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今こそ、情報公開法を使って関連文書の全面公開を実現させよう！ 

日韓会談文書・全面公開を求める会 ニュース 
第32号（ 2012年 ８月 ２日） 

《公開シンポジウム特集号》 

   
 

日韓請求権協定

では解決してい

ない！９・11 第 3

次訴訟判決へ！ 

 ７月１４日、港勤労福祉会館で開催された、公開シンポジウム「戦後補償問題は本当

に日韓請求権協定で解決したのか？」（強制動員真相究明ネットワーク、強制連行企業責

任追及裁判・全国ネットワークとの共催）は、約７０人の参加者で熱気あふれるシンポ

ジウムとなりました。このシンポを計画したのは３月ですが、５月２４日に新日鉄、三

菱重工を被告とする強制連行訴訟で韓国の大法院が逆転勝訴判決。「請求権は日韓請求権

協定では消滅していない」と明快に日本企業の主張を覆しました。この画期的な判決を

受けて、実にタイムリーな企画となりました。 

 韓国から参加されたパネリストの金昌禄さんは「２０１２年５月２４日の韓国大法院

判決は植民地責任を棚上してきた１９６５年体制を超えるものである」と強調。国際法

学者の阿部浩己さんは「国際社会の歴史的な潮流は被害を受けた人間の救済や植民地主

義と対峙する方向にあり、それは沈黙を強いられてきたものに価値を与え、過去を再定

義するというものであるとした。そして、韓国大法院の判決はその流れにあるものであ

る」と報告しました。パネリストにも多数の質問が寄せられ、参加者も含めて活発な議

論が交わされました。 

 また、求める会の第２声明には当日までに日韓の２００名以上の方から賛同をいただ

き、「戦後補償は日韓請求権協定では解決していない」という声が広がっています。この

声をさらに広げ、来る９月１１日の第３次訴訟判決では勝訴を勝ち取りたいと思います。 

 ６月２１日には、すでに不開示・一部開示決定が出ている文書のうち、請求権関係等

の重要文書について、再請求を行いました。あらゆる手段を尽くして、墨塗り部分を開

示させ、日韓会談の真相を明らかにする取り組みを一層進めたいと思います。 
 

第 3 次訴訟判決言い渡し～原告の崔鳳泰さんと李容洙さんが参加！～ 

２０１２年９月11日（火） 午後１時15分～ 東京地裁７０３号法廷 

※判決後、記者会見と報告集会を開催予定です（場所は未定）。 
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公開シンポジウム 

戦後補償問題は本当に日韓請求権協定で解決したのか？ 

２０１１年７月１４日（土） 午後２時～午後６時半港区立勤労福祉会館第１洋室 

 

【テーマと報告者のプロフィール】 

 

テーマ１「韓国で公開された日韓会談文書から」 

報告者：金昌禄（キム・チャンノク）さん（韓国・慶北大学校法学専門大学院教授） 

ソウル大学校法科大学法学科卒業。現在、慶北大学校法学専門大学院教授。専門は植民地

期朝鮮の法制史、日本軍慰安婦問題の法的研究、日本の司法制度。著書に『リベラリズム、

日本そしてアジア』（釜山大学校出版部、1999年）、『日本軍「慰安婦」問題に関する国際

社会の動向』（女性部研究報告書、2003年）他。論文に「韓日協定と韓国人個人の権利」（『法

学研究』（釜山大）第43巻第1号、2002年12月）他。 

 

テーマ２「日本で公開された日韓会談文書から」 

報告者：太田修さん（同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授） 

同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授。専門は、朝鮮近現代史。主著に、『日韓

交渉－請求権問題の研究』（クレイン、2003年）、『朝鮮近現代史を歩く』（思文閣出版、2009

年）、共著に田中俊明編『朝鮮の歴史』（昭和堂、2008年）など。日韓会談文書・全面公開

を求める会共同代表 

 

