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慰安婦問題の真実を語る 

国史教科書研究所 金柄憲所長 

その２：「最大限のウソを暴く」（UNクマラスワミ報告書） 

 

（反日銅像撤去デモシリーズ Part18 2020年 6月 23日  

国史教科書研究所  金柄憲所長の講座３ 嘘の根本を探る！より） 

--- 

 https://www.youtube.com/watch?v=07Jql2hqUb4 

 

 皆さん、こんにちは。 

 チャンネル Fujichanの宮本です。 

 

 今回のテーマは金柄憲所長の「最大限の嘘を暴く！」です。 

 (UNクマラスワミ報告書) 

-- 

0:11～ 

今回は、さらに真実糾明の本質に迫ります。 

これで問題の核心がはっきりと見えてきます。 

今この瞬間と未来のため真実を見極める眼と心の 

アンテナを高めていきましょう 

-金柄憲所長登場- 

0:34 

 クマラスワミ報告書が今の大韓民国の慰安婦問題の 

核爆発だったんですよ。本当に！ 

 そこから(クマラスワミ報告書) 

すべてのことが我が国の慰安婦問題の歪曲とか 

慰安婦問題を政治的利用をする根拠になったんですよ。これが！！ 

すべての根拠になってしまって、全ての問題をここに押し付けて、 

ＵＮが認めたんだ！ 

これで解決してしまうんです。 

(それ以上何も言わなくてもいい。) 

でも、これは全部嘘なんです！！ 

クマラスワミＵＮ人権報告書、 

そしてマクドゥーガル報告書 

 

 全部、嘘なんです！！ 

https://www.youtube.com/watch?v=07Jql2hqUb4
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このようなクマラスワミの報告書 

を理解するためには、 

基本的に 

その当時の慰安婦がどんな不義の人を通して 

どんな過程を経てどうやってその場に行ったのか？ 

 

そこに行ったのは行ったんですが、 

果たして彼女たちは皆 

日本軍の慰安婦だったのか？ 

このようなことを 

基本的に知らなければなりません。 

 

今日は、とても初歩的なお話をします。 

この慰安婦に対してしっかりと認識しないと 

いけないんですが、 

慰安婦は、、、 

ここに書いてある字を 

このまま消すとどうなりますか？ 

 

これですね。 

これなんですか？ 

 

女 

 

女性です。 

女性。 

 

男性はこう書きますね。 

 

男がいますが、 

私たちが今お話しをしようとするのは 

女性ですね。 

 

その当時、「国の主権喪失期」。 

私は日帝強占期という言葉を使いません。 
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国権喪失期、 

 

私たちの「国」という主権を喪失した時期、 

１９１０年から１９４８年までですね。 

 

１９４５年の解放以後は、国の主権が奪われたというより、 

アメリカによって国の主権を喪失したのではなく、 

日本統治(日帝)からの喪失がずーっと続いたんです。 

 

よって１９４８年８月１５日私たちが光復するまでは 

私たちが国の主権が無く、私たちが外交権を 

行使することができなく、 

 

その当時の私たちの国は、人が生きていくということには 

全てお金が関係してきますね。 

 

その当時のこの国の経済活動は、 

男たちは主にほとんど皆が労働市場に行くことでした。 

 

何故？ 

学んだものが何もなかったし、 

その次に 

就職する場所がないんですね。 

 

ところで女性たちは？ 

それなりに新女性も沢山いました。 

小説を書いたり、 

その当時の新聞、１９２０年から１９３０年を見たら、 

 

私は小説家になりたい、小説を書いたけれど 

これをどのように発表したらいいのか？ 

 

私は飛行機の操縦士になりたい。 

そうしたらいのか？ 

 

このような悩み相談するのも新聞に沢山でてきます。 
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そして声楽家になりたい、教育者になりたい。 

特に新聞の小説「常緑樹」 

に出てくる蔡永信のような人も沢山 

登場したんですね。 

 

それは、極一部です。そのほかは田舎で農業をしたり、 

重労働をしたり、 

 

しかしそうしながらも、 

解決することができないものがありました。 

それが何ですか、即ち貧困ですね。 

 

貧困 

 

この貧しさのゆえに、お腹がすくから 

人々は自分たちが願わない 

 

意思とは関係ないところに 

追い込まれてしまうんです。 

今も同様です。 

 

仕事に就けなく、貧しさで苦労すると 

自分の意志とは関係なく追い込まれてしまうんです。 

 

特に人権の死角地帯 

奈落の世界に落ちてしまいます。 

 

そうやってこの女性たちが 

主に体を売る女性「娼」。 

この道に落ちてしまう人たちは相当な数になりますが、 

 

どうやってこの道に落ちてしまうのか？ 

 

結局はまず親が娘を売るんですね。 
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親が！ 

何故？ 

貧しさから抜け出るために。 

 

