
東京学芸部長 岸俊光様 

 
 明治学院大学国際平和研究所の研究員をしております石田隆至と申します。 
 5 月 16 日付「オピニオン 記者の目 日本の難問、外の目生かせ」を拝読し

ました。 
 私自身も花岡「和解」について調べていますので、興味深く拝見しました。 

 
 日本側の歴史認識の問題が大きな注目を集めているいま、「花岡和解」に関す

る研究報告を記事にされたのは、現状に一定の示唆をもたらす要素を持ってい

るというご判断があったものと思われます。事実、李恩民教授の研究を「客観

的なもの」「国際的にみても公平と言えるのではないだろうか」と高く評価して

おられます。 
 同時に「和解に否定的な学者の寄稿を掲載したり」とお書きのように、花岡

「和解」の評価が多様であることも踏まえておられる旨が記されております。

そうであれば、鹿島建設側からも聴き取り調査を行った点が研究に「客観性」

をもたらした、あるいは、加害者と被害者の「双方の当事者の思いを丁寧に調

べた」点を「国際的にみても公平」と評価されるのは、失礼ながら、いささか

皮相的ではないかと感じました。岸記者の「目」は、読者と発信者をつなぐメ

ディアの「目」でもあるだけに、このような＜まなざし＞が流布することに抵

抗感を覚えます。 
 李教授の研究内容と、それを紹介・評価される岸記者の見解には区別が必ず

しもはっきりしないところがありますので、特に指摘しておきたい記事中の 4
つの論点を通じて、問題だと感じたところを記しておきます。 

 
 第一に、「企業が法的責任は認めないものの道義的責任を認めて謝罪した」と

いう李教授の見解について、岸記者なりの検討はなされたのでしょうか。この

点をそのまま紹介されているのであるとすれば、メディアとしても由々しき事

態ではないでしょうか。 
なぜなら、原告側の弁護団長だった故・新美隆弁護士は、「和解」成立後も一

貫して、和解は「法的責任」を前提にしたもので、それを認めたが故に鹿島が 5
億円を拠出したのだと主張していました。李教授の見解とまるで逆なのです。 
 新美弁護士の見解を引用しておきましょう（強調下線部はすべて引用者によ

