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クローズアップ現代プラス（2017 年 1 月 24 日放送）  

 

「韓国  過熱する“少女像”問題  初めて語った元慰安婦」  脚本とコメント  
 

醍醐  聰  作成（2017 年 2 月 2 日 記者会見版）  

 

項目番号 経過時間  内  容  (字幕・発言  番組の専用サイトに掲載された脚本より) 醍醐コメント  

1 

0:00～0:24 

イントロ・ナレーション  (語り：浅野真澄。以下「ナレ」) 

 「韓国で過熱する少女像の問題。  

“自分たちの思いを韓国社会はわかっていないのではないか。”   

今回、取材に応じた元慰安婦の女性。これまで固く口を閉ざしてき

ましたが、はじめて胸のうちを明かしました。  

 

2 0:25～0:36 元慰安婦の声  

 「私たちの苦労を韓国の国民は分かっていないのにあのようなこと

(騒ぎ)を起こしている。本当に心が痛みます。」  

 

3 0:37～1:17 ナレ  

 「釜山にある日本総領事館の前に慰安婦問題を象徴する少女像が設

置されて 1 ヶ月近くに。  

（映像）釜山の少女像前で言い争う場面  

 「日韓合意は前面無効だ」  

ナレ  

「一昨年、慰安婦問題をめぐって結ばれた日韓合意。今、韓国社会

は揺れています。  

釜山の少女像前の映像  

「（日韓で）もう憎しみ合うのは止めましょう」  

 「帰ってください。ここから去ってください」  

ナレ  

 「少女像問題の真相に迫ります。」  

 

4 1:18～2:54 スタジオから鎌倉の解説  

 「一昨年（2015 年）の末、日韓両政府で合意に達した慰安婦問題。  

日本政府は、責任を痛感し、心からおわびと反省の気持ちを表明す

るとともに、元慰安婦の支援事業のために１０億円を拠出し、最終

的かつ不可逆的に解決されることが確認されました。日韓関係の最

下線部分について  

 番組のこの箇所で示されたパネルでは、カッコ書

きで「亡くなっている場合は約 200 万円」と記載さ

れている。ここに 10 億円の性格の曖昧さが露見して

いるのではないか？  
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大の懸案となってきた、この問題、その経緯を振り返ります。  

1965 年の日韓国交正常化の際に結んだ協定によって、日本政府

は、法的には解決済みと主張してきました。しかし韓国では、元慰

安婦が訴訟を起こすなど、反発が根強くありました。日本政府によ

る謝罪や償いの事業などを経ても、両国の隔たりが埋まらずにきた

中で、ようやくまとまったのが、この 2015 年、今回の合意でした。 

元慰安婦への支援事業として、１人当たりおよそ 1,000 万円が支

給されることになりましたが、合意成立時に生存していた 46 人の

うち、７割に及ぶ、34 人が受け入れの意向を示し、すでに 31 人へ

の支給が完了しています。しかし、韓国ではこうした元慰安婦たち

の声が伝えられないまま、日韓合意の破棄を求める世論が強まって

いるのです。   

支給を受けた元慰安婦たちは、この事態をどう受け止めているの

か。これまでメディアの取材に応えてこなかった女性や家族が、初

めて語りました。  

 「反省とおわびの証」＝償い金（賠償）なら、生存

者と死亡者に差を設ける理由がない。さらに言えば、

見返り（少女像の撤去・移転）を求める筋合いもな

い。  

 「支援事業」と称することによって生死で差をつ

けるということなのか？  それなら亡くなった元

「慰安婦」の遺族も取材すべき  

 

5 2:55～3:10 画面：元「慰安婦」宅をスタッフが訪問する映像  

 「お邪魔します。こんにちは」  

ナレ  

 「身元を特定されないことを条件に、メディアの取材に初めて応じ

た元慰安婦の女性です。  

日韓合意に反対している元「慰安婦」を取材した

のか？彼女らは取材の申し入れがあれば応じたと思

うが。  

6 3:11～3:30 元慰安婦「おはようございます。」  

スタッフ「（日本語を）覚えているんですね。」  

元「慰安婦」「なんでもできます。酒は涙か  ため息か・・・」  

 