テーマ３「国際法の視点から」 

報告者：阿部浩己さん（神奈川大学法科大学院教授） 

1958年伊豆大島生まれ。早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。現在、神奈

川大学法科大学院教授、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」理事長。専攻は国際法・

国際人権法。主著に『人権の国際化―国際人権法の挑戦』（現代人文社、1998年）、『国際

人権の地平』（現代人文社、2003年）、『抗う思想／平和を創る力』（不磨書房、2008年）、

『戦争の克服』（共著、集英社新書、2006年）、他。 

 

テーマ４「『慰安婦』問題解決を求める運動の立場から」 

報告者：梁澄子(ヤン・チンジャ)さん(日本軍「慰安婦」問題解決全国行動2010共同代表) 

通訳・翻訳業、一橋大学等で非常勤講師。1990年から日本軍「慰安婦」問題に関わる。在

日朝鮮人「慰安婦」被害者宋神道さんの裁判支援を行い、ドキュメンタリー映画『オレの

心は負けてない』製作。現在、「慰安婦」問題の立法解決を求める「日本軍『慰安婦』問題

解決全国行動2010」の共同代表をつとめる傍ら、韓国ソウルで5月5日に開館した「戦争

と女性の人権博物館（WHR）日本建設委員会」の代表として活動。共著に『海を渡った朝鮮

人海女』『もっと知りたい慰安婦問題』『朝鮮学校ってどんなとこ？』他。 
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韓日過去清算の新しい局面 
－2012．5.24．韓国大法院判決を読む－ 

 

金 昌禄（慶北大学法学専門大学院教授） 

 

いままでの韓日過去清算は1965年の基本条

約と請求権協定を中心とする「1965年体制」

によって規定されてきた。ところが、植民地

支配責任という観点から見るとき、「1965年体

制」はとてもあいまいなものであった。その

結果、冷戦終息後の1990年代以降、日本・ア

メリカ・韓国で韓国人被害者たちによる多数

の訴訟が提起された。しかし、それらの訴訟

においては、消滅時効・国家無答責の法理・

主権免除の法理などを理由にほとんど原告敗

訴の判決が下された。もっとも、韓国では韓日会談文書が全面公開され、日本でも一部公

開される成果はあった。2005年韓国政府が、日本軍「慰安婦」などの問題に関しては、請

求権協定にもかかわらず「日本政府の法的責任が残っている」という決定を出したことや、

2011年韓国憲法裁判所が日本軍「慰安婦」被害者の被害救済のために韓国政府が努力しな

いことが違憲であるという決定を下したことも成果といえる。しかしながら、全体的に見

るとき、「1965年体制」は依然基本枠組みとして機能してきた。 

ところで、2012年 5月 24日、韓国の大法院が画期的な判決を宣告したことによって、

韓日過去清算はまったく新しい局面を迎えることになった。三菱重工業と新日本製鉄によ

って強制労働を強いられた韓国人被害者たちがそれらの企業を相手に提起した損害賠償訴

訟の上告審判決において、韓国大法院は、「日帝強占期の日本の韓半島支配は規範的な観

点から見て不法的な強占に過ぎない」と宣言した。また、その延長線上で「請求権協定の

協商過程において日本政府は、植民支配の不法性を認めず、強制動員被害の法的賠償を源

泉的に否認し、それによって韓日両国政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ら

なかったが、そのような状況において日本の国家権力が関与した反人道的な不法行為や植

民支配に直結した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含められたと

見ることは難しい」と明記し、結論的に「原告たちの損害賠償請求権については、請求権

協定によって個人請求権が消滅しなかったことはもちろん、大韓民国の外交的保護権も放

棄されていないと見ることが相当である」と宣言した。韓国のすべての国家機関を拘束す

るこの「法的宣言」によって、日本の韓半島植民地支配に対する全面的な追及のための法

的な土台が整えられた。「1965年体制」はその生命力を失い、韓日間「植民地支配責任」

の追及は新しい出発点に立つことになったのである。 
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植民地支配・戦争被害は日韓請求権協定では解決せず 
 