親が売った場合もあったし、その次に義理の弟が 

義理の姉を売る場合もあったし。 

父親が娘を売ったこともあったし 

母親が娘を売ったこともあったし、 

 

新聞を見たら色々なことが出てきます。 

はなはだしくは、嫁に行った娘を家に返って来いと言って 

売り飛ばしてしまったケースもあったし、 

 

その次に新婚旅行に行って帰ったら 

お金が無くなってしまい 

自分の妻を売った場合もあった、 

 

そのような記事もあったんですね。 

 

そのような場合が 

非常によくないところに落ちてしまうですね。 

 

その次に、「私についてきたらよいところに 

就職出来て、裕福に暮らせいい服も着れるし 

一緒に行こう！」 

 

そうすると、田舎では何も知らないんです。 

勉強もしていないし、この広い世間のことどうなっているか 

何も知らないんです。 

 

いい暮らしが出来て、綺麗な服が着れるから 

皆が全部ついて行っちゃたんです。 

 

その人がどんな人なのかも知らないんです。 

でもついて行ってしまったんです。 
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そうやって、就職詐欺でついて行ってしまったんです。 

 

このように２つの部類、親が売ったり就職詐欺で騙されたり 

して、この方向に落ちて行ってしまうんです。 

 

ここに落ちてしまって、では慰安婦とは何か？ 

 

ここからもう一度どこに行くのか？ 

 

国外に行くか、国内で活動する場合があります。 

 

特にこちら（国外）は１９３０年以後、 

日中戦争以後、 

 

太平戦争の時、主に外国に行ったんです。 

外国に行ったケースが大部分日本軍慰安婦ですが 

 

そうだったら、日本軍慰安婦はどのような形で？ 

出て行けば全部が日本軍慰安婦だったのか？ 

 

このようにはっきりと見てみましょう。 

 

これは駐屯地です。 

 

駐屯地慰安所で、だから駐屯地慰安所と言うのは 

日本軍が戦争をしながら山岳地帯 

、民間人がほとんどいない地帯。 

 

そのようなところに慰安所があるんですね。 

 

だったら、駐屯地の慰安所は遠い僻地。 

今でも軍の前線では民間人のいない場所がありますね。 

 

ソウル市の周辺では首都警備司令部、首都防衛司令部 

そのようなものがありますね。 

そして色々な舞台がありますね。 
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民間人と近いところにある場合もあるんですね。 

 

そして民間人たちがだんだん沢山いる地域があるんですね。 

 

そうすると一番下に行けば 

軍の駐屯地が何も無くただそれこそ遊郭 

 

遊郭と言うのはただ慰楽施設です。 

お酒をついだり、 

結局ここでどんなことが起きたかと言うと、 

 

売春行為が起きるんですね。 

ここは事実上民間地域です。 

 

なので上に行けば行くほど軍の管理が 

だんだん厳格になっていくんです。 

 

先ほど、外に出て行った慰安婦たちは 

朝鮮人女性も多かったんですが 

日本人女性もとても 

多かったんです。 

 

日本人女性が一番多かったんです。 

朝鮮人女性も多く、その次に中国人 

周辺の色々な人達。 

 

その次にその現地の女性も 

売春をする人がいるんです。 

 

ここで駐屯地の慰安所では 

 

厳格に管理がされていたんです。 

厳格に！！なぜ？ 

 

この慰安所設立の目的自体が現地の女性に対する 
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強姦を防止し、 

 

その次に軍人たちの性欲を解消するために 

自然に軍の士気の害になる要素の 

性病の防止が出来るんです。 

 

この二つを徹底的に管理したんです。 

 

軍人たちの軍紀が厳格に 

管理されなければならないんですね。 

 

なのでここ駐屯地、完全な駐屯地の慰安所では 

慰安婦たちに対する管理も厳格だったし、 

軍人たちに対する管理も厳格だったんです。 

 

慰安所を運営する抱え主、 

慰安所の主人に対する管理も厳格だったんです。 

 

なので事実上こちらは周期的に 

性病検査をしたんですね。 

 

そして周期的に慰安所の主人たちは 

慰安所を許可した軍部隊に毎日売り上げを 

報告したんです。 

 

そしてうちの慰安所には慰安婦が何人いた。 

何人が病気になった。そして妊娠した人がいた。 

 

これを全部報告するんです。 

 

そしてここでは性病予防のために一般的に言われるサック 

コンドームを必ず準備し使用するようになっていたんです。 

 

もし軍人たちが慰安婦に対して暴力をふるって憲兵に 

申告したら、憲兵は軍人を処罰したんです。 

 



9 

 

ところで、ここからだんだん下がってくるほど、 

軍人たちの管理から離れていくんです。 

 

軍人の管理から離れて行けばここでどんなことが 

起きたでしょうか？ 

 

抱え主による人権侵害が生じてくるんです。 

 

抱え主による！ 

 

この人たちは無所不在です。 

女性たちは抱え主の何ですか？ 

自分達が営業の資産だと思っている慰安婦を 

お金を買ったんです。 

 