7 3:31～3:39 ナレ「太平洋戦争中、東南アジアに送られたというこの女性」   

8 3:40～3:51 元慰安婦の家族「日本から 1 億ウォンを受け取ったと話したよね？」 

元慰安婦「誰が 1 億ウォンをもらったの？」  

同上家族「このように話していても何が何だか分からないのです」  

左記のような家族とのやりとりを知ると、元「慰

安婦」本人の、日韓合意に関する評価や日本からの

「償い金」の受け取りの意思を本当に確認できたの

か、疑問が深まる。  

9 3:52～4:14 ナレ  

 「日韓合意によって、支援金を受け取った女性。90 歳を超え、認知  

症の症状が出始めたため、直近の記憶が不鮮明になっていました。  

家族は、これまで本人から何らかの補償を受けたいという意思を確

認していたため、合意を受け入れました。」  

こうした家族の発言を聞くと項目 8 と同様、家族

の意思がどこまで本人（元「慰安婦」）の意思を正確

に代弁しているのか、疑問がわく。  

10 4:15～4:30 元慰安婦の家族の話  元「慰安婦」が、お金をもらった意味さえ分からな
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 「「（母は）日本が謝罪して補償してくれるなら、それ以上は望まな

いと言っていました。しっかりしている時にもらっていれば、本人

も気持ちを伝えることができたはずなのに、今は（お金をもらった

意味さえ）分かっていません。」  

い状況の中で、お金を受け取った＝日韓合意を受け

入れた、と見なすのは強引で飛躍した解釈ではない

か？  

11 4:31～4:41 ナレ  

 「今の韓国社会の中で、日韓合意を受け入れたことを表だって言う  

ことは難しいといいます。」  

 

12 4:42～5:07 元「慰安婦」の家族の話  

 「母も事実を明らかにすれば、『あの人は慰安婦だったらしいよ』と  

周囲から白い目で見られ、子孫までも不名誉になってしまうから隠  

してきたのです。そのため、お金を受け取っても、堂々とそう言え

ないのが、つらいです。心の中にしまい悩んでいます。」  

元「慰安婦」の辛い戦後を韓国社会の「冷たい目」、

「差別」に還元する前に、彼女らをそのような境遇

に貶めた直接の原因である日本政府・軍の戦時性暴

力の歴史をなぜ取り上げないのか？  

韓国の元「慰安婦」の悲劇を被害国の韓国社会に

回収させる倫理の荒廃が際立つ場面である。  

13 5:08～6:06 ナレ  

 「戦後、韓国社会からも差別を受け、厳しい生活を強いられてきた

元慰安婦たち。口を閉ざす背景には、日本からの支援を受けたこと

で、厳しい世論にさらされた過去があります。1995 年に日本政府が

発足させたアジア女性基金。総理大臣のおわびの手紙とともに、民

間からの募金などを原資に、元慰安婦に償い金を支払いました。と

ころが韓国では、支給を受けた一部の元慰安婦たちが痛烈な批判に

さらされました。『日本政府による賠償ではない金は受け取るべき

ではない』と、一部の市民団体やメディアが猛反発したのです。」  

アジア女性基金自体についてナレーションの解説

とは根本に違った見方がある（日本政府の公式の謝

罪・賠償でない民間の資金だったため、元「慰安婦」

の間に受け取りを躊躇わせ、分断をもたらしたとい

う見方）も紹介しなければ多角的に論点を伝えたこ

とにならない。  

それ抜きに、韓国の市民団体が元「慰安婦」を追い

詰めたという描き方は公平公正を欠く伝え方であ

る。  

14 6:07～6:14 ナレ「一昨年、両国がぎりぎりの妥協点を探って結ばれた日韓合意」 

映像：日韓合意で握手する両国外相  

 

15 6:15～6:30 岸田外相スピーチ  

 「安倍内閣総理大臣は、日本国の内閣総理大臣として、あらためて

心からおわびと反省の気持ちを表明します。」  

安倍首相のお詫びの実態、真珠湾訪問との落差、

合意後の国会答弁を調査して「お詫び」の誠意を検

証する取材が不可決ではないか？  

 岸田外相の代読、朴大統領との数分間の電話での

「お詫び」で戦争責任の「最終的不可逆的解決」を謳

った日韓合意の倫理的危うさを独自の取材、ドイツ

における戦争犯罪の記憶と継承などと比較考証する

調査報道が欠落している。  

 6:31～6:42 ナレ  

 「合意を受けて、韓国政府が設置する財団に、日本政府が１０億円
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を拠出。元慰安婦たちへの現金支給が始まりました。」  