る）。 

 
「但し書で、法的責任について触れていますが、これは、鹿島建設側が当初、法的責任

を認めた趣旨のものではないことの確認を求めて来たのに対し、これが拒否された上で表



現されたものであって、法的責任のないことを認めたものではありません。」（和解成立当

日の「談話メモ」） 

 
「被告鹿島建設は、一審以来、一九九〇年の共同発表文中の「責任」の二文字について、

道義的責任であって、法的責任まで承認したものでないことを強く主張してきた。「共同発

表」の再確認条項を受け入れるに当たって、被告は、同発表文が法的責任を認める趣旨で

ないことについて原告側の確認を求めたが、原告側だけでなく裁判所もこれを否定した。

その上で、同意や承認という意味ではないものとして「理解」ないし「了解」の用語が詮

議されてこのように落ち着いたものである。ここで注意すべきことは、この論点は、あく

までも「共同発表」について鹿島建設が法的責任を認めたものかどうかの問題に過ぎず、

本件和解の基礎をなす法的責任（義務）の存否ではないことである。」（「花岡事件和解研究

のために」『専修大学社会科学研究所月報』2001 年 9 月） 

 
「但し書きは、中国人の強制連行・強制労働に関わった鹿島組の法的責任（義務）を免

除するものではないことは言うまでもない」（「花岡事件和解の経緯と意義」『戦争責任研究』

31 号、2001 年 3 月）。 

 
 このように、和解条項第一項の但し書きで鹿島の「法的責任」を認めないと

記されていることをめぐって、新美弁護士は集中的に独自の「解釈」を発表し、

法的責任がベースにあったのだと強弁し続けています。ここで「強弁」という

言葉を選んだのは、その「解釈」が実際の和解条項第 1 項の但し書きからは到

底導けない内容だからです。但し書きとは、「ただし、被控訴人は、右『共同発

表』は被控訴人の法的責任を認める趣旨のものではない旨主張し、控訴人らは

これを了解した」という文言です。字義通り読めば、鹿島の法的責任を確認し

あったとはとても読めません。鹿島の法的責任がベースにあったことが一目瞭

然の内容であれば、新美弁護士もこれほど論理的に破綻した「解釈」を次々に

発する必要はなかったはずです。つまり、新美弁護士は法的責任があったとい

う「解釈」を流し続けましたが、その過剰さがかえって「法的責任の不在」を

物語ってしまったのです。 

 
それを裏付けるように、新美弁護士亡き後、花岡訴訟の代理人として発言の

機会が増え、貴紙にも度 「々和解」評価の論陣を張っている内田雅敏弁護士は、

近年の文章で、花岡和解では「法的責任」を認めてはいなかったという主張を

展開しており、新美弁護士とは異なる見解に立脚しています。 

 
これ〔和解条項第1項の但し書き〕はあくまでも鹿島建設側の見解として両論併記的に記



されたものである。「責任」の理解についての両論併記は後の西松和解でも同様である。

ちなみにドイツの「記憶・責任・未来」財団も法的責任を認めているわけではない。（内

田雅敏「花岡和解から西松和解へ」『立命館法学』333・334号、2010年） 

 
 ちなみに、この「両論併記論」ですが、但し書きでは鹿島が法的責任を認め

ないことを原告側が「了解した」のですから、花岡「和解」には当てはまりま

せん。両論併記であれば、「了解しない」と書くべきところです。担当弁護士と

してきわめて不誠実な説明といわざるをえません。 

 
さらに複雑なのは、新美弁護士自身が、二審開始時に提出した「控訴理由書」

において、道義的責任を持ち出すのは法的責任の否定が目的だと書いて、鹿島

側を批判していることです。 

 
「道義的責任は法的責任を否定した空虚さを埋めるための言葉として使用されているだ

けで、その具体的な内容は一切語られていない。つまり平たく言えば、道義的責任が法的

責任を否定するためのダシとして使われているにすぎない」『控訴理由書』。 

 
つまり、新美弁護士自身は法的責任をベースにした解決をしなければならず、

道義的責任に逃げることはそもそもできないことを以前から主張していたわけ

ですが、「但し書き」で法的責任が否定されてしまったので、必死に取り繕い、

