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2月20日、衆院予算委員会に
河野談話の作成に関わった石
原信雄元官房副長官が参考人
招致され、菅

す が よ し ひ で

義偉官房長官が談
話の根拠となった元慰安婦の証言
内容を検証する意向を表明するな
ど、同談話見直しに向けた機運が
高まりつつあります。

署名用紙は党公式ホーム
ページからダウンロードでき

ます。署名は党本部にて取りまと
め、内閣府を通じて内閣総理大臣
宛てに要請を行う予定です。

幸福実現党 4月5日（土）必着
幸福実現党本部	
〒107-0052	東京都港区赤坂 2-10-8	電話 03-6441-0754

署名用紙は
党本部に送付ください

「河野談話」とは？
1991年、韓国の元慰安婦らが補償を求めて日本
政府を提訴。日本政府の調査では、旧日本軍や
官憲による強制連行を裏付ける資料は見つからな
かったものの、元慰安婦の聞き取り調査に基づき、
当時の河野洋平官房長官が93年８月に河野談話
を発表した。慰安婦募集について、「官憲等が直
接これに加担したこともあった」などと強制性を
認め、「心からお詫びと反省の気持ち」を表明して
いる。なお、2007年、第1次安倍内閣は「政府	
が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわ
ゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらな
かった」との答弁書を閣議決定した。

幸福実現党では、「『河野談話』の
白紙撤回を求める署名」を
呼び掛けています

よる慰安婦の強制連行を裏付ける証拠は見つ
かっていません。最近では、談話の根拠となっ
た元慰安婦への聞き取り調査自体がずさん 
極まりないものであったことに加え、談話の文
案作成への韓国側の関与も明るみになってい
ます。
河野談話を利用して、韓国は「旧日本軍が

性奴隷として約20万人の女性を強制連行し
た」とのプロパガンダを展開。それが、あた
かも「事実」であるかのように国際社会を一人 
歩きし、日本の国益を著しく損なっています。
菅官房長官は、元慰安婦の聞き取り調査を
検証する意向を表明しましたが、聞き取り内
容の再調査もさることながら、根拠も正当性
も欠く河野談話を早急に撤回すべきです。
元慰安婦による証言の事実関係を何ら検
証することなく、卑屈な外交姿勢から談話発
表に踏み切った河野氏の罪は、あまりに重い
と言わざるを得ません。

大東亜戦争の真実
「先の大戦で日本はアジアを侵略した」との
歴史認識の下、中国は首相の靖国参拝を「戦
後秩序への挑戦」と非難し、韓国は全米各
地に従軍慰安婦像を設置するなど、反日攻勢
をエスカレートさせています。
しかしながら、戦前・戦中の日本を「悪」と

する歴史観は、日本弱体化をもくろむ戦勝国、
とりわけ米国により広められたものであること
は明らかです。米国は、東京大空襲や広島・
長崎への原爆投下による民間人の大量虐殺
を正当化するために、「日本悪玉論」を広める
必要があったのです。
また、大東亜戦争を日本の侵略戦争とする
見方はあまりに一方的にすぎます。欧米列強
による人種的偏見に基づいた植民地支配に対
して敢然と立ち上がり、アジア解放の戦いを

挑んだのが、かつての日本人であったのです。
また、列強による経済封鎖や共産主義陣営

による工作などを受け、日本が自衛戦争に追
い込まれた面も見逃してはなりません。

歴史問題をめぐる
日本の名誉回復を急げ
つまり先の大戦は、大川隆法総裁が「大
川談話－私案－」で解き明かしたように、「欧
米列強から、アジアの植民地を解放し、白人
優位の人種差別政策を打ち砕くとともに、わ
が国の正当な自衛権の行使としてなされたも
の」と解釈するのが、公正な歴史認識にほか
なりません。先人たちを、占領政策に基づく
戦後的価値観から断罪するのは、決してフェ
アな態度ではないのです。
歴史認識の見直しに向けた動きを、「歴史
修正主義」と非難する向きもありますが、日本
政府は、同盟国である米国はもとより、国際
社会に向けて、正しい歴史観に立脚したわが
国としての考えを堂 と々示すべきです。日本の
誇りを取り戻すべく、国家としての名誉回復に
幸福実現党は全力で取り組みます。