17 6:43～6:54 画面に日韓合意への評価に関する韓国での世論調査の結果（円グラ

フ）  

ナレ  

 「合意の直後、韓国の世論調査では日韓合意を評価する人が 43％に  

上りました。」  

「43％に上りました」ではなく、「43％にとどまりま

した」と伝えるのが常識ではないか。  

（政府間で合意しにもかかわらず、韓国市民の間で

「合意は悪かった」が 50.7％と過半だったことの方

が重要）  

18 6:55～7:40 ナレ  

「しかし今、日韓合意を破棄し、１０億円の返還を求める声が強ま  

っています。そうした中、今回取材に応じた元慰安婦や家族の中に  

は、日韓合意を前に進め、少女像を撤去すべきだという人もいまし  

た。90 代の元慰安婦の家族です。母親は寝たきりのため、代わりに  

答えてくれました。母親は当時、受けた傷が今も心と体に刻まれ、

苦しんでいるといいます。」  

 項目 8、10 のような状況の元「慰安婦」が多いと

思われる状況で左記のナレーションのような意思を

表明する元「慰安婦」がどれほどいるのか、取材方法

（問いかけ方、本人の意思と家族の意思の異同など）

の検証が必要と考えられる。  

 「元慰安婦といっても十把一からげにはできない」

(奥園、後出項目 23)と言いながら、「お金をもらった

以上、少女像を撤去すべき」という声だけを紹介す

るのは著しく公正さに欠ける。  

19 7:41～8:11 元慰安婦の家族  

 「「やはり（日本側が）本人に直接会って『申し訳なかった』と、ひ  

と言でも謝罪してくれたら、死ぬときに気持ちが和らぐと思うので  

すが、ここまで時間がかかってしまった以上、（お金を）もらったこ  

とで終わりにしてほしい。（お金を）受け取ったのだから（少女像

は）撤去しなければならないと思います。」  

 日本の公式の謝罪を求めていた元「慰安婦」の意

思を紹介しながら、それに応えなかった日本政府の

非人道的対応を追跡するのではなく、「ここまで時間

がかかった以上」「お金をもらったことで終わりにし

てほしい」という元「慰安婦」の諦念に付け入るよう

に日本政府の対応を問わず、合意の行き詰まりの原

因を、もっぱら韓国社会の「過熱」に帰すのは倫理感

覚の荒廃、番組編集の偏向ぶりを際立たせている。  

20 8:12～8:31 ナレ  

「今の中国東北部、旧満州に連れて行かれたという別の元慰安婦で  

す。自分たちの思いと裏腹に、世論が日韓合意の破棄に傾くことに、 

やりきれない思いを抱えています。」  

 元「慰安婦」の「やりきれない思い」の矛先をなぜ

韓国の世論にばかり向けるのか？  元「慰安婦」と

韓国市民を分断する低意が透けて見える。  

21 8:32～9:02 元「慰安婦」  

「私の人生は苦労ばかりで悲しかった。思い出すと涙が出ます。   

慰安婦が苦労してきたことを世間の人たちは分かっていないのに、 

あのようなこと（少女像をめぐる騒動）をやっています。（日本から  

もらったお金を）返すべきだと言ってますが、私は返したくありま  

せん。本当に胸が痛みます。」  

上記 20 と同様。  

韓国の野党や次期大統領候補者の多くは、加害国

日本から受け取る償い金の見返りかのように、少女

像の撤去を要求されるくらいなら、予算で措置して

「10 億円を返そう」と呼びかけているのであって、

「償い金」を受け取った元「慰安婦」に返還を求める

などと言っていない。  
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取材の仕方 (正確な前提情報を提供した上での問

いかけだったのか)、検証が必要  

22 9:03～9:18 スタジオで。鎌倉・奥園のやりとり  

 「自分の思いが、韓国社会に分かってもらえていないという声  な

ぜ、韓国でこういった方の声が届かない？」  

 多数の韓国市民、特に高校生、大学生の行動の根

源にあるのは、自分と同じ年頃に戦場で性暴力を受

けた元「慰安婦」の尊厳を金銭で幕引きしようとす

る日米政府に抗議の意思を突きつけたいという思い

である。  

 そのようなまっとうな意思を虚心に理解しようと

せず、韓国の若者、市民の行動が元「慰安婦」を置き

去りにする行為かのように描くのは何とも穿った卑

しい精神であることか。  

23 9:19～10:10 奥園  

「改めて、一人一人の元慰安婦の方々にそれぞれの思いがあって、 

決して十把一からげにはできないと思うんですが、そうした中で７  

割を超える方々が、この合意を受け入れてくださったということは  

重く受け止めるべきだとは思います。   

ただ、問題はそうした事実が今の韓国の社会的状況の中であまり  

報道されない。そして、決して多数ではない反対の声だけがクロー  

ズアップされていくと。その結果、その当事者を無視した合意であ  

るというイメージが出来上がって、それが一人歩きをしてしまう

と。合意そのものに対する理解も一向に深まらずに、日本国内にも

それが伝えられて、日本でも韓国に対する反発だけが高まっていく

という悪循環に陥っているような気がします。」  

＊そう思うなら、日韓合意や少女像について、違っ

た考えを持つ元「慰安婦」も取材し、その声を伝え

るべきではないか？  

＊7 割の意思はどのような意思か、どのように確認

されたのか？   

＊3 割の意思を置き去りにしてよいのか？  

(参考) 