一貫して法的責任をベースにした和解だと主張するしかなかったわけです。道

義的責任だけを取ることは不可能だと以前に自分で書いてしまったわけですか

ら、逃げ道がなくなり、不可解な「解釈」に走ったわけです（その破綻ぶりを

前にすれば、「弁護士に騙された」という原告の耿諄氏らの主張は十分に検討し

なければならないはずです）。 
ところが、内田弁護士はまったく逆に、法的責任は認められておらずに道義

的責任に基づく解決だったと説明し、自分たちがかつてまとめた「控訴理由書」

に矛盾することを平然と主張しています。 
和解の性格を規定する基本要素なのに、なぜ弁護団の側でこれほど見解が二

転三転するのか、この点こそ李教授の研究においても、マスメディアにおいて

も追究すべきところだったと思うのですが、李教授はこの点を等閑視していま

す。記事中にも疑問を感じておられる節が見当たりません。その理由は分かり

ませんが、以下のような点を勘案すれば、「和解」の性格付けに関して新美弁護

士や「和解」を拒絶した当事者たちが示した切迫感を李教授らが持ち合わせて

いなかった、あるいはそれ以上の「意図」が見えてきます。 
たとえば、李教授が、和解条項第 2 項に言及しているくだりで、「このお金は



賠償金ではなく、『信託金』と名付けられました」と説明しながら、同じページ

で「花岡和解の内容を見ますと、謝罪と賠償金の支払いという要求はある程度、

実現しましたが、・・・」と書いています（「花岡和解研究序説」『SGRA レポー

ト』33 号、2006 年）。別の箇所には「補償金」という言葉も使われています。

鹿島の法的責任を前提にしない和解だったと自身でも書いていながら、「賠償

金」「補償金」という言葉を繰り返し使うのはどういう意図からでしょうか。「賠

償金」が＜法的責任＞に基づく金銭であることは言うまでもありません。事実、

和解条項には「賠償金」「補償金」という文言は使われていません。 
もちろん、鹿島自身も「賠償金」という言葉を使いません。原告・遺族のな

かで「和解」を受け入れない人たちは、法的責任を前提にしていない和解であ

ったことを問題視していたことを李教授は指摘していますので、この一点だけ

をみても、李教授の立場が見えてきます。「賠償金」「補償金」という事実に反

する言葉を好んで使うのは、花岡「和解」を推進してきた人たち、高く評価し

てきた人たちだけなのです。 

 
 第二に、花岡和解が「『日本側歴史和解』のモデルになった」という李教授の

指摘も、具体的に何を意味しているのかが明確になっているでしょうか。 
確かに、花岡「和解」を推進した弁護団や支援者らは、和解を受け入れない

原告が出てきたり、批判の声が上がったのに対し、花岡「和解」には不十分な

ところがあるが、次へのステップになる、というロジックで正当化しました。「ス

テップ論」そのものの問題性は拙稿をご覧頂きたいのですが（「東アジアの戦後

和解は何に躓いてきたか」『戦争責任研究』66 号、2009 年）、ここではその内実

に絞りたいと思います。 
御存知のとおり、2000 年末の花岡「和解」成立後も続いた戦後補償裁判で、

「花岡モデル」で和解が成立したケースは一件もありませんでした。一審・二

審レベルでは勝訴になったケースもありましたが、大半で敗訴しました。そし

て 2007 年 4 月 27 日の西松安野訴訟では 高裁で敗訴が確定し、これが前例と

なったことで事実上裁判で勝訴する可能性がなくなり、その後すべての裁判が

原告側の敗訴で終結しています。奇しくもこの「4.27 判決」における弁護団長

も新美弁護士でした。まずこの点をもって「花岡和解」がモデルやステップと

なったという側面は見当たりません。 
 裁判闘争が事実上終結する段階で、「政治解決」「一括解決」という言葉が聞

かれるようになりました。一部の弁護士はその具体的提案も発表していますが、

政府が非協力的であり、国民世論のうねりも見られず、その後大きな展開は見

られないままでした。花岡「和解」の結果が次に繋がる、という側面はここで

も見られません。 



 次に、李教授がおそらく念頭に置いていると考えられる「西松安野和解」「西