太田 修（同志社大学グローバルスタディーズ研究科教授） 

 

 今日の日本では、日本と韓国の間の植民地

支配・戦争被害の問題は1965年の日韓請求権

協定によって解決済みであるという考え方が、

日本政府や大手メディアなどによって広めら

れている。しかしその主張は、これまでの日

韓条約研究の成果を無視するだけではなく、

20世紀の初め以来、朝鮮半島の人々によって

形作られてきた、植民地支配は許されるもの

ではないという考えを否定するものであり、

とうてい容認できるものではない。 

 日韓請求権協定で処理されたとされる「請求権」とは何だったのか、日本政府の論理を

中心に、歴史から問いかけたい。この「請求権」は、日本と連合国側が1951年に締結した

サンフランシスコ講和条約第4条aに規定されたものだが、もとより植民地支配の責任、

罪を問うものではなかったことが重要である。 

まずその背景には、連合国側の植民地支配認識と処理方針があった。1947年のイタリア

講和条約やサンフランシスコ講和条約の草案作成過程に見られたように、欧米の植民地主

義は「最初から解放的性質を帯びるよう、人間の自由という基本的なものの考え方」を持

っていたという認識と、植民地主義は戦後の旧植民地の自治と独立により「成就した」の

だから、植民地支配の責任は問われるべきではないという連合国側の方針があった。 

 その上に、日本政府の「植民地支配正当・適法」論、および「各地域の経済的、社会的、

文化的向上と近代化」に「貢献」したとするという「施恵論」「近代化論」が接木されて、

植民地支配の責任、罪を問わないサンフランシスコ講和条約第4条aの「請求権」規定が

形成された。その点で、植民地支配処理問題において日本と連合国側は「共犯関係」にあ

ったと言える。日本政府はこの「請求権」を日本と朝鮮の間の「単なる領土分離の際の国

の財産及び債務の継承関係」から生ずる問題として認識し、植民地支配・戦争被害の責任

を問う道を遮断したのである。 

 こうして、連合国側と日本の植民地主義が支配的な

状況の中で日韓会談が行われ、その中で韓国側は日本

の植民地支配の不当性を訴えることもあったが、基本

的にはサンフランシスコ講和条約の「請求権」の枠組

みが貫徹された。したがって、日韓請求権協定で処理

されたのは、日韓間の「領土分離の際の国の財産及び

債務の継承関係」から生じた「請求権」で、植民地支

配・戦争被害の責任、罪は問われず、補償問題は未解

決だったと言わねばならない。 
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戦後補償問題は本当に日韓請求権協定で解決したのか？～国際法の視点から 
 

阿部 浩己（神奈川大学法科大学院教授） 

  