「今般、日本政府の予算により、全ての元慰安婦

の方々の心の傷を癒やす措置を講じる。」日韓両国

外相の共同会見で岸田外相が発表した文書より。

外務省 HP 掲載）  

＊下線部分は明らかに事実を曲げた発言  

 （参考）韓国の世論調査  

 ・2016 年 12 月の時点で日韓合意を破棄すべき」

が 59.0％（この番組でもパネルで紹介されてい

る。後出項目 36）  

 ・「日本は謝罪したと思わない」84％、「謝罪した

と思う」8％  

 ・「日本政府が合意を履行したかどうかにかかわら

ず、少女像の移転に反対」76％、「合意を履行す

れば移転してもかまわない」10％  

  (2，3 番目は韓国ギャラップ調査、「ソウル時事」

2016 年 9 月 20 日) 
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24 10:11～10:21 鎌倉  

 「７割の方が日韓合意を受け入れて、現金の支給を受けている  これ  

を重く受け止めるべきだということだが、その意味合いはどういう  

こと？」  

＊「戦争犯罪の記憶と責任の継承に『不可逆的最終

解決』があるのか？」というそもそも論をなぜ立

てないのか？  

＊加害国が金銭と見返りに戦争責任の最終決着を被

害国に要求する傲慢さを倫理面、歴史認識の面か

ら、なぜ問題にしないのか？  

25 10:22～10:57 奥園  

  「元慰安婦の方々の年齢を考えると、ほとんど 90 歳前後。これ

は時間との戦いという側面が一層強くなっているというふうに改

めて感じます。そうした中、100％満足できるわけではないんだけ

れども、自分たちのせいで日韓関係がいつまでもぎくしゃくするこ

とが忍びないとか、あるいは死ぬ前にけじめをつけたいとか、ある

いは子どもや孫のために何がしか残して死ねるのならばもらいた

いといったような思いが非常に強くなっているんだと思います

ね。」  

戦争犯罪に関する道義的倫理的責任に「時間との勝

負」はない。  

26 10:58～11:06 鎌倉  

 「当事者の方の思いや時間との戦いがある中で、韓国側の世論の行  

く先はどこなのか？」  

 

27 11:07～11:45 奥園  

 「これは、日本側は法的にはもう解決済みなんだけれども、それを

踏まえた上で、当事者の人々を実質的にどう救済するかということ

を重視する立場なんですが、韓国側はちょっと考え方が変わってお

りまして、それは、日本が国としての責任、国家賠償といったよう

なものをきちんと果たすということが、正義にかなうんだと。それ

は韓国から見た時の正義にこだわって、それを求めるというところ

に重点を置いているというのが韓国側の考え方だと思います。」  

 

28 11:46～11:56 鎌倉  

 「韓国側が考える正義の名において、当事者の方の声が置き去りに  

されている状況が起きてしまっていると？」  

戦争責任を問う「正義」と元「慰安婦」の思いをな

ぜ天秤にかけるのか？  

29 11:57～12:02 奥園  

 「正直に申し上げまして、そういった状況が起きていると考えざる

を得ないと思います。」  

 

30 12:03～12:55 鎌倉  

 「まさに、当事者の思いとは異なる形で少女像が設置されているわ

日韓合意は政府間の合意。それに納得しない日韓

市民が自らの意思を顕示するのは憲法で保障された
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けなんですけれども、改めてその動きを振り返りたいと思います。」 

 「そもそも日韓合意よりも前、2011 年にソウルの日本大使館の前

に、民間団体が少女像を設置しました。これについて韓国政府は、

この合意の際に適切に解決されるよう努力するとしていました。そ

うした中で先月（１２月）、さらにプサンの日本総領事館の前にも新

たな少女像が設置されました。こういった動きを韓国政府が食い止

められない状況が続いているわけなんです。  

日韓両政府で合意したにもかかわらず、なぜ、韓国社会で世論が先  

鋭化しているのか。その背景を探ります。」  

正当な権利。  

 そうした韓国市民の政治的言論を韓国政府が食い

止められないことを非難するのは政府の行為と政府

から自立した市民の行為を区別しない前近代的発

想。日本国内で同じような発言をしたら批判を受け

るはず。  

 韓国政府を批判するとしたら、元「慰安婦」の総意

だけでなく、韓国の民意に逆らって合意を強行した

点である。  

 民意無視の合意が合意後も民意の抗議、抵抗にさ

らされ、履行が行き詰まるのは理の当然  

31 12:56～13:31 映像  パク大統領への抗議デモ・集会の模様  

ナレ  

 「去年（2016 年）秋から韓国社会で続く、パク・クネ大統領への大

規模な抗議デモです。政権のスキャンダルが次々と明らかになる

中、国民の怒りが噴出。大統領を職務停止に追い込み、これまでの

政策すべてを否定する勢いです。」  

 