松信濃川和解」について検討しましょう。これはいずれも裁判闘争では敗訴し

ているため、「訴訟外の和解」としてまとめられたものです。 
 それらの和解条項では、「法的責任」は否定するが、強制連行・強制労働の「歴

史的責任」は認めるとあります。これが花岡モデルなのであれば、花岡「和解」

成立直後から繰り返された新美弁護士による「法的責任認定」論を自己否定し

ていることになります。さらに、「法的責任」抜きの「歴史的責任」というロジ

ックそのものの奇妙さも先に挙げた花岡訴訟の『控訴理由書』で弁護士自身が

自認している通りです。 
一般的には、法的な罪は問われないが道義的な責任を問われる行為というも

のは存在しうるでしょう。しかし、ここで「歴史的責任」を認めた行為は強制

連行・強制労働であり、それ自体は明確に法的責任を問われる犯罪行為です。

その犯罪の法的責任を認めていないとはっきりと規定しているのに、歴史的責

任だけは認めるというのでは、その責任の内実は何なのか、記者はどのように

理解されているのでしょうか。被害事実をめぐる基本認識さえ共有できない和

解は、＜カネで解決＞と評価されても不思議はないと考えます。「裁判の勝ち負

けを越える和解の概念」というのがこれらの和解のことだとすれば、私には何

が評価に値するのか理解できないでいます。 
 また、西松信濃川和解は、花岡モデルに批判的だった訴訟時の原告や中国側

代理人を排除して成立した和解である点を見逃せません。なぜか李教授はこの

点にまったく触れていません。花岡和解がモデル化していることを歓迎してい

ない被害者がいることを踏まえた記事や研究の方が、「客観的」「中立」的では

ないでしょうか。 
 なお、西松和解成立後、日本の弁護団グループらが次の「訴訟外の和解」を

成立させようと努力しているのが、三菱マテリアルとの交渉です。被連行者の

数が三千数百名以上と 大規模の案件で、日中の多くの関係人が関心をもって

います。しかし、西松和解成立後、既に 3 年以上が経っていますが、今も和解

成立の見込みは立っていないと聞きます。その理由の一つとして、中国側で花

岡「和解」モデルへのアレルギーが今なお強いことも視野に入れるべきではな

いでしょうか。 
 良い意味でモデルになっているのであれば、裁判闘争の限界を乗り越える方

法として花岡「和解」がステップになったといえるかもしれませんが、そのよ

うな事実は見当たらず、むしろ逆の事態さえ起きているのです。「〔花岡和解成

立〕以来10年間、日本の戦後和解は基本的に花岡和解をベースにして進められ、」

と書く李教授の「目」は、「客観」「中立」以前に、事実に即しているとは言い

がたく、きわめて「選択的」でさえあります（「日中歴史和解プロセスの基礎的



研究－花岡和解を事例に－」（JFE21 世紀財団報告）2008 年度助成）。 

 
 第三に、「加害者は被害者の痛みをよく理解し、被害者は寛容の心を持ち交流

する」という李教授の言葉を引用されていますが、ここにも混乱がないでしょ

うか。加害者は「鹿島」であり、「被害者」は「被連行者」のことであるのは言

うまでもありません。記者（あるいは李教授）は「鹿島」と「被連行者」との

間に、和解成立後、どのような交流があったと理解しておられるのでしょうか。

鹿島に「被害者の痛みをよく理解し」ようとするどんな行動があったのでしょ

うか。たとえば、鹿島が被害者や遺族一人一人に直接会って謝罪の意を表明し

たり、和解結果について感じたことを聞いて回ったことがあったでしょうか。

鹿島は基金運営委員会にメンバーを出しているでしょうか。大館での慰霊祭に

は「和解」成立直後に一度だけ参加しましたが、謝罪の言葉もありませんでし

た。あるいは、過去の過ちを明らかにするための歴史史料を公開したという話

があったでしょうか。 
 むろん、そのような事実はありませんので、李教授および記者の念頭にある

「加害者」とは、支援活動を続ける「市民運動」のことがあるのだと思います

（教授は「日本の民間人の私心なき支援」を高く評価されています）。支援活動

が熱心に継続されていることは事実で、私自身も敬意を表していますが、彼ら

は強制連行・強制労働の「加害者」ではありません。支援活動を続ける日本の

