富を得ていた事実を見せつけられた。遊就館は侵略戦争の反省なく、大日本帝

国軍隊を賛美、顕彰するための資料館だった。「大東亜戦争」の栄光、輝かしい

戦果、戦闘機、資料などが展示されており、外国人や若者の見学者も多かった。

まるで戦前・戦中の世界に引き戻されるような異様な感覚を覚えた。日本の戦

争責任、加害責任の全くない施設が厳然と存在することの恐ろしさを感じた。 

（靖国神社）            （遊就館内部） 

 

４  第５回 フィールドワーク 

      「慰安婦」の視点で巡る沖縄・宮古島の旅 

 

・実施日：2015年 11月27日～30日（４日間）  ・参加者：30名 

① 11月27日 沖縄本島北部、南部戦跡見学―辺野古漁港―アブチラガマ（糸

数の壕）見学（那覇泊） 

〈辺野古を激励訪問〉 

緊迫した辺野古の座り込みテントを激励訪問。日焼けした座り込みの人々の

多くが年配の方々だったが、皆さん意気軒高で私たちの贈った檄を喜んでもら

えた。沖縄は戦後70年を経てなお、日本政府が圧倒的な島民の反対を抑え込ん
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で、米国のために辺野古を埋め立て、新基地建設を強行する現場を目の当たり

にした。 

〈ガマの中にも「慰安所」が！〉 

 南部戦跡の糸数の壕（アブチラガマ）の薄暗い中に入ると足元には石ころが

ゴロゴロ、奥行きの長い洞窟には600名の将兵、傷病兵が住民とともに隠れ、

手術室、死体安置所、トイレがあり、ひめゆり学徒隊の少女たちは傷病兵の看

護、排せつ物を外に出す仕事もしていたという。さらに衝撃的だったのは、少

し高い棚状の狭い空間が「慰安所」だったという。戦時中、沖縄の島々を含め

て146か所の「慰安所」があったことも知った。 

② 11月28日 宮古島見学（案内上里清美さん・当会会員）、宮古島泊 

＊平良、福山、宮原、花切、野原地区にあった「慰安所」跡地を見学 

＊「アリランの碑」、「女たちへ」の碑では、建立者の与那覇敏博氏の説明を受

ける。「子どもの頃、若くてきれいなお姉さんたちが洗濯に来ていた。唐辛子を

欲しいと言われてあげた。戦後、朝鮮から連れてこられた『慰安婦』だと知り、

『女たちへ』の碑の建立に土地を提供し、自らも『アリランの碑』を建立した」。 

＊「アリランの碑」のそばには戦時中、宮古島に派兵されていた高澤義人氏の

碑があり、碑文から沖縄戦の惨状が痛いほど伝わってきた（裏表紙に写真あり）。 

 「補充兵われも飢えつつ餓死兵の骸焼きし宮古よ 八月は地獄  高澤義人」 

③ 11月29日（案内 上里清美さん） 

・人頭税石 ・憲法９条の碑見学 ・伊良

部 ・下地島見学 ・国仲、仲地地区にあ

った「慰安所」跡地見学（２か所） ・牧

山展望台と壕の跡 ・下地島空港 ・浸食

の池「通り池」 ・東平安名埼 ・池間島 

・西平安名埼 

④ 11月 30日 宮古島島内見学        （９条の碑の前で） 

＊ハンセン病療養所「宮古南静園」訪問（園内見学と講演） 

戦前・戦中、国の隔離政策によって家族から引き離され、南静園に隔離され

てきた知念政勝さんの案内と説明で園内を見学。ハンセン病患者が戦争中一般

の人々よりも食料入手に苦労し、差別に苦しんだ体験に言葉を失う。 
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５  第6回フィールドワーク  

戦争・加害と被害の視点で巡る信濃の旅（一味違う信州の旅） 

 

・実施日：2016年９月13日～15日   ・参加者：28名 

・主な見学地：上田市・長野市松代町・天龍村・阿智村 

長野県は古く、信州、または信濃とも呼称され、親しまれてきた。海がなく

山が多い。冬は寒冷、痩せた土地でも育つ蕎麦が栽培され、明治以降は養蚕と

製糸工場が多く、女工哀史でも知られる。 

〈戦争遺跡の数々〉  

（１） 松代大本営地下壕（長野市松代町） 

 第２次世界大戦末期に天皇、大本営、霞が関の行政機能を移す大計画があり、

巨大な地下壕（大本営地下壕、あるいは象山壕とも呼ばれる）が建設された。

地上戦をにらみ、1944年 11 月より大本営、天皇の御座所を東京から長野県に

疎開させるために西松組、加島組が朝鮮人労働者を使って象山地下壕を掘った。

地下壕完成まで、アメリカ軍の本土進攻を遅らせる時間稼ぎのために沖縄が捨

て石にされたとの説明。松代と沖縄が深く関連していることを学んだ。過酷な

労働で多数の朝鮮人労働者が犠牲になった事実とともに、戦争の加害責任の重

さに触れる思いだった。大本営建設工事に動員された朝鮮人は約7,000人とい

われ、多くの死者が出た。4,000人が強制連行された。 

◆地下壕建設現場に「慰安所」 

 明治以降、養蚕業の盛んな土地で、製糸工場の女工たちの娯楽施設だった建

物を警察署から「貸してくれ」といわれて断ったが、「国策に従えないのか」と

言われて貸した。地下壕入り口付近に「慰安所」を設け、朝鮮人一家と用心棒、

「慰安婦」５人がいた。現在、旧「慰安所」の建材の一部を使用し、ミニ・ミ

ュージアム「もう一つの歴史館 松代」が開設され、「慰安婦」を今日に伝えて

いる。 

（２） 上野誠・ひと・ミュージアム見学 

この地に生まれた版画家上野誠の作品の他、当ゼミナールのフィールドワー

クで、ベルリンで見たドイツの女性プロレタリア彫刻家ケーテコルビッツの版

画17点を展示。長野県での彼女との「再会」に興奮した。 
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（３） 満蒙開拓平和記念館見学 