32 13:32～13:56 映像    

「私たちは少女像を守る会です。」（少女像を設置した学生グループ  

 マ・ヒジンさん）  

ナレ  

 「こうした政治的な空気の中で、プサンの日本総領事館前に少女像  

は設置されました。像を設置した学生グループの中心メンバーで

す」  

 

33 13:57～14:20 ヒジンさん  

 「日韓合意に成果があったとは思えません。被害者は日本政府に金  

や慰めを求めているのではなく、この問題の事実を歴史的・法的に  

認めることを求めています。」  

 

34 14:21～15:33 ナレ  

「学生グループが少女像の設置を試みたのは、先月 28 日。」  

映像「少女像を守ろう。」「日韓合意は全面無効だ。」 「ギャー」（叫

び声）  

ナレ  

「この時、地元自治体は公道に像を設置することは違法だとして撤

合意に反対する韓国の学生・市民の「過熱ぶり」、

日本との「和解」を求める声が韓国内で圧迫されて

いるかのように印象づけようとするシーンと思え

る。  
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去しました。ところが、この動きがメディアで伝えられると韓国中

から自治体に対し、抗議が殺到したのです」  

映像  少女像が車で撤去されるシーン   

ナレ  

 「この時、地元自治体は公道に像を設置することは違法だとして撤

去しました。ところが、この動きがメディアで伝えられると韓国中

から自治体に対し、抗議が殺到したのです。」  

映像（自治体のウェブサイトへの書き込み）  

 「少女像、撤去反対」」親日派の売国奴なのか？」  

ナレ  

 「自治体のウェブサイトには、少女像の撤去を批判する書き込みが

あふれ、苦情の電話も鳴り続けました。地元自治体は撤去から、わ

ずか２日後に少女像が再び設置されるのを黙認せざるを得ません

でした。」  

35 15:34～15:41 街頭での韓国市民  

 「「ニュースで撤去されたと知ったときは残念でしたが、再び設置さ

れて、うれしいです。」  

  

36 15:42～16:01 ナレ（画面には 2016 年 12 月の韓国世論調査の結果を表す円グラフ） 

 「日韓合意に対する、韓国の世論は大きく変化。１年前、４割を超

えていた肯定的な評価が 25％にまで減少。破棄すべきと答えた人

は 59％に上ったのです。」  

 1 年間でさらに合意反対が増えた背景を、それこ

そ「冷静に」検証し、伝えるのがメディアの務めのは

ず  

37 16:02～16:13 ナレ（画面には長峰大使の一時帰国の動画）  

 「少女像が新たに設置されたことに対し、日本政府は大使を一時帰

国させるなど、対抗措置を講じました。」  

 

38 16:14～16:32 菅官房長官会見（録画）  

 「「慰安婦問題が最終的で不可逆的に解決される。日韓両政府が合意  

を責任を持って実施することが極めて重要。（韓国側に）ありとあら  

ゆる機会等を通じて求めていきたい。」  

 

39 16:33~16:42 ナレ  

 「韓国政府は、国家間の合意と世論とのはざまで対応に苦慮してい  

ます。」  

  

40 16:43～16:56 ユン外相  

 「「外国公館の前に造形物を設置するのは、国際関係や儀礼上、望ま  

しくないのが一般的だ。」  

 外国政府公館の近くに外国政府を批判する造形物

を市民が展示するのは、国際関係(具体的にはウイー

ン条約第 22 条)なり儀礼なりに反すると判断された
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先例があるのか？   

韓国側が外交上、どう発言するかとは別に、メデ

ィアは独自に先例なり解釈の実態なりを調査して伝

える必要があるのではないか。  

(脚注)ウイーン条約 22 の 2 の適用が問題になった

3 件の先例の説明  

41 16:57～17:09 ナレ  

 「一方、大統領選挙を視野に入れる野党各党は、世論に迎合する動

きを強めています。」  

日韓合意に反対を表明し、10 億円と見返りに少女

像の撤去を要求されるなら 10 億円を返そうと訴え

るのを「世論への迎合」と決めつけるのは、確かな事

実の裏付けに基づく報道に徹すべきメディアの基本

から逸脱したもの  

42 17:10～17:23 共に民主党(最大野党)ムン・ジェイン議員  

 「「（日韓）両国の間で誠意ある合意が行われたのか疑わしい。とに

かく少女像が日本総領事館の前にあることに意義がある。」  

 