1 993年、河野洋平官房長官が、慰安
婦募集に際して旧日本軍の強制性を
認めた河野談話。石原元官房副長官

は衆院予算委員会で、韓国側の要求で行わ
れた元慰安婦16人の聞き取り調査について、
談話作成に当たり、証言の裏付け調査をしな
かったことを明らかにしました。

根拠なき河野談話
そもそも日本政府の調査では、旧日本軍に
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大川隆法「公開霊言」シリーズ 最新刊
日本の誇りを取り戻す！

国際社会に向け
真実の歴史観

の発信を

 機運高まる「河野談話」見直し

米カリフォルニア州グ
レンデール市に建て
られた従軍慰安婦像。
在米韓国系団体の主
導により、全米各地
に同様のモニュメント
設置が進められようと
している。

写真：Yonhap/ アフロ
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―映画「北朝鮮強制収容所に生まれて」
で描き出される地獄絵図には、思わず言葉
を失ってしまいました
北朝鮮の強制収容所の中でも、生涯、そ

こから出ることが許されない「完全統制区域」
で、収容者の“表彰結婚”（注）によって生まれ
た申

シン

さんは、生まれながらにして政治犯とし
て扱われます。最初の記憶は、公開処刑の
銃声の音だといいます。食事はわずかなトウ
モロコシと白菜汁。空腹に苦しみながら、6歳
にして炭鉱での重労働にかり出されます。
強制労働や拷問、性的虐待が日常的に行

われる収容所では、すべての自由が奪われ、
規則を破れば「即射殺」。家族同士の監視も
義務付けられ、密告が奨励されます。申さん
は14歳のときに母と兄を「脱走を企てている」
と密告し、目の前で母は絞首刑に、兄は銃

殺刑に処されます。
実は6年前、私は申さんの

著書『収容所に生まれた僕は
愛を知らない』を発刊直後に
読んでいたんです。収容所で
知り合った男性から、「歌」と

いうものの存在を初めて教わったエピソード
が印象的でした。二人は脱走を決意するの
ですが、男性は高圧電流が流れる鉄条網に

が上映されないとのこと。強硬な反日姿勢や
中国への傾斜など、朴

パク

槿
ク ネ

恵大統領の外交は
常軌を逸しています。韓国政府が自由主義陣
営と手を握り合わなければ、北朝鮮主導によ
る朝鮮半島統一という最悪の事態にもなりか
ねません。
―対談で印象に残ったことは何でしょうか
申さんから、「神がいるのであれば、なぜ

北朝鮮のような国が存在するのか」、また「毎
週、キリスト教の教会に通い、『人間は罪を
背負って生まれてきている』と教わっているけ
れども、それは、『生まれながらの政治犯』で
あることを強いられた収容所の生活と同じで
はないのか」と、原罪思想について問いかけ
られたんです。
私は、転生輪廻の観点から見たときに、不

公平や不平等に見えるような人生も必ず報わ
れる日が来ること、悪が放置され続けることは
ないことをお伝えしました。人生の不条理に
苦悩する申さんを前に、「彼の疑問に答える 
ことができるのは私たちしかいない」と使命 
感を新たにしました。幸福実現党の背骨であ
る宗教的な価値観、仏法真理というものが 
これからの世界の大きな希望になることを感じ

ました。
また、幸福実現党には日本と韓

国、自由化された北朝鮮、中国を
リニアで結ぶ構想があることをお話
しすると、申さんが「そんな事業が
あったら私も参加したい」と、非常
に反応されたのがとてもうれしかっ
たですね。

申さんは、収容所ではつらいことばかりだっ
たけれども、故郷の山や川、星空が本当に美
しかったと懐かしんでいました。北朝鮮の自
由化は、「すべての人は神仏の子としての霊的
な尊厳を持っている」という視点に立って進め
ていかなくてはなりません。申さんは、新しい
時代を切り開くリーダーの一人になり得る方で
はないかという気がしました。