韓国憲法裁判所・最高裁判所が昨年から今

年にかけて断続的に示した司法判断は、1965

年の日韓請求権協定をめぐる両国間の見解の

相違をいっそう浮き彫りにするものであった。

法の論点に関する明白な不一致が生じている

以上、両国間に「紛争」が存することは紛れ

もない。同協定に基づく韓国政府からの協議

申入れに日本政府が無視を決め込むことは、

条約の誠実な遵守を求める国際法の一般原則

に反する態度というしかない。 

 両国間の紛争が同協定の定める紛争解決手続きに付された場合にどのような結論がもた

らされるかは、予測の域を出るものではない。しかし、紛争の解決にあたり協定の文言が

国際法の規則に従って解釈されなければならないことは、はっきりしている。具体的には、

協定の趣旨・目的、関係合意、準備作業、両国を拘束している国際法規則等を踏まえて解

釈されなくてはならないということである。 

 この観点からすると、同協定が日本軍「慰安婦」問題等にかかる請求権問題を射程に入

れている、と解することは困難といわなくてはならない。のみならず、同協定は、締結時

ではなく紛争が生じた今日の水準に照らして解釈されるべきものであり、必然的に国際人

権法の現代的発展に適合すべきことを要請されることになる。 

国際人権法は近年、「過去の不正義」と対峙するために様々な理論的・実務的営為を積み

重ねている。「時の壁」を突破して、過去の不正義を今日の人権保障の土俵に引き入れてい

く営みである。日本の戦後補償問題は多くの国際人権機関で取り上げられ、連綿たる是正

勧告の対象になっているが、なかでも自由権規約委員会は「慰安婦」制度について日本に

「法的責任」がある旨を明言している。人権侵害が過去に行われたものであっても、その

不正義を調査し、責任者を処罰し、必要な賠償措置を講ずることは「現在の義務」という

わけである。日韓請求権協定の解釈は、こうしたダイナミックな国際人権法の展開も考慮

して行われなくてはならないものである。 

同協定をめぐる議論は、最終的には、植民地支

配の問題にたどりつかざるをえまい。過去の不正

義の最大の温床というべき植民地支配は、真に公

正な世界を築くために 21世紀国際社会が避けて

通れぬ課題といってよい。日韓請求権協定にかか

る紛争は、そうしたグローバルな次元で表出する

根源的な問題とも連動しながら、私たち市民に責

任ある行動を迫るものとしてある。 

 

 



 6 

韓国憲法裁判所決定後の日本軍「慰安婦」問題解決運動 

梁澄子（日本軍「慰安婦」問題解決全国行動2010 共同代表） 

 

 昨年8月30日の韓国憲法裁判所決定後、1

年間の動きを振り返っておきたい。 

 韓国外交通商部は、憲法裁判所決定を受け

て9月15日と11月15日の2度にわたって日

本政府に二国間協議を申し入れたが、日本政

府はこれに応えていない。そして、あらゆる

機会に「法的には解決済み」という従来の姿

勢を繰り返してきた。そのような中、昨年10

月のソウルでの首脳会談では「慰安婦」問題

に言及しなかった李明博大統領が、12月の京

都での会談では会談の大部分を割いて「慰安婦」問題の優先解決に言及。野田首相も「知

恵を絞る」と応答するに至った。これには、直前の12月14日、韓国水曜デモ1000回に呼

応して国際的なキャンペーンを繰り広げ、世論を盛り上げた運動の力があった。 

 そして今年5月に北京で開かれた首脳会談の場で絞った「知恵」の中身が示されるかと

期待されたが、結局は何らの言及もなく終わった。これについて5月12日付『北海道新聞』

は、①首相による李明博大統領への謝罪、②駐韓大使による被害者への謝罪、③日本政府

による補償などが検討できると事前に示したが、韓国政府に受け入れられなかったと報じ

た。しかし、6月1日、玄葉外相は報道の内容を否定した。 

 被害者たちが望む解決は、①事実認定と真相究明、②公式謝罪、③国家賠償である。こ

れには国の責任を認めることが大前提となっているが、この間に日本政府がおこなってき

たことは、駐韓大使館前の「平和の碑」（少女像）の撤去申し入れ、戦争と女性の人権博物

館に対し韓国政府が国内の法令に則って支援金を支給したことに対する抗議、米パリセイ

ズパークに建てられた「慰安婦」追悼碑に対する事実上の撤去要請など、国の責任を認め

るどころか、事実自体を認めないものだ。憲法裁判所判決や大法院判決に見るように、韓

国は司法も大きな変化を示しており、これに従って行政府も変わりつつあるように見える

が、日本は司法、行政ともに何ら変わらない

姿を示している。日本政府は、小手先ではな

く、戦後一貫してきた姿勢の根本的な転換を

韓国から迫られていることを認識しなければ

問題の解決は永遠に来ないと思われる。 
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質疑応答より 
 

Ｑ 韓国政府は、２００５年８月２６日見解（評価）は変更しないと言っているようだが、

この立場は変らないか。また、対日抗争期強制動員真相調査支援委員会は、財団設立とそ

こへの２＋２出資で解決を図るべきと考えているようだが展望はあるのか。 

 