43 17:24～17:40 ナレ  

 「少女像の設置を巡って激しく揺れる韓国社会。この日、日本と良

好な関係を維持すべきだという男性が現れました。」  

 

44 17:41～18:01 男性  

 「「もう憎しみ合うのはやめましょう。」  

ナレ  

 「これに対し、学生グループのメンバーは非難を浴びせました。」   

少女像を設置した学生グループ  マ・ヒジンさん   

「少女像の横に立たないでください。恥ずかしくないんですか。」  

 このような男性が韓国社会でどれほどいるのか？  

このような場面をことさら選び、大写しするのは作

為的と言われてもおかしくない。  

45 18:02～18:14 ナレ  

 「こうした中、韓国のメディアの中には過熱する世論に対し、冷静

さを呼びかける論調も広がっています。」  

＊「冷静さを呼びかける論調も広がっています」と

みなす根拠はなにか？  一紙の社説だけを取り上

げて、このように断定するのは公正公平な解説と

言えない。  

＊この場面に限らず、番組は、  

「合意に反対する市民・野党」  

＝「過熱」  

vs 

過去にとらわれず、日韓合意を着実に  

履行し、この番組に登場したような元  

「慰安婦」の気持ちに寄り添うこと」  
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＝「冷静」  

という図式で編集が貫かれている。  

 しかし、この番組が肩入れしたがっている「冷静

な」議論」の中身は、「時間との勝負論」に見られる

ように、理非の検証を棚上げした陳腐な情緒的「和

解」論である。論説の中身を追わず、  

「過熱」＝邪  「冷静」＝正  

という表面的な印象で正と邪を両断し、正義にこだ

わることが問題の解決を妨げるという論調で番組を

制作するのは、理性を以て任ずるべきメディアの堕

落ではないか。  

46 18:15～18:23 『韓国経済新聞』社説の一節（ナレ読み上げ）  

 「韓国だけが、日本との関係において、過去から一歩も抜け出せな

いでいる。」  

 韓国には 12 の全国紙、9 つの経済紙がある。また

釜山が所在する慶尚堂には 11 の地方紙がある。その

中から、なぜ自国の非を強調する「経済紙 1 紙の論

説だけ紹介するのか？  

47 18:24～18:41 画面：上記の社説を書いたチョン・ギュジエ氏を訪問  

ナレ  

 「社説を書いた、主筆です。今の韓国社会では、被害者としての歴

史を強調し、極端な意見に結び付ける動きが広がっていると警鐘を

鳴らしています。」  

同上  

48 18:42～19:05 『韓国経済新聞』主筆／チョン・ギュジエさん  

 「「選挙戦を控えた政治的混乱の中、極端な主張が数多くなされ、そ  

れがそのまま報道されています。この点をよく理解せずに対応を誤  

れば、さらに深刻な問題になりかねないのです。」  

 

49 19:06～19:29 画面：韓国和解・癒し財団の会議室(去年 7 月) 

ナレ  

 「日本政府から拠出された１０億円をもとに、元慰安婦への支援事  

業を行っている韓国の財団です。世論に左右されることなく、元慰  

安婦の気持ちに寄り添うことが何より大切だとしています。」  

  

50 19:30～20:55 癒し財団理事／チン・チャンスさん  

 「「厳しい世論がある中で 34 人が受け入れました。（元慰安婦は）

満足はしていないものの、ありがたいと思っています。韓日両政府

が協力し、最終的かつ不可逆的に解決するための努力を続けなけれ

ばなりません。」  

 本人の意思を十分確認できない状況で、「お金を受

け取る」＝「合意に納得」と割り切るのは強引ではな

いか？  

 すでに亡くなった元「慰安婦」の意思、合意に反対

する元「慰安婦」の意思を置き去りにしてよいのか？  
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51 19:56～20:07 スタジオから。ソウル支局池端支局長とのやりとり  

鎌倉  

 「現地から最新状況を、ソウル支局の池畑支局長に伝えてもらいま  

す。池端さん、少女像の問題を巡る動き、現状はどうなっています  

か？」  

 