引っかかって感電死してしまう。その彼の背
中を絶縁体にして、申さんが外の世界に飛び
出していくシーンは、奇跡と言えば奇跡なので
すが、何と表現したらいいのか分かりません。
ただ、完全統制区域から脱出に成功した唯
一の人物である申さんの証言により、世界は
初めて強制収容所の実態を知ることができた
わけです。

こうした形で、ご本人にお話を聞く機会が
来るとは思いもよりませんでしたが、実際にお
会いした申さんは、透明感のある魅力的な青
年でした。現在は韓国で暮らし、国連で証言
するなど、収容者解放のための活動に取り組
んでいます。
―2月17日、国連調査委員会が北朝鮮
の人権に関する報告書を発表。公開処刑な
どの人権侵害や外国人拉致の実態を記載し
ました
報告書では、「これほどの人権侵害がまか

り通っている国は、現代では類を見ない」と非
難しています。しかし、北朝鮮の「人道に対
する罪」を責任追及しようにも、国連常任理
事国には中国が入っているために足踏みするこ
とは分かっています。日米韓が連携して北朝
鮮に対

たい

峙
じ

しなくてはなりませんが、何と韓国
では親北の国会議員の反対により、この映画

釈党首と申東赫氏の対談の模様は、ネット・オピ 
ニオン番組「THE FACT」でご覧いただけます。

シン・ドンヒョク	 1982年、
平壌の北 80 キロにある
強制収容所「第14号管理
所」で生まれる。2005年、
脱出に成功し、現在は韓
国で暮らす。著書に『収容
所に生まれた僕は愛を知
らない』（ＫＫベストセラー
ズ）、証言録に『北朝鮮14
号管理所からの脱出』（ブ
レイン・ハーデン著／白水
社）がある。

1969年、東京都生まれ。國學院大學
文学部史学科卒業。大手家庭紙メー
カー勤務を経て、1994年、宗教法人
幸福の科学に入局。常務理事などを
歴任。幸福実現党に入党後、女性局
長などを経て、2013年 7月より現職。
http://shaku-ryoko.net/
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幸福実現党 党首

（注）保衛指導員の指示で、模範的な収容者同士を結婚させる制
度。収容者にとっては最高の栄誉だが、夫婦は共に生活すること
は許されず、子供は人民学校を卒業すると母親とも引き離される。

申東赫氏のインタビューを中心に、アニ
メーションを交えながら強制収容所の過
酷な実態を描くドキュメンタリー映画。３
月１日から東京・渋谷ユーロスペース、15
日から名古屋・シネマスコーレ、29日
から大阪・シネヌーヴォで順次公開。詳
しくは公式サイト（http://www.u-picc.
com/umarete/）をご覧ください。
提供：マクザム　配給：パンドラ

地上の地獄である
北朝鮮を
自由化するために

ドキュメンタリー映画「北朝鮮強制収容所に生まれて」の
日本上映を前に来日した申

シ ン

東
ド ン

赫
ヒョク

氏と
1月28日、釈量子党首が東京都内で対談しました。
強制収容所に生まれ育ち、23歳で脱北した
申氏の壮絶な半生を通して、釈党首が感じたこととは―。

インタビュー

ザ・ファクト

「北朝鮮強制収容所に
 生まれて」

大川隆法幸福の科学グループ創始者 兼 総裁
幸福実現党創立者 兼 総裁 絶賛発売中！ 

政治の問題を鋭く指摘し、具体的
な打開策を唱える幸福実現党の 
魅力が分かる万人必読の書。

幸福実現党の父
ユートピア実現への挑戦

未来が見える。
嘘をつかない。
タブーに挑戦する―。

政治革命家
大川隆法 大川隆法の

守護霊霊言

なぜ、いまの日本に生まれ、「幸福の科学」をつくったのか？
そして、なぜ、「幸福実現党」を立ち上げたのか？
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