金昌禄：見解は変更する必要がある。２００５年見解は狭すぎる。もっと広く植民地責任

という観点から整理しなおす必要がある。財団の話は大法院判決が出る前のことだ。法的

責任追及が難しい、被害者に残された時間が残されていないという認識の上で、韓国政府・

企業、それと日本政府・企業が共同で財団を作るという話だが状況は変った。もちろん財

団の設立という方向が望ましいが、日本政府はそういう認識を持っていないと思う。２＋

２という解決の展望はそういう現実を踏まえると必ずしも明るくない。しかし、解決のた

めの色々な措置の必要性は大法院判決によってもっと求められる状況になった。 

 

Ｑ 請求権協定の破棄という選択肢はありうるのか。 

 

金昌禄：今までは考えたことはなかったが、去年の憲法裁判所の決定と今年の大法院の判

決によって全く不可能なことではないということになった。憲法裁判所が請求権協定に基

づいて問題解決のため紛争解決のために努力すべしという判決を出し、韓国政府がそれに

基づいて日本政府に要求したが日本政府は全く対応しない。そうなると、請求権協定その

ものが機能しない状況になるわけで、韓国政府からの破棄宣言は全くありえないことでは

ない。大法院判決があるので、そういう要求が内部から生じる可能性がもっと大きくなっ

た。もちろん、破棄は韓国政府としては大きな外交的負担になるので、実現するかどうか

は今ははっきり言えないが、その可能性を考えざるをえないほど韓日間の過去清算問題は

現実味を持つ課題となった。なんとかしなければこれからの韓日関係はもっと難しくなる

可能性がある。 

 

阿部浩己：請求権協定には条約をどう終わらせるかとかどうしたら離脱できるかとかそう

いう規定はない。ではこの条約を一方がやぶった場合、本当に全く守る気がない場合、そ

れでも条約に拘束され続けるのか。条約法に関するウィーン条約に次のような規定がある。

「二国間の条約につき、その一方の当事国による重大な違反があった場合には、他方の当

事国は当該違反を条約の終了又は条約の全文もしくは一部の運用の停止の根拠として援用

することができる」。つまり、相手方が条約を守らないなら条約を終了あるいは一部の運用

を停止するということはやっていい。「重大な違反」とは何かというと条約の趣旨目的の実

現に不可欠な規定についての違反ということなので、協定３条をまったく守らないという

ことであれば不可欠の規定の違反ということになる。条約を終了あるいは一部の運用を停

止するぞという主張をしても国際法的にはおかしくない。ただそのような主張をするかど

うかは政治的な選択ということになる。 



 8 

2012年6月25日 

日韓会談文書・全面公開を求める会 

 

みなさまへ 

 

本会声明「戦争および植民地支配に対する日本の責任問題は 

日韓請求権協定で解決していません」への賛同のお願い 

 

 1965年に日韓基本条約および諸協定が締結されてから、今年で47年になります。しかし、

日本軍「慰安婦」、朝鮮人被爆者への加害など、「人道に対する罪」を含む、戦争および植

民地支配に対する日本の歴史的責任の問題はいまだに解決していません。 

このような現状に鑑みて、本会では2012年3月6日に声明「戦争および植民地支配に対す

る日本の責任問題は日韓請求権協定で解決していません」を発表し、6月20日にその要旨を

簡潔に明らかにした第2声明を発表しました。 

韓国では昨年8月30日の憲法裁判所決定に続き、今年5月24日の大法院判決により、日韓

基本条約および諸協定によっても、上記の日本の歴史的責任の問題が未解決であることが

示されました。しかし、日本においては、政府ばかりでなく、多くの人々が「完全かつ最

終的に解決済みである」と考えています。 

本会はこのような日本での認識を改善し、日本の歴史的責任の問題の解決を目指す運動

に取り組んでいます。そのために、志を同じくする団体および個人の皆さまと幅広く連帯

し、この目的を達成したいと考え、第２声明を多くの皆様のご賛同の下、「共同声明」と

して公表したいと思います。 

 ご賛同いただける方や団体は下記まで賛同者名、賛同団体名をご連絡下さい。また、団

体および個人名の公表可否についてもお知らせ下さい。なにとぞ、よろしくお願い申し上

げます。 

 