52 20:08～20:54 池端修平ソウル支局長  

 「「私は、毎週抗議デモが行われている、ソウル中心部の広場にいま  

す。パク大統領は、少女像を含む、慰安婦問題の任期中の解決を外

交上の大きな実績としたい考えでした。   

しかし、一連の事件で足元をすくわれ、強硬な市民団体を説き伏  

せるだけの、いわば政治的な体力というものがないのが実情です。 

 それでも大統領の職務を代行しているファン首相は昨日（23 日）、 

少し時間はかかるものの、必ず克服できるよう努力すると強調しま  

した。   

世論を左右するメディアの間でも、元慰安婦たちを置き去りにし  

た合意破棄の主張は無責任だと批判する論調が増えつつありま

す。」  

＊「合意破棄の主張は、無責任だと批判する論調  

が増えつつあります」と伝える根拠は？  

＊「合意破棄を主張すること」＝元「慰安婦」たちを

置き去りにすること、と言う断定は、論理も事実

も曲げる飛躍であり、「合意破棄」を主張する過半

の韓国市民、野党を意思を貶める政治的な公平を

欠く解説である。  

(参考) 

「事実を曲げる」の根拠は項目 23 のコメント  

欄に載せた「韓国の世論調査」を参照してい  

ただきたい。  

53 20:55～21:03 鎌倉  

 「その冷静な対応を呼びかける動きもあるということなんですけれ  

ども、そういった声がどの程度、韓国全体に届いているんでしょう  

か？」  

 

54 21:04～21:42 池端  

 「まだ楽観はできません。と言いますのも、与党も野党も今年（2017 

年）前半にはパク大統領の弾劾が確定して、選挙が前倒しされる可  

能性があるという読みのもと、日本との関係改善よりも大衆の支持  

獲得に必死です。その結果、各党・各候補とも慰安婦問題で日本を

たたく、ポピュリズムに走ってしまっています。この流れを変える

には、まず、韓国の政治家たちがこうした外交問題を選挙に利用す

るのを自制することが不可欠だと思います。」  

「日韓合意」発表の当初から「合意」に疑問を投げ

掛け、合意に反対してきた韓国の野党が、政権与党

の屈辱外交の清算を選挙の争点に掲げることが、な

ぜポピュリズムなのか？  政治的公平から逸脱した

解説である。  

慰安婦問題を利己的政治的動機から報道するシニ

シズムが歴史問題の理解を妨げる一種の「ポスト・

ツルース」報道となっている。  

55 21:43～22:20 鎌倉  

 「ソウルから池端支局長でした。プサンの日本総領事館前に設置さ  

れた少女像が撤去されない状況に対して、日本政府は、韓国駐在の  

長嶺大使らを一時帰国させました。日本国内の世論調査では、これ  

を評価するという声が 50％に上っています。   
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大使の帰任については、現段階では当面、見送る方向となってい  

る状況です。この問題、なかなか出口が見えない状況で、韓国は大

統領選挙を控えている  合意の履行はどうなっていくのでしょう

か？」    

56 22:21～22:54 奥園  

 「残念ですけれども、見通しは明るくないと言わざるを得ないと思  

います。それは、パク・クネ大統領のスキャンダルがはじける中で、 

大統領選挙がいつあるか分からないという状況になってしまいま

したので、有力候補といわれている人たちが、選挙戦略を立てられ

ない状況になっています。その結果、すぐにでも戦って勝てるよう

に、今からフルスロットルで行かざるを得ないという状況に置かれ

てしまっているんです。」  

 

57 22:55～23:04 鎌倉  

「その強硬だというのは、つまり、いつが大統領選挙か分からない

けど、今からパク・クネ大統領ではないキャンペーンを打っていく

ということをせざるを得ないと？」  

 