 世界恐慌に苦しむ農山村民に対して「王道楽土」「五族協和」「20町歩の地主

になれる」との宣伝で、多くの県民が海を渡った。その数３万人で47都道府県

中最も多かった。阿智村の開拓団は1945年５月に満州着、間もなく敗戦で多く

の犠牲者を出した。展示を通して加害と被害の歴史が対比されて実感された。 

  （満蒙開拓平和記念館入り口）      （展示物に見入る見学者） 

 

６  第7回フィールドワーク  

「加害の歴史にむきあう南京・上海への旅」 
 

・実施日：2017年 10月20日～10月24日   ・参加者：27名 

・行程：＊10月20日（成田空港、福岡空港⇒上海⇒鉄道で南京） 

＊10月21・22日（南京見学）・「利濟巷慰安婦資料館」（「利濟巷慰安所」旧跡

を修復し、資料館として開館された。2015年12月開館）・「南京民間抗日戦争博物

館」（南京の起業家が 2006 年開館）・虐殺現場の「国際安全区」見学、大虐殺の

生存者の末裔・研究者によるお話   

＊10月23日（高速鉄道で上海へ）・「中国慰安婦資料館」見学（2007年、上海

師範大学内に開館した中国初の「慰安婦」資料館）。開館メンバーの蘇智良教授夫

人・上海大学教授陳麗菲教授と懇談 

＊10月24日（上海市内見学）・上海博物館・「大一サロン」見学 

（１）南京の「利濟巷慰安所旧跡陳列館」（利濟巷慰安婦資料館） 

南京市の中心地にあった。1937年に建てられた２階建ての建物を日本軍が強

姦の多発対策のため「慰安所」として改造。日本人と朝鮮人女性が分けられて
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収容されていた。2014年11月、南京人民政府が「利濟巷慰安所」旧跡の修復、

展示作業を行い、2015年 12 月から正式開館した。資料館の敷地に入るや否や

建物の正面にある大きな銅像が目に飛び込んできた。お腹の大きな女性とそれ

にすがって泣き崩れる二人の女性の像から嘆きと怒りが伝わってくる。お腹の

大きな女性は北朝鮮の「慰安婦」朴永心さんである。彼女はここで３年間日本

軍の性奴隷を強いられた後、中国の拉孟に連れていかれ、救出されたときの姿

だという。朴永心さんは後にここへきて証言したという。 

（利濟巷慰安婦資料館）        （朴永心さんと二人の女性の像） 

（２）「大一サロン」（旧日本軍史上最初の「慰安所」） 

「慰安婦」問題研究者の蘇智良・上海師範大学教授による調査・研究により、

1931年、日本海軍陸戦隊司令部が承認する「慰安所」第１号になった「大一サ

ロン」は、日本人「慰安婦」を次々日本から連れてきて、大規模な「慰安所」

になったこと、上海だけでも172か所の「慰安所」があったことが明らかにな

った。蘇教授夫妻の尽力によ

り、上海師範大学内に「中国

慰安婦研究センター」が開設

され、大学構内に朝鮮人と中

国人の少女像が建立された。

また、5 年後に大一サロン旧

跡が保存されることになっ

た。私たちは大一サロンの建

物を道路を隔てて見学した。 

（上海大学構内にある朝鮮・中国人少女像） 
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７  第8回フィールドワーク 

群馬県の戦争遺跡を巡る旅 

－日本軍の加害・人権侵害の歴史を学ぶー 

 

・実施日：2018年 10月28日～29日 ・参加者：26名 

群馬県在住会員の吉村姈子団長を中心に企画。元群馬県立高校教師の内藤真

治氏の案内で内容豊かな旅ができた。 

（１）岩本発電所導水路工事と中国人慰霊碑を守る如意寺 

1942年、対米英戦が始まって間もなく、東京での電力需要の増大に対応する

ために、水力発電所建設を計画。利根川上流から取水する導水路は地下を通る

14.4キロに及ぶ難工事だった。この難工事に強制連行された中国人606人と朝

鮮人約千人が動員された。 

「食事は非常に粗悪でトウモロコシ、カボチャなどが主食であったが、それ

すら満足に食べられない慢性的な飢餓状態」と、1日12時間という過酷な労働、

日本人飯場頭の暴力・虐待などで1年足らずに43人もの中国人が死亡し、近く

の旧月夜野町の如意寺に葬られた。寺では「遺骨安置所」の看板を守り、その

後「中国人殉難の碑」が建立された。 

（２）群馬の森公園へ 

ー「朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑」と陸軍岩鼻火薬製造所跡 

群馬の森公園内の「朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑」を訪ねた。碑文には「先

の大戦さなか、多くの朝鮮人が事故や過労などで尊い命を失った。多大の損害

と苦痛を与えた歴史の事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と過ちを

繰り返さない決意を表明する」と刻まれている。また、公園の一角に100棟以

上あった火薬製造所の建物はすべて取り壊されたが、わずかに土塁が当時の姿

をとどめていた。爆発事故が起こってもその被害を最小限に食い止めるため、

人工的に土塁を築いて、シラカシなどの木を植えたものである。 

（３）人権侵害の極み ハンセン病患者強制隔離  

1873年、ライ菌が発見され、遺伝性はなく感染力もとても弱いとわかったが、

政府は、感染を防ぐために1931年、「ライ予防法」施行。ハンセン病患者の隔

離政策に転じた。栗生楽泉園は、強制的に隔離する目的で開設された。戦後も
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隔離政策は続き、政府がその誤りを認めたのは2001年。多くの患者が強制的に

入所させられた結果、逃亡や反抗も頻繁に起きた。各施設にはこれに対する監

禁所（監房）が置かれた。特に栗生楽泉園には、他の施設にはない重い罰を与

えるための「重監

房」と呼ばれる施

設があった。収容

された患者の人

権は完全に無視

され、電気のない、

狭い板張りの床

と壁の中、粗末な

食事と冬は零下

20 度の極寒で死

亡者は 89名に達

した。 

 

８  第9回フィールドワーク 

毒ガス、風船爆弾製造の大久野島と軍港呉への旅 

～秘匿されてきた加害、中国人は今も苦しむ～ 

 