メール： nikkanbunsyo2012@yahoo.co.jp  

ＦＡＸ： 03-5241-9906 
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2012年6月20日 

日韓会談文書・全面公開を求める会 第2声明 

 

戦争および植民地支配に対する日本の責任問題は 

日韓請求権協定で解決していません 

 

 韓国では、2011年8月30日の憲法裁判所決定に続き、2012年5月24日に大法院判決が

下されたことで、日本の歴史的責任の問題が、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関す

る条約」（日韓基本条約）および諸協定によっても、未だに解決されていないことが示され

ました。 

 1965年に日韓基本条約および諸協定が締結されてから、今年で 47年になります。しか

し、「人道に対する罪」を含む、戦争および植民地支配に対する日本の歴史的責任の問題が

未だに解決していない現状に鑑みて、次のように声明します。 

 

（１）「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との

間の協定」（以下、日韓請求権協定）で、日本の歴史的責任の問題は解決していません。 

 

 日韓請求権交渉の基礎となった対日平和条約第 4条は、分離地域の財産処理に関する請

求権（債権を含む）が対象であり、戦争や植民地支配に起因する責任や賠償について定め

た規定ではありません。日韓請求権交渉でも日本側は当初、在朝日本人財産に対する請求

権を主張しましたが、同条ｂ項により否定されました。韓国側が請求した個人請求権も未

払い金、供託金、労働時の負傷や死亡に対する補償金などでした。 

 そもそも日韓基本条約および諸協定には、「日中共同声明」や「日朝平壌宣言」に見られ

る歴史認識が欠けており、日本が朝鮮を植民地支配したことについて、謝罪や反省をする

文言は一切含まれていません。さらに、日韓国交正常化以後の裁判や国会答弁において、

日本政府は個人の権利消滅について曖昧な見解を示し続けています。 

 

（２）朝鮮人被害者は現在も救済されていません。 

 

 日韓国交正常化以後、韓国において財産処理に関する補償措置が実施されました。しか

し、朴正煕政権期の措置は財産補償と死亡者に対する弔慰金に限定された、きわめて不十
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分なものでした。盧武鉉政権期の過去清算事業の一環として、朝鮮人被害者に一定の追加

的補償金が支払われましたが、それはあくまで生活保障のための支援金であり、日本側が

償うべき戦争や植民地支配による被害に対する賠償ないし補償でないことは言うまでもあ

りません。 

 日本政府は在日朝鮮人および台湾人元軍人・軍属への一時金拠出や日本軍「慰安婦」被

害者への｢アジア女性基金｣設立などの対応を余儀なくされました。しかし、これらはいず

れも日本政府の法的責任を認める措置ではなかったため、多くの被害者に受け入れられま

せんでした。そして、現在も日本政府は「痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持

ち」を表明した「村山談話」を引き継ぐとしながらも、依然として請求権問題が日韓請求

権協定で「完全かつ最終的に解決済みである」として、「村山談話」に見合った政策を打ち

出していません。 

 

（３）今こそ日本の朝鮮支配に対する歴史的責任を果たさねばなりません。 

 