58 23:05～23:45 奥園  

 「そうですね。パク・クネ大統領を否定して、その上で自分は国民

の側に立っているということを強くアピールして、そのためには国

民の心に響きやすい、そういう主張をする方向に走りがちになって

しまうと。   

その結果、国際合意よりも国民感情という方向に傾きがちになっ  

てしまいます。パク・クネ大統領がそういう状況に陥っている中で、 

この慰安婦問題というのが、大統領選挙を念頭に置いた時に非常に  

有効で手っ取り早い、格好の材料と化してしまっているということ  

が残念ながら言えるんだろうと思います。」  

項目 54 と同じコメント  

「選挙の争点にすること」がなぜ「格好の材料とし

て利用すること」なのか？   

 日韓合意でいうなら、「北朝鮮の脅威への対処」を

掲げて、日米韓の同盟関係の強化という観点を大義

に据えて、歴史認識の問題を政治的次元にすり替え

て、決着を図るよう韓国政府に圧力をかける日米政

府の姿勢こそ、「慰安婦」問題を政治問題にすり替え、

利用するもの  

59 23:46～24:11 鎌倉  

 「日韓関係は今、非常に大事な関係でもありますし、なによりも現  

在、元慰安婦の方々の平均年齢は、およそ 90 歳で、今年１年余り

でも７人の方が亡くなっている状況で、そういった方々にとって

は、今回の合意が問題の解決を見届ける最後のチャンスだとも言わ

れている状況ですね。どうしたら、この合意を進めていけるのか？」 

項目 25 に対するコメントと同じ。  

戦争犯罪に関する道義的倫理的責任に「時間との勝

負」はない。  

60 24:12～24:43 奥園  

 「非常に厳しいんですけれども、この対立が解けずに問題が宙にう  
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いて、事実上、その問題が放置されることになって、慰安婦の方々

が皆さん亡くなってしまうような、そういうことだけは、当事者不

在の最悪のシナリオで、避けるべきだというふうに思っています。  

そのためには、韓国にすべて投げてしまうのではなく、日本側は  

冷静さを取り戻して、合意を前提にして何ができるのか。もう一度、 

当事者に寄り添う原点を忘れずに考えてみる必要があると思いま

す。」  

61 24:44～24:54 鎌倉  

 「当事者にも多様な声があって、それを置き去りにしない、そして、 

冷静に対応することが求められていると。どうもありがとうござい  

ました。」  

 

62 24:55～24:59 画面：視聴者から寄せられた意見・感想の掲示板を大写し   

 
 
（脚注）項目 40 ウイーン条約 22 条の２の適用が問題になった先例  
  「外交関係に関するウイーン条約」第 22 条  
   １  使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。  

２  接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべ
ての措置を執る特別の責務を有する。  

３  使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。    
 

ウイーン条約 22 条の 2 の適用の可否が問題となった先例  
(千葉県立中央図書館宛てのレファレンスに対する同館からの回答にもとづく。) 

 
〔先例１〕在テヘラン米国大使館事件(米国 vs イラン  国際司法裁判所  1980 年 5 月 24 日判決) 

        （判決要旨）  イラン人が米国大使館を襲撃し、大使館員らを人質にして占拠した行為について、イラン政府があらゆる努力でそれを終  
了させる措置を取らなかったのはウイーン条約第 22 条の 2 ほかの義務を履行しない不作為にあたる。  

     本案判決全文  
         ・Dancing in the Rain http://hiro-autmn.hatenablog.com/entry/2016/03/23/142732 
     参考文献  
         ・小寺彰・森川幸一・西村  弓『国際法判例百選』第 2 版、2011 年、有斐閣、126～127 ページ。  
         ・杉原高嶺・酒井啓亘編『国際法基本判例 50』第 2 版、2014 年、三省堂、114～117 ページ。  

 
 〔先例 2〕中華民国大使館前を通る集団的示威行動の進路変更を許可条件とした東京都公安委員会の執行停止が申し立てられた事件  

http://hiro-autmn.hatenablog.com/entry/2016/03/23/142732
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      東京地裁民事第 2 部  昭和 42 年 11 月 23 日判決   
    （判決要旨）申立て許容  
        ・憲法が保障する集団的示威運動による表現の自由は、外国人であっても日本国にあって、その主権に服している者には保  

障される。  
         ・被申立人（東京都公安員会）は、ウイーン条約 22 条 2 項を挙げて、外交使節団が存在する地点を進路に含む本件集団的示  

威行動は公館の安寧の妨害、威厳の侵害に当たるとする。しかし、許可申請された集団的示威行動は一部過激なスローガン  

を記載したプラカードがあったとしても整然とした秩序を保つものとなっており、「公館に安寧、威厳の侵害」を生じるも  

のとは認められない。  

     判決全文  

       ・第一法規法情報総合データベース  〔判例 ID 27603116〕  

 

  〔先例 3〕米国内の大使館周辺で外国政府の評判を貶めるような掲示を出すことを禁止する法律の合憲性が争われた事例  

       Boss v. Barry 事件 (1988) 連邦最高裁判決  485 US 312, 324-29（1988）  

      (判決要旨 ) 法律は違憲  

       ・当該法律はパブリック・フォーラムでの政治的言論に対する内容規制に当たる。  

       ・当該法律は、ウイーン条約第 22 条 2 項が定めた外国公館、外交官の尊厳を守るべき必要性の限度を超えて、個人の政治的  

言論の内容を規制するものと考えられ違憲  

     参考文献  
       ・枦山茂樹「条約に対する憲法の優位性：合衆国と日本」『熊本学園大学論集』2015 年 3 月  