・実施日：2019年 11月19日～20日 ・参加者：28名（内 埼玉AALA7名） 

・主な見学地：広島県大久野島と軍港呉。瀬戸内海に浮かぶ大久野島へはフェ

リーで 15分。海と空が美しく、瀬戸内国立公園、国民休暇村として、1000 羽

近くの野ウサギが大人気で、観光客が多く訪れる。 

（１）地図から消された毒ガス製造の島・大久野島 

 戦時中、国際条約（ジュネーヴ議定書）で禁止されていた兵器・毒ガスを極秘

に製造する島だった。秘密を守るため、地図からも消され、住民も立ち退かさ

れ、対岸から通う作業員と学徒動員された生徒たちが毒ガス製造の作業をさせ

られていた。そして、戦争末期には、女学生たちはアメリカ本土向けの風船爆

弾を作らされていた。毒ガス兵器は、中国で何万発も使用され、敗戦時、中国
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に遺棄された毒ガスは数十年後に知らずに触れた人々の健康を蝕み、人生を狂

わせている。また、当時、毒ガス製造に携わった人々も、後遺症に苦しんでい

る加害の歴史を持つ。長年、毒ガス問題を研究してきた、山内正之さんの案内

で、毒ガス資料館や島内に保存されている工場の遺構などを見学。平和のため

の保存・研究・訪れる修学旅行生などを案内する地道な活動に打たれた。 

（２）毒ガス・風船爆弾製造に学徒動員された岡田黎子さん（91歳）の 

証言を聴く 

 当時、勤労奉仕で、毒ガス入りのドラム缶運び、

風船爆弾作りの作業を日夜させられた体験を語

った。どの作業も危険で、重労働だった。その後、

原爆投下後の広島市内に入り被爆。戦後、戦争の

被害者意識が強かったが、風船爆弾で６人のアメ

リカ人が亡くなったことを知る。強い加害責任を

持ち、謝罪のため渡米し、日本人を憎んでいた被

害者の家族と深い友情を築いた。更に中国の南京

などに謝罪の旅を行い、人々との交流が生まれた貴重な体験や今も取り組んで

いる９条の会などの平和運動、当時のことを伝える絵入りの本の出版、その本

が各国で翻訳されていることなどを語り、現在の日本や世界の平和を脅かす情

勢について厳しい注文も付けられた。参加者一同深い感動に包まれた。 

（３）軍港の街 呉市内見学  

奥田和夫市議の案内で市内見学。呉は戦時中軍港として「戦艦大和」の母港

であったが現在も「大和ミュー

ジアム」に大和の偉容を展示、軍

事的関心を盛り上げる工夫が気

になった。  

歴史の見える丘から一望する

呉は、日米安保条約に組み込ま

れた姿を晒す。20km先の平和を

発信する広島市と一線を画す如

く…。 
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Ⅴ ニュースの発行 

「『慰安婦』問題とジェンダー平等ゼミ

ナールニュース」は 2010年７月 15日に

創刊して年４回発行し、2020年５月20日

迄で40号となる。コロナ禍で第８回総会

の中止を余儀なくされ、40号と同時に別

刷りで「総会議案特集」を発行した。 

ゼミナール（講演）とワークショップ、

フィールドワークの予告と報告、総会議

案、「慰安婦」問題に関する国内・国際的

ニュース、また会員の各地域での活動を

紹介し、会員相互の交流の場としての役

割をはたす。当ゼミナールの意思表明（ア

ピール）も掲載する。 

                  （写真「ニュース」第40号1面） 

＜編集＆発送＞ 

第４号からカラー印刷に転じて、現在はＡ４判８ページ立て。第22号からは

数人で編集会議を確立し、内容を検討の上、執筆者に原稿を依頼している。紙

面の割付けから完成迄は原康長が担当。 

発送作業は会員･「ニュース」贈呈者あわせて約700通を首都圏の役員が半日

かけて行う。 

＜主な記事＞ 

地方の取り組み～＊「ゼミ会員33人一気に拡大」 長野県･藤原超（第22号） 

＊「衝撃的な少女たちの実態 県母親大会から」 山口県･松冨昭子（第29号） 

＊「子どもたちに歴史の真実を伝える大切さ」 山形県･山田美和（第31号） 

＊青森、群馬、埼玉、東京、愛知、山口、福岡での学習・講演会 

連載～＊「日本人『慰安婦』問題」（第21号～第27号）吉川春子 

＊「警察庁提出資料から考える日本人『慰安婦』」吉川春子（第32号～未完） 

＊「日本軍玉砕後の拉孟（らもう）を行く」具島順子（第37号～39号） 
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随想～＊世話人のひとこと 全員が執筆 

＊「ジェンダー平等と私」連載中 

国際情報～＊日本政府は国際社会の声を謙虚に聞けー国連女性差別撤廃委員会

（CEDAW）の審査と報告（第24号・大森典子） 

＊林陽子 CEDAW委員長解任要求は不当な言いがかり（第27号） 

＊第1回日本軍「慰安婦」博物館会議開催（第28号） 

＊サンフランシスコに「慰安婦」像 五十嵐吉美（第30号） 

＊ノーベル平和賞・紛争下性暴力とのたたかいに授与 吉川春子（第34号） 

読み物～＊吉見裁判に不当判決 大森典子（第23号） 

＊軍医が残した名簿の人を探しに 藤園淑子・岩本多賀子（第27号） 

＊日本政府が、戦争犯罪であり、性奴隷制であった証明文書を入手 小林久公

（日本軍「慰安婦」問題解決全国行動資料チーム）（第29号） 

＊英国女性参政権百年･マンチェスター・ロンドンを訪ねる 水野磯子（第33号） 

＊宮古島アリランの碑10周年の集い開く 上里清美（日本軍「慰安婦」問題を考え

る宮古の会代表）（第34号） 

＊「慰安婦」問題は今も続く人権問題と同根なんだ！ 弘前市・医学生Ｔ.Ｙさ

ん（第38号） 

＊「ジャパンタイムス」消えた“sex slave”（性奴隷）英語表記  笠井恭子 

（第39号） 

 