市民活動の存在が被連行者にとって一種の慰めであったり、希望であったりす

ることは十分に考えられますが、加害者＝鹿島との「交流」「心の和解」とは違

う次元の話です。被連行者が責任や謝罪を求めたのはあくまで鹿島に対してで

あり、「裁判の勝ち負けを越える和解の概念」などという言葉も、鹿島との交流

抜きにどうしていえるのか大いに疑問です。 
 そういう意味では、大館に「花岡平和記念館」が市民活動によるカンパなど

の成果として建設されたことを李教授は評価していますが、原告が求めていた

のは「鹿島が」建てる記念館でした。鹿島が建設してはじめて、和解成立後に

被害者と加害者との間で「心の和解」「交流」が始まったと言えるのではないで

しょうか。 

 
 第 4 に、こうした李教授の研究にみられる問題点をチェックすることなく、

李教授が鹿島側の聴き取りを行ったことで研究が「客観的なものになった」、双

方の当事者の思いを丁寧に調べている「研究は国際的にみても公平と言えるの

ではないだろうか」と岸記者がお書きになっている点への疑問です。 
 紛争や対立関係を研究するうえで双方から話を聞くという手続きが、一般的

な意味で「客観的」で「公平」であるという点はその通りだと同意します。あ



るいは、花岡「和解」の評価をめぐる論考に、いずれか一方の側の立場からの

主張が目立っているというご判断が前提にあったことも推察できます。 
 この点について、第一に、「客観的」「公平」とは何かという疑問を感じます。

対立する双方から意見を聞くというのは「喧嘩両成敗」という言葉がある通り、

それだけでは格別な評価に値する研究姿勢ではないでしょう。むしろ双方から

異なる主張を聞いたうえで、まずはその対立がどのように生じたのかを丁寧に

解きほぐしてこそ「研究」です。しかし、李教授は論文においても研究報告に

おいても、花岡「和解」を高く評価するという立場を 初から表明しています。

仮説としてそのように評価できると考えておられるのであれば、和解を拒否し

た原告らの主張、和解に批判的な中国側関係者や世論の見解、日本で和解を批

判している人々の主張などを踏まえてなお、いかなる意味で花岡「和解」が評

価できる内容を持っているのかを論証する必要があります。 
 しかし、李教授の研究は、原告団長の耿諄氏が出した拒否声明や、同じく原

告の孫力氏が発表した鹿島や原告弁護団への抗議文について、鹿島や原告弁護

団自身がなぜ無視したままなのか、そのような基本的な点にさえ触れていませ

ん（この李教授の姿勢は、鹿島や原告弁護団の対応と奇妙なほど一致していま

す）。花岡「和解」をめぐる評価で生まれた論争の核心部分について、ほとんど

解明していないという批判は、他の研究者からも上がっています（能川元一氏

の個人 HP）。 
 さらにいえば、「客観的」で「公平」な立場というものが存在するのでしょう

か。どの新聞社も「客観」「公平」な報道を心掛けているという認識を有してい

るのでしょうが、その内容や主張のトーンが微妙に異なる事実をもってしても、

「客観的」「公平」というのは目指すべき＜理念＞であって、＜現実＞を指して

いるものではないことは言うまでもありません（学問の世界に生きる李教授に

は、「常識」に属する知識のはずです）。 
 つまり、「客観的」「公平」を無根拠に前提とする＜まなざし＞は決して「客

観的」「公平」とはなりえず、自身の＜まなざし＞の文脈、もっといえば＜偏り

＞を意識したうえで判断や思考を重ねていく先にはじめて、「客観的」「公平」

な認識に辿り着く地平が見通せるものではないでしょうか。 
 だとすれば、鹿島側にも原告弁護団側にも、そして耿諄氏ら「和解」を受け

入れない被害者・遺族らにもいずれにもアクセス可能な特別な位置にいた李教

授がすべきだったのは、他のどの当事者にもできない一つのことをする以外に

はなかったのではないでしょうか。それは、何よりも、＜原告が代理人に騙さ

れた＞という衝撃的な告発の内実について、双方の当事者から聴き取りを重ね

て真相を究明することだったでしょう。「騙した」とされる経緯に説明責任を有

するはずの弁護団側が正面から向き合わず、論点をすり替えて説明しているが