何ですか？投資をしたんです。 

投資をしたので自分の利益を出さないといけないんです。 

 

女性たちは人間ではなく商品だったんです。 

（注、抱え主にとって） 

 

なので女性たちがもし性病にかかって 

仕事ができない場合はとてつもない虐待をしたんです。 

 

そして言うことを聞かなかったら虐待し、 

問題をおこしたら虐待し、 

 

場合によっては同じ年の友達同士で 

話もできないようにしました。 

 

そして厳しく統制して逃げられないようにしました。 

 

そうだったら、このクマラスワミ報告書に出てくる話は 

慰安婦の証言集を見れば、どういう証言があるかというと 

 

針を板の上に刺して女性をその上に 
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引きずったという話もあります。 

 

もし駐屯地でこのような事件が起きたら 

これは大変なことになるんですよ。 

 

そして性病にかかった女性は 

そのまま殺してしまうということなんです。 

 

一日に７０名殺したというのです。 

 

そうだったら、果たしてこれが 

駐屯地の慰安所で起きた事件なのでしょうか！？ 

 

そしてまたそのような証拠があるのか？ 

全く全然証拠がないんです！？ 

 

このクマラスワミ報告書にも 

はきりと話しました。何の証拠もありません。 

慰安婦の証言しかありません。 

 

果たして、５０年６０年過ぎた証言を信じることが 

できますか？ 

 

そしてその当時に残した自分たちの日記でもなく 

日記でもありさえすれば信頼できますが 

 

何もありません。 

 

ではこれは誰がしたんですか？挺対協にいる人達が 

対話して質問して返答を受けたんです。 

 

それも再整理をしたんです。 

信頼できますか？ 

出来ませんね。これ！ 

 

これは加工されたものです。 
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しかしながら、ここに出てくる証言は 

特にファン・クムジュ(黄 錦周)という人、先ほどお話しましたが 

６０６号の注射を受けたと！ 

 

６０６号注射が何ですか？ 

梅毒の治療剤じゃないですか？ 

 

それこそ画期的な梅毒の治療剤なのですが 

ところがクマラスワミ証言集では 

ファン・クムジュ(黄 錦周)氏が何と言ったかと 

６０６号注射は避妊薬として出てきます。 

 

６０６号注射をしたら妊娠できない！ 

妊娠した胎児をなくすことができると 

このように書いてあるんですよ。 

 

これなんですよ！ 

 

梅毒と妊娠は全く関係がないですね！ 

もちろん関係はあります。 

梅毒にかかったら妊娠できなくなります。 

 

でも６０６号注射が避妊の薬ではありません。 

６０６号の注射が妊娠中絶の薬でもありません。 

 

それなのに国連の人権報告書に 

そう書いてあるんです。 

 

なので、ここで特に何の話をするかと言うと 

日本軍慰安所で日本軍たちは 

女性たちの人権を蹂躙する方法として性病検査をして 

厳格に管理したと！？ 

 

女性たちの人権を蹂躙したと書いてあるんです！ 

ここに！！ 
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これ、何ですか？ 

 

これ一体どうして！？私は国連でこんな報告書が採択されて 

これで日本に責任を問う！？ 

 

全く理解できません。 

私は日本の側に立つという気持ちではありません。 

 

私は実際、高校を卒業して 

柳周鉉の大河小説「朝鮮総督府」を５冊読んで 

 

太平洋戦争７３１部隊５冊を読んで 

その当時私は日本は○○奴だと思ったんです。 

 

日本は想定するものじゃないとそのように考えたんです。 

 

その後、私は歴史専門家だし、漢文学専門なので 

一つ一つじっくり調べたら、 

これは完全に全部嘘だったんです。 

 

そしてこのクマラスワミ報告書がそれこそ 

ただ一つ性奴隷制 

日本軍慰安婦は性奴隷だ。これを前提として 

 

そこに全てのことを無理やり合わせたんです。 

私はこう考えます。 

 

このクマラスワミと言う人は本当に悪い人だ！ 

 

ここにこの資料を提供した韓国の 

挺対協のユン・ジョンオク(尹貞玉)氏と 

シン・ヘス(申蕙秀)氏、イヒョジェ氏は 

この人たちは本当に天罰を受けなければなりません。 

 

ところがこういう人たちが大韓民国で 
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どういう待遇を受けているかご存じですか？ 

 

大韓民国の女性賞、女性に関した賞は 

皆全部持っていったことでしょう。 

 

これが今の大韓民国の現実です。 

 

これを見ながらそれこそ 

大韓民国は嘘の天国だ 

 

嘘の天国がアメリカの議会、ヨーロッパの議会 

国連の人権委員会まで犯した 

 

物凄い実力の嘘の専門家達の集団だ 

 

このように考えます。 

 

これを私たちは必ず 

正していかなければなりません。 

 

(そうです。拍手) 

15:25 