＜アピール＞ 

＊2011.9.25 野田首相宛「韓国憲法裁判所決定に基づく韓国政府の交渉要求に

応じることを求める要請書」（第7号） 

＊2012.4.22 声明「日本政府は韓国政府の憲法裁判所決定に基づく外交交渉要

求に応じ、最終解決を図るべきである」第６回ゼミナール参加者（第９号）   

＊2013.3.24「『河野談話』を堅持し世界とアジア近隣諸国の声に応え被害女性

への謝罪、補償、教科書掲載等真の解決を求める」第1回総会（第12号） 

＊2014.3.30 首相、衆参両院議長宛「歴史を改ざんする主張にきっぱり反論を」 

＊2014.9.28「朝日新聞バッシングに抗議するアピール」（第18号） 

＊2016.8.9  安倍首相に「河野官房長官談話」に沿った解決を申入れ（第25号） 

＊2019.8.9 「あいちトリエンナーレ」企画展への公権力の介入に抗議し、企画

展の再開求める（37号）、同年11.11「あいちトリエンナーレ」に対する補助

金不交付と芸術に不寛容な政府に抗議」 常任運営委員会（第38号）  
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Ⅵ 日本人「慰安婦」部会の調査 

日本人「慰安婦」部会は藤園淑子・前運営委員の叔父・笠置慧眼氏（ビルマ

従軍軍医）より提供された元「慰安婦」名簿の中、日本人女性９名について調

査した。笠置氏はビルマ派遣軍第二十八軍司令部が1944（昭和19）年に新たに

編成した秘密部隊「策はやて隊」隊長として九死に一生を得て帰還した。 

私たちは夫々の本籍地を訪ねて３人の女性の身元の確認ができた。ビルマに

「慰安婦」として「従軍」したとは夢にも思っていない親族にそのことをどの

ように告げるか、慎重に事を運んだが上手くいかなかった例もある。もし10年

早く調査していれば存命中の女性に会えた可能性がある。着手の遅れを悔やむ。 

１ 九州出身「慰安婦」調査  

第１回 2016年３月７日～３月 11日（７日-熊本県天草地方、８日-熊本県

阿蘇地方と八代市、９日-大分県日田市、10日-福岡市、北九州市、11日-佐賀

市）参加者：吉川春子、藤園淑子、棚橋昌代、具島順子 成果：女性の親族（甥）

に会い本人が遠隔地で生存していることを知る。また別の地方では女性の実家

（兄弟居住）を発見、その日は留守だったので近所の老人に確認した。 

第２回 2017年秋、生存女性と面会約束を取るため再び訪問。しかし親族は

我々に、その後判明した事実として女性は数年前に死亡していたことを告げた。 

第３回 2018年６月メディアから取材申し込みがあり、記者を同道して３回

目の九州訪問、調査。実子の存在を知るが直接会う手段なく今日に至る。参加

者：吉川春子、藤園淑子、具島順子、小林淳子。 

２ 和歌山県出身「慰安婦」調査 2017年1月 参加者：藤園淑子、岩本多

賀子 成果：本人のものと思われる墓を発見、女性の母親の知人から話を聞く。 

３ 山形県出身「慰安婦」調査 2017年５月22日～23日（22日-高畠町、23

日-南陽市・赤池温泉）参加者：吉川春子、藤園淑子、棚橋昌代、具島順子、五

十嵐吉美、小林淳子 成果：親族の女性（姪）と面談、本人の遺影に手を合わ

せる。しかしそれ以上の詳しい情報は入手できず、その後の接触を断られる。 

４ 奈良県宇陀郡出身「慰安婦」調査 2017年10月２日～３日 

参加者：吉川春子、藤園淑子 奈良在住の会員の協力で、町議や地元の古老の

協力を得て、寺・役場を調査するも殆ど何の手がかりもないままである。 
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叔父に名簿を託されて              藤園淑子 

 

 叔父（笠置慧眼）から慰安婦の名簿を渡された時、「何するんだ？」と聞かれ

た。私はとっさに返事することができなかった。ただ、「からゆきさん」のこと

は頭にあった。教員退職後、子育てが終わったら、彼女たちを訪ねてみたいと

漠然と思っていた。目的も考えず、本物の名簿が欲しいと言ったのであった。 

 では何故、叔父は私に名簿を渡したのだろうか。それは私が浄福寺（鹿屋市）

を継がず、共産党の活動をしていたからだと思う。戦争に反対してきた共産党

だから、日本人「慰安婦」問題を解決する資料として、姪っ子の私を信じて渡

してくれたのだと思う。 

 軍医としてビルマの戦争に行った体験記「ああ、策はやて隊―私のビルマ従

軍記」には、「戦争とは、こんなにも残酷なものである。だから、私は、戦争体

験者として『戦争は絶対にしてはならない』と声を大にして言いたい。いや、

言わねばならないのである」と書いてある。また、叔父は満福寺（大分日出）の

第 10 代住職だったので、「大無量寿経」の中に出てくる、「兵戈無用（ひょうが

むよう＝兵力も武器も用いる必要がない）」というお釈迦様の言葉ものせている。 

 名簿を託されてから何年の月日が流れただろう。私の人生も離婚、シングル

マザーの道が待っていた。大阪に来た私は、吉川春子先生との出会いがあり、

「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナールでの活動が待っていた。叔父の名

簿の出番であった。 

 2016年から名簿に出てきた日本人「慰安婦」の調査に参加することになった。

熊本、天草、阿蘇、大分、和歌山、奈良、山形へ。ビルマで戦死した人もいる

ので、私は仏壇やお墓に参らせてもらった。 

 日本から遠く離れたビルマのジャングルの中で、野象に踏まれて亡くなった

翠香園の「慰安婦」。人の高さほどの木に、名前も墨痕も鮮やかに「山口ツヤ之

墓」と墓標が建てられていたとある。 

 同じ時、野象に足を踏まれて骨折した八雲荘の「慰安婦」は、無事に故郷に

帰ってきていたが、私たちが調査した時はすでに亡くなっていた。 

 私は同じ女性として、「名簿の中の日本人『慰安婦』」の方たちを性差別して、

闇に葬ってはならないと思う。 
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Ⅶ 他団体と共催のとりくみ 