故に、その意義は大きかったはずです（耿諄氏らが騙されたと訴えているのは

「弁護士」に対してですが、先の内田論文では「鹿島」に騙されたという話に

変わっています）。 
 李教授が取り組むべきだったもう一つの論点は、弁護団の間で鹿島の責任の

取り方に関する説明がこれほど混乱し、また時期によっても変化している事実

に対して、鹿島自身がどのように認識しているのかを明らかにすることです。

そうすれば、「和解」を拒否している原告と弁護団との間の齟齬はかなりの程度

明確になるはずですが、それもなぜか行われていません。 

 
 この 2 つの点は、花岡和解を研究している私自身も解明したいと考えている

のですが、弁護団の故・新美隆弁護士や内田雅敏弁護士からは取材依頼をして

も拒否されてきました。面識のある田中宏氏に関連資料の送付をお願いしても

「選択的」に送ってこられるのが現状です。ましてや鹿島が母体となっている

財団から資金を得た調査や報告です。肝要なポイントを追究できる位置にいな

がらすることもなく、内実の伴わない点をあえて評価して花岡「和解」をモデ

ルだと高く評価するのは、現状の追認でしかないのではないでしょうか。 
 新美弁護士でさえ、自主交渉から裁判交渉にかけてあまりに不誠実な鹿島の

態度を多数記しているにもかかわらず、李教授は鹿島側の弁護士や役員から聴

き取った内容について「負の歴史遺産を背負う企業が歴史と誠実に向き合い、

社会的責任を自覚しつつ 後まであきらめなかったことは高く評価できる」と

まで書いています（「日中間の歴史和解は可能か－中国人強制連行の歴史和解を

事例に－」『境界研究』1 号、2010 年）。経過や事実に基づいて鹿島側の「言葉」

の含意を検討しないのでは、もはや研究以前の問題です。鹿島が誠実に向き合

ったという「歴史」や「責任」とは何なのか、何を諦めなかったのか、李教授

には是非具体的に明らかにして頂きたいところです。 
 また、2008 年に花岡「和解」論争の舞台となった岩波書店の『世界』は、論

争を打ち切って「花岡和解の検証」なる文章を発表しましたが、あまりに杜撰

な手続きや史料に依拠しながら、結論だけは大胆に下しました。そこでは、原

告が「騙された」かどうかを明らかにしうる直接的な映像資料の断片さえ示さ

れていました。そうした資料にさえアクセス可能な特権的地位にいる李教授に

こそ、この点を追究して頂きたかったところです（ちなみに、私がその映像の

公開を要求しても無視されています。素晴らしい「和解」であれば、その経験

から学ぶために何もかもオープンにして検討しても構わないと思うのです

が・・・）。 

 
 歴史を直視せずに正当化やまやかしの言説を発し続ける政治家、それらを十



分な批判的視点を欠いたまま伝えるだけのマスメディア――こうした日本社会

の現状に対して中国や朝鮮半島からわき上がってくる非難の声には、既視感が

強くあります。欺瞞の「和解」を受け入れることのないまま昨年逝去した耿諄

氏はじめ「和解」を受け入れない人々の声は、こうした社会には届かないので

す。 

花岡「和解」がいかに素晴らしかったかではなく、素晴らしいはずの花岡
．．．．．．．．．．

「
．
和
．

解
．
」に対して
．．．．．

当事者を含めなぜ多くの人たちが批判し続けているのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を解明す

る研究であれば、現在の日本社会が抱える問題に対しても示唆的な内容を持つ

ことができたはずです。あるいは真の「ステップ」を提示できる研究になりえ

たかもしれません。本当に素晴らしい「和解」だったのであれば、批判に正面

から答えてもなお、その素晴らしさは揺らぐはずはないのですが・・・。「和解」

の問題点を認識することを避けていて、「心の交流」が始まるとはどうしても思

えないのです。花岡「和解」は「日中歴史和解」へのステップというよりも、

李教授の研究姿勢や岸記者の記事に端的に表れているように、「日中歴史和解」

がなかなか実現しない構造をはからずも再生産しているように思えてならない

のです。 

 
以上 

 
 
 
 
 