日本政府は日韓請求権協定で｢完全かつ最終的に解決した｣とする見解を見直し、「村山談

話」に即して、朝鮮植民地支配の不法かつ不当性を認定しなければなりません。そして、

その認識を基礎として、日本政府は率先して朝鮮人被害者を救済することにより、被害者

の尊厳を回復させなければなりません。被害者の人権回復は日本政府が戦争および植民地

支配に対する歴史的責任を果たすことによって、はじめて実現するのです。 

 朝鮮人被害者は大韓民国に居住する人々ばかりではありません。日本政府は日朝国交正

常化交渉において、朝鮮民主主義人民共和国に居住する人々に対する歴史的責任を果たさ

なければなりません。 

そして日本政府は、在日朝鮮人の権利状況を改善することにも積極的に取り組むことで、

平和の実現に寄与すべきです。「高校無償化」制度における朝鮮学校差別を無くすとともに、

在日朝鮮人の民族的権利を保障しなければなりません。 

日本国憲法前文には、「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」と謳っ

ています。私たちはこの精神に即して、日韓請求権協定によって解決されていない諸問題

に真摯に取り組み、戦争および植民地支配に対する歴史的責任を果たすことを、日本政府

に要望します。
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６月２１日に日韓会談文書１３６文書を外務

省情報公開室に再請求しました！ 

 
 事務局長・情報公開請求代理人 山本直好 

 

去る６月２１日、すでに不開示（一部開示）決定が出ている日韓会談文書のうち、全面

不開示文書及び一部不開示の請求権関係文書で作成年月日が交渉がつめの段階に入ってい

た１９６０年代のものを中心に１３６文書を情報公開法に基づき再請求を行いました。 

現在の情報公開法では裁判所にインカメラ手続き（実際に文書を見る）が認められてい

ませんが、インカメラの権限を持つ情報公開審査会の審査により裁判所の判断より進んだ

結果となる可能性もあります。裁判と同時に行政手続も重要な意味を持っているのです。

実はすでに決定のあった文書については、異議申し立ての手続きが行われていますが、請

求人が日韓の数百人に及び手続き上の理由から審査に入ることができていません。 

また開示決定から数年が経過し、その間に韓国の昨年８月の憲法裁判所決定や今年５月

２４日の大法院判決で、「日韓請求権協定では解決していない」という韓国の司法判断が示

され大きく情勢が変わっています。再請求により改めて審査を行った結果、前回では不開

示となった箇所も開示となる可能性もゼロではありません。 

以上の理由から、請求人を共同代表の田中宏さん、太田修さん、吉澤文寿さん、事務局

長の山本直好、前事務局長の小竹弘子さんの５名に絞りました。また、日韓会談文書は竹

島問題や在日韓国人法的地位問題など課題が多岐にわたり、不開示理由も個人情報や電話

番号の場合も多いため、優先度の高い文書に絞っての再請求としました。 

 

不当にも「裁判で係争中の文書は請求できない」等と受理保留とした情報公開室 

 

６月２１日に情報公開室に請求書を提出したところ、理由の説明もなく３０分以上も待

たされました。そこで再度呼び鈴を押して係員を呼び出したところ、奥から男性の係員が

厳しい表情で出てきて、開口一番「この文書は裁判になっている文書ですよね」と言いま

す。「それがどうかしたのか」と答えると、「文書を管理する北東アジア課の担当者がいな

いので分からないが、裁判で係争中の文書は請求できない可能性がある。」というわけです。

「受理した上で、却下するならすればいい。我々は次の手続きに進むだけだ」と追及する

と、「今日は受理できない」の一点張り。 

それだけではありません。「文書が１３６あるのに印紙が３００円分しか貼っていない。

文書の数分必要だ」などと言います。請求書の説明には枠内に文書の特定ができるように

書けとしか書いてありません。これはもういちゃもんです。 

ところが、その翌日に「北東アジア課と協議し受理することになった」と受理通知が送

られてきたのです。あの対応は何だったのでしょうか。 

 

「一部は８月２０日までに、残りは平成２５年１月２０日までに」と延期通知 

 

７月２３日、「一部は８月２０日までに、残りは平成２５年１月２０日までに決定する」

との「延期通知」が送られてきました。すでに決定されている同じ文書なのになぜ時間が

かかるのか。きちんとした再審査でさらなる開示が行われるよう期待したいと思います。