１ 「ナヌムの家」のドキュメンタリー作成（2012年２～３月） 

「ナヌムの家」に泊まり込み取材。DVDドキュメンタリー「15のときは戻ら

ない－ナヌムの家のハルモニたちの証言」（32分）を作成、販売普及 

２ ４団体共催「ナヌムの家」ハルモニを迎える会（2013年９月22～29日） 

当ゼミナール、日本民主青年同盟、新日本婦人の会、日本アジア・アフリカ・

ラテンアメリカ連帯委員会（AALA）の４団体共催。ナヌムの家の「慰安婦」・李

玉善、朴玉善、姜日出、安所長を迎え、証言と講演会を開催。３会場とも定員

300人。DVD「いのちの証言 ナヌムの家のハルモニ」と記録集の冊子作成  

（１）「ハルモニから若い世代へ―日本軍『慰安婦』問題を考えるつどい」 

（９月23日 日本青年館ホール） 講演：吉川春子 

（２）「政府は今こそ日本軍『慰安婦』問題の解決を」－院内集会 

（９月24日 衆議院議員会館）講演：林博史、渡辺美奈 

（３）「日本軍『慰安婦』問題の早期解決をめざす近畿のつどい」 

（９月 28日 YIC京都工科大学校ホール）主催：新日本婦人の会京都本部、

日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす大阪の会 司会:吉川春子 

３ 「2018連帯のつどいin 加須」（2018年９月８日） 

主催：埼玉 AALA・当ゼミナール、後援：地元新婦人・年金者組合など 16団

体。170名参加。講演：吉川春子 

４ 「2019連帯のつどいin 春日部（「主戦場」を見る会）」（2019年11月２日） 

主催：埼玉AALA・当ゼミナール、映画「主戦場」上映、講演：関原正裕･日朝協

会連合会会長「日本軍『慰安婦』をどう考えるか」400名参加 

５ 他団体との共催による「当会会員による出前講演会」（2019年） 

7/27大田区 共催：大田区新婦人キャロット班 講演：具島順子「『慰安婦』問

題」（72名）、9/15 青森市 共催：青森市母親連絡会 講演：大森典子「戦争と

人権―『慰安婦』『徴用工』問題と私たちの今」（141名）、9/23 弘前市 主催：

憲法９条つがる女性の会 講演：吉川春子「日本人慰安婦が名乗り出られない

のはなぜ―『慰安婦』問題から考える女性の人権」（78名）、9/23 東京 共催：

東京AALA 講演：大森典子「『慰安婦』問題と徴用工問題を考える」（47名） 
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Ⅷ 地方における会員の活動 

１ 群馬県でのとりくみ           吉村姈子（群馬県） 

（１） 新日本婦人の会群馬県本部「男女平等・はたらく女性部会の学習会」 

 学習会（2014年３月・2015年７月・2015年９月の３回連続）を開いた。各

支部の代表者が集まり、毎回20～30人が参加した。主な内容は下記の通り。 

 第1回 ○河野談話をどう考えるか ○日本軍「慰安婦」制度とは ○日本

における司法でのたたかい ○国内の自治体および国際機関と外国の要請決議 

 第２回 ○日本の帝国主義による「侵略と植民地化」のアジア太平洋戦争 

○３つの加害－①南京大虐殺、②「慰安婦」「慰安所」設置、③強制連行（国内

の労働力不足を補う、中国・韓国からの労働者の連行） 

 第３回 ○安倍首相の「70年談話」と「慰安婦」問題 ○国際潮流としての

人権思想の発展と日本 ○女性と戦争 ○日本の女性差別の歴史と今日 

 感想－・「慰安婦」問題は韓国や中国の女性の問題で、気の毒で同情する事件

だと思っていた。・日本では歴史授業で近現代史はほとんど学習しなかった。 

・性教育は教わったことがない。・日本女性の差別の歴史と現状など、多くの疑

問・質問が出る中で、学習の必要を参加者が痛感したとの感想が出された。 

（２） 県の年金者組合女性部の「慰安婦」問題学習会 

 「ナヌムの家」に行かれた参加者もあり、理解が深まって、盛り上がった。 

（３） 新婦人の「かにた婦人の村」見学バス旅行 

 現地では千葉県館山の新婦人の実行委員会の方々の準備で、歓迎の説明会が

おこなわれ、参加者一同大感激。地元の方々の「城田すず子さんが眠る『かに

た』をなんとしても守っていこう」という心根とその苦労に頭が下がった。感

謝と感動の旅行であった。 

（４）吉川代表の講演会（新婦人県本部主催 2015年） 

 100 余名を超す盛況の中で、吉川さんは「慰安婦」問題関連年表をもとに、

参議院での「慰安婦問題の解決を求める３野党法案」の成り立ちと経緯、「河野

談話」をどう考えればよいのか等を詳しく説明され、感動をよんだ。 

これらの取り組みを通して、群馬からの「ジェンダー平等ゼミナール」の入

会者が大量に増えたことは嬉しい。 
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２ 青森で 2つの出前講座 
  五十嵐吉美（青森県） 

2019年９月に青森県では15日に青森市、23日には弘前市で、「慰安婦」問題

とジェンダー平等ゼミナールが関わって講演会が開かれました。19年度総会で

「ゼミナール開催を地方で」の方針にもとづいて実施したもので、交通費、講

演料の負担がないことから、現地実行委員会は積極的に準備を進めました。２

つの集会合わせて220人の参加、新しい会員も増えました。 

 八戸、十和田、むつ、五所川原など広域からの参加を見た青森市の講演会は

県母親大会連絡会との共催、弘前市では「憲法９条つがる女性の会」が主催、

ゼミナールは後援という形で、それぞれの団体の積み上げてきた運動の目的に

そって、講演者ならではのテーマを事前に相談し、以下のようなタイトルとな

りました。 

◆「戦争と人権」－「慰安婦」「徴用工」問題と私たちの今 ＜大森典子さん＞ 

◆日本人「慰安婦」が名乗り出られないのはなぜ？―「慰安婦」問題から考え

る女性の人権 ＜吉川春子さん＞ 

 「東京の集会に参加するのはかなわないのですが、大森弁護士の講演を聞く

ことができてうれしく、何が問題なのかがはっきり…」「家父長制度にふれられ

たことも良かったです。制度としてはなくなったとしても心の中には家父長制

度がまだあるのでは…」「歴史と共に『慰安婦』問題が学べて良かった」「会員

です。ニュースでゼミの開催する学習会や講演会をすごいなぁと思っていまし

た。今回、地方で開催していただき、本当にありがとうございました」などた

くさん寄せられた中にうれしい感想文もありました。「私がジェンダー平等ゼ

ミナールの会員となったのは、三八（三戸・八戸）母連主催の国際婦人デーで

五十嵐吉美さんのお話を聴いたことがきっかけです」と…。 

2012 年、定年退職を機に夫の故郷弘前市に移住、「慰安婦」問題の語り部活

動を開始。その年の10月新婦人弘前支部創立50周年のつどい「憲法とジェン

ダーの視点で新婦人の50年を語る」を皮切りに、新婦人をはじめ母親連絡会、

国賠同盟などで大小の学習会、青森２・11集会、三八国際婦人デー集会、弘前

大学医学生の学習会や最近では青森サークル協議会で報告・討論するなど、時

にDVDを見ながらの語り部、これからも女性の人権問題として続けていきたい。 
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３ 山口県でのゼミナール活動について 

松冨昭子（山口県） 

 

私がゼミナールに関わるようになったきっかけは、６年前に日本母親大会の

分科会に参加し、役員さんから会員勧誘で声をかけてもらった時に始まりまし

た。60歳で正規職員から６時間の再雇用職員になり、すこし時間ができたとこ

ろでした。早速、ゼミナールに加入しました。翌年の沖縄・宮古島の旅に参加

し、沢山の新事実に触れました。ゼミナール旅行後、12月には「終わらない戦

争」を見る会を山口市で開催しました。10数名の参加者でしたが、参加者から

「初めてこのような事実を知り、とても衝撃でした」との感想があり、継続す

ることに確信を持ちました。また、研修旅行で吉川春子さんとお会いし、山口

で講演して頂くことを承諾していただきました。講演は、国際女性デーの集会

の中での講演となり、予想を遥かに超え100人以上の参加者で、保守県山口で

少しでも「慰安婦」問題に関する知識を広げることができました。 

その後、運営委員に誘われ、神奈川にいる娘家族のところに行く口実ができ

たと、引き受けることにしました。毎年開催されるゼミナールの旅に夫や友人

を誘ったり、あるいは毎夏行なわれる平和展に、ゼミナール手作りの「慰安婦

にされた少女」の紙芝居やドキュメント「南京・上海の旅」を上映したりして、

会員を少しずつ増やすことができました。1 つ残念なことは、私が加入する少

し前に、光市に会員が数名おられましたが、私が入る前後に皆さん脱会されて、

今は山口市の方ばかりです。意義は認められても、継続はなかなか難しいなぁ

と思いました。 

運営委員も５年目です。地方でもゼミナールの意義を充分に理解してもらお

うという会の方針の中、2019年に青森県で開催された大森典子弁護士の講演を

2020年に山口でも開催して頂く予定です。 

山口県は県議会議員及び 19 市町議会議員に占める女性議員の割合は僅かに

11.76%です。女性の進出がこれから見込まれます。女性の視点で世の中を変え

ていく時です。役員の皆さんをはじめ、進んだ方々の活動に学びながら、伸び

しろのある山口県でこれからもゼミナール活動を頑張っていきたいと思います。 
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４ ちゃんと話せばわかってもらえる ―語り部 20年― 

   具島順子（福岡県） 

「慰安婦」問題の語り部を始めてちょうど 20年になる。2000年、東京で開

催された日本軍「慰安婦」制度を裁く「女性国際戦犯法廷」に全日程参加。「せ

っかく傍聴してきたんだからお話して」と言われ、所属する新婦人福岡中央支

部で初めての語り部。聞いてくれた友人が「丁寧に話してくださったのでよく

理解できた。それ以降に起った『慰安婦』問題を全部理解できる」の言葉に背

中を押され、以来20年、語り部を続けてきた。語り部は70回を超える。長崎

県や福岡県母親大会・佐賀県国際女性デー。熊本では小中高の先生方の夏の平

和学習会。山口県では光市九条の会に招かれた。「こんな重いテーマで人が集ま

ってくれるだろうか」と危惧されたが60席が満席。公民館の人権学習会・映画

サークルなどなど。消防団の青年の集いでは「『慰安婦』って初めて聴く言葉で

す」と。私は、まず「慰安婦」被害者の声を聴いていただきたいので、「女性国

際戦犯法廷」60分のDVDを視聴していただいていたが、最近は数か国・数人の

証言の「終わらない戦争」を観ていただく。「講演」には90分時間をいただく。

「えっ、そんなに」と打ち合わせでは驚かれるが、「90 分はあっという間でし

た」と納得していただく。配布資料はＡ３で13枚に及ぶ。キム・ハクスンさん

のカミングアウト以来、国内外で「慰安婦」問題で理解していただきたいこと

は山ほどある。河野談話・女性基金・国連勧告・国際決議・裁判・最近の日韓

問題・ドイツの戦後処理・「慰安所」map。兵士の証言は三人、金子安治さん・

近藤一さん、松原勝さん。直接証言をお聞きした方々である。この 20 年、東

京・福岡で「慰安婦」証言集会に参加。多くの被害者の姿に接してきた。訪ね

た「慰安婦」博物館は台湾・韓国、中国の上海・南京・竜陵（雲南省）である。  

当会でも10年、学びを重ねてきた。昨年は嬉しいことがあった。東京大田区の

班員10人の新婦人馬込キャロット班が『知ってほしい「慰安婦」たちのこと』

集会を開催、73人もの参加者があった。私が馬込の新婦人を離れて福岡に帰っ

たのは30数年も前のことなのに昔の仲間たちが沢山聴きに来てくださった。 

多くの体験や学びで自分を鍛えながら歩んできたように思う。今年、85歳を

迎えた。人生最晩年の今、「女性の人権問題」としっかり向き合って生きている

ことを誇りに思っている。 
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５ 愛知・日本軍「慰安婦」問題解決をすすめる会 

                        水野磯子（愛知県） 

会の発足は 2011 年 12月 11日、呼びかけ人代表は各分野で活躍している池

住義憲、石川勇吉、石川賢作、大脇雅子、長峯信彦、西本伸、長谷川一裕、原

山惠子、平山良平、古木民夫、水野磯子、安川寿之輔、山田清文、吉田豊など。

日本の侵略戦争、戦時の加害の歴史、落とせない「慰安婦」問題、一人ひとり

に「慰安婦の会」の立ち上げの話をして賛同を得て、1 年余かけて出発式をむ

かえた。 

私が新婦人愛知県本部の会長をしていた 2006年９月、私たちは憲法公布 60

周年記念韓国平和の旅で、ナヌムの家を訪問し、元「慰安婦」のイ・オクソン

ハルモニの話に衝撃をうけた。日本女性の一人として･･･。県本部会長を退いた

2009年1月、吉川春子さんの愛知ではじめての「慰安婦」講演をうけ、愛知で

も「慰安婦」問題の核となる組織づくりをと、“「慰安婦」問題とジェンダー平

等ゼミナール”の会員づくりとあわせての模索がはじまった。 

2013年４月 28 日、“「慰安婦」ってなあにシンポ”を名古屋市女性会館ホー

ルを350名満杯にして開催。“文弥ありらん”の岡本宮之助さんの新内、シンポ

ジストは吉川春子さんはじめ池住義憲、安川寿之輔の各氏にお願いした。寄贈

された「慰安婦」の大画12枚と公募した「慰安婦」のうたが披露された。 

2014年３月22日、“元「慰安婦」姜日出さんの証言のつどい”は600名で東

別院ホールは超満員。愛知朝鮮学校の中高生たちの朝鮮舞踊で幕開け。ハルモ

ニの証言は参加者の胸に痛くささった。「戦争はいかん！人間の尊厳にかけて、

繰り返してはいけない！」「この歴史的事実を次世代に引き継がなければ･･･」

ナヌムの家館長や韓国領事館の参加もあり、当日の様子はテレビニュースで放

映された。主催は「すすめる会」、県学連、民青、ハムケ(私立高校生)、新婦人

県本部、賛同団体は22団体、個人賛同者は403名に広がった。 

「会」の発足日、水野磯子共同代表をはじめ160人余で、名古屋市栄交差点

で街頭宣伝。以降、毎月第３水曜日正午～１時、金山総合駅を定点に市民と対

話し、署名を訴える“水曜行動”は現在（2020年２月末）118回。会の運営委

員会は２ヶ月に１回。「すすめる会」は皆さまとともに「慰安婦」問題の解決に

向けて、“水曜行動”・“つどい”など世論づくりを大きく広げていきます。 
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    私たちの今後の運動の方向を考える 
 

１ はじめに 

私たちの運動もちょうど10年を迎えた。このささやかな闘いを戦後の大き

な戦争に対する反省と民主主義運動の中に位置づけて見て、これからの運動を

どのような目標で進んでいくべきかについての一つの問題提起をしてみたいと

思う。 

第１章では、「慰安婦」問題が日本社会に立ち現われた1991年当時から今日

に至る歴史を概観したが、この歴史の概観の上にいうならば、第一に、今、日

本社会はどのような社会として日本の過去の歴史に向き合っているかをできる

だけ客観的に俯瞰し、自分たちの立ち位置をまず確認したいと思う。そして第

二に、第１章でも述べたように、この問題は特に日本社会の中の根深い女性に

対する差別意識に根差していることを踏まえ、性に関する人権感覚の向上をめ

ざす運動につながる運動を進めたいと思う。そして第三に、特に次の世代にこ

の問題を正しく継承していくという観点から、何が求められているかも明らか

にしたい。 

 

２ 歴史修正主義の支配する日本社会の歴史認識に対して、歴史の

真実を広める運動を 

 「慰安婦」問題が初めて日本社会に立ち現われてきた時、人々は被害者の語

る事実を率直に受け止めた。しかしそれから４半世紀がたち、この社会は「慰

安婦」とされた女性たちの被害事実を抽象的にしか目にしないようになった。

このような社会の変化にも乗じて、歴史修正主義者はこの問題は、合法的であ

った公娼制度の戦地版であり、「官憲による強制連行」がなければ問題がない、

という言説を繰り返し流している。彼らはこうした歴史認識で日本社会を染め

 

 戦争の反省と「慰安婦」問題の解決、 

ジェンダー平等の実現にむけて 
第３章 
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直すことを「歴史戦」と名づけて意図的に宣伝を行い、教育への働きかけを行

っている。憲政史上、最長となった安倍政権がまさにこの「歴史戦」の先頭に

たち、この言説が歴史的な事実に反するとする証拠を突き付けられても平然と

嘘を繰り返すなかで、日本社会の空気が変わりつつあるといっても過言でない。 

あの戦争で日本軍兵士が占領地の人々に何をしたかは、復員してきた兵士が

語らない限り、リアルに市民の共通の歴史認識になることは難しい。1990年代

になって様々な戦後補償裁判が提起される中でようやく、日本社会はそれらの

事実に向き合うことを余儀なくされたが、その後も加害の歴史に対する認識は

一貫して弱かった。それに乗じて、戦前の日本は間違っていないとする歴史修

正主義者の宣伝が繰り返し流される中で、社会全体が加害の歴史に向き合わな

い社会になりつつある。 

この加害の歴史の中でも、「慰安婦」問題はもっとも「皇軍の名誉」を損なう

ものとして、右翼の攻撃の対象になり、この問題を忘れさせようとする運動の

ターゲットになってきた。このことが象徴的に示されたのが2019年、愛知トリ

エンナーレでの「慰安婦像」展示をめぐる問題であった。この騒ぎは日本社会

の様々な問題を提示したが、特にこの社会がこの問題についてできるだけ蓋を

してみないようにしたいとの願望を持っていることを露呈した。「慰安婦」を生

んだ侵略戦争の実際とアジア諸国に与えた加害事実について、この社会がリア

ルに事実を共有できるように、改めて意識的に歴史修正主義者の闘いに対抗す

る必要があるのである。 

このことは、韓国の徴用工事件の大法院判決とその後に起こった日韓関係を

最悪のものにした安倍政権の対応についてもいえることである。日本の市民も

政権の宣伝に乗じて、あの侵略戦争を支えた植民地支配の実際の姿について、

目をふさぎ、被害者の被害を無視してきた。 

今、私たちは自分の立ち位置を俯瞰するときに、あの戦争の被害と加害、そ

してあの戦争を支えた近隣諸国、とりわけ植民地支配の中で様々な人権侵害を

してきた歴史をトータルに認識し、これからの日本の針路を考える上での指針

にすることを改めてこの社会の中で声を大にして広げていかなければならない

と考える。まさに歴史修正主義者の「歴史戦」を正面から見据えてその誤りを

正すこと、事実に基づく歴史認識をこの社会の共通のものとすることをめざさ



68 

 

なければならないのである。 

   

３ 女性の人権のさらなる発展をめざす運動を 

「＃Me Too」運動の高まり、フラワーデモなど、女性の権利の根幹にある性

に関する人権意識の高まりは新たな社会の息吹を感じさせてはいるものの、こ

の社会には性暴力被害者や性産業で働く人々への偏見やそういう人々の人権を

自分のこととは考えない風潮が依然として根強く残っている。この認識は「慰

安婦」問題についても自分のこととは考えない意識となり、こうした歴史を繰

り返してはならないとする社会の反省力を弱めている。本当に日本社会が「慰

安婦」問題を歴史的な事実として反省したといえるためには、自分の娘にこう

したことが起こったら、と想像できる社会、どんな境遇の人にとっても性の自

己決定権が犯されることは許すことのできない人権侵害であるという常識、あ

るいは「感覚」がしっかりと根付く必要があるのである。 

この流れの中で、第１章でもふれたように、日本社会自身が日本人「慰安婦」

の存在を隠蔽し、その実態解明を妨げてきた歴史を反省し、二度とこうした犠

牲者を生まないためにも、日本人「慰安婦」の実態解明の努力を続けることも

重要である。女性の人権とりわけ性に関する人権感覚を研ぎ澄ます必要がある。 

 

４ 教育の中で 

先に事実に基づいた歴史認識をこの社会の共通のものにしていく必要を述べ

たが、それはしっかりとした歴史認識として次の世代にも引き継がれていかな

ければならないということを意味している。教育を通して「慰安婦」を生んだ

歴史を正しく次の世代に継承することは、「河野談話」の中に明確に述べられて

いることで、これは国際社会に対する日本政府の約束ともいえる事項である。

ところが今、日本の義務教育の中で子どもたちに提供される歴史教科書には、

ほとんど「慰安婦」に関する記述がない。真実を次の世代に継承すること、そ

のこと自身を目標に広く人々と手を組んだ取り組みが求められている。 

 

５ 今後にむけて―戦争のない平和な社会とジェンダー平等の実現へ 

「慰安婦」とされた被害者はやがていなくなる。「河野談話」では一定程度事
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実を認めて謝罪したが、その後、安倍政権がこの「河野談話」を無視し、ある

いはこれに反する言説を繰り返す中で、国際社会から、日本社会はこの問題に

ついて、確固とした謝罪を行ったとは見なされていない。 

今年５月８日、ドイツの敗戦記念日にシュタインマイヤー大統領は、当ゼミ

ナールもかつて訪問したことがある、ベルリンのノイエバッフェ（ドイツ共和

国中央慰霊所）で次のように演説した。彼はドイツが、比類のない犯罪を行っ

たことを記憶する、という営みから解放されることはないということを述べ、

「過去を想起する営みは重荷ではありません。想起しないことこそ重荷になる

のです。責任を認めることは恥ではありません。責任の否定こそ恥ずべきこと

なのです」と述べた。 

翻って日本の実情を見ると、まさに過去を想起しないように、そして責任を

否定する政府と歴史修正主義者の跋扈のもと、日本社会全体がこの恥ずべき忘

却のなかに沈殿しようとしていると言うことができる。 

「慰安婦」問題が提起されてからまもなく30年になる。この間続けられてき

た運動は被害者が亡くなっていくという新たな段階に入って、改めてこの段階

での運動の目標をしっかりと共有して進んで行かなければならないと考える。

その目標はまさにこれまで述べたように、「過去をしっかりと想起し、責任を認

める社会」の実現であり、現在の我々の人権意識を磨くということであり、こ

の社会の認識を次の世代にひきついで行くということである。そのためには、

これまでの闘いの中で不動のものとして残された成果を確認して、それを発展

させることでなければならない。河野談話はそうした貴重な運動の成果として、

改めてその価値を確認し、この談話の歴史認識の不十分なところを発展させ、

女性の人権に対する感覚をさらに磨き、この談話を足がかりに教育の場での更

なる取り組みを進めることでなければならない。 

 

 以上述べてきた私たちの前にある課題は大きい。しかし私たちはこれまでも

ゼミナールに集い、様々な課題に向き合ってきた。これからのゼミナールの活

動もこれまで述べてきた私たちの立ち位置を踏まえて、地道に、しかし確信を

持って進めて行きたいと思う。 

 



 



日本軍「慰安所」マップ 
 提供：アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」（wam） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本軍が侵略・占領した至る所に「慰安所」あり 

日本軍は 1931 年の満州事変以降、日中戦争、アジア太平洋戦争を経

て、1945年の敗戦に至るまで、中国や東南アジア全域を侵略・占領し、

占領地女性に対する拉致、監禁、強姦、強姦殺人が後を絶たなかった。

そこで日本軍は各地に日本軍将兵のための「慰安所」を設置し、日本が

植民地支配していた朝鮮半島・台湾をはじめ、アジア諸国や日本の女性

たちを「慰安婦」（性奴隷）とした。 

「慰安所」(赤点)が置かれた範囲は、北はサハリン（樺太）、中国各

地、東南アジア諸国、当時、日本が委任統治していたパラオ、トラック

島などミクロネシアに至るまで赤線で囲ってある広大な地域に及んだ。 

この地図は、アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」

（wam）が長年かけて公文書や被害女性・元日本兵の証言、裁判資料な

どをもとに「慰安所」の存在を確認し、作成したものである。 

 



 

第 27回ゼミナール 藤目ゆき氏の講演 

 

 

 

 

「アリランの碑」（戦時中、朝鮮

半島から沖縄・宮古島に連行された

日本軍「慰安婦」の碑）と説明する、

土地を提供し、碑を建立した与那覇

敏博氏（2015年 沖縄・宮古島の旅 

Ｐ.48～49参照） 

 

 

下は「アリランの

碑」のそばにある宮

古島に派兵された

兵士「高澤義人氏の

碑文」 

 


	第1章～第3章
	表１＆表４
	表２（Ａ５）
	表３（Ａ５）入稿用

