
日本軍「慰安婦」被害者対日本国  

2021.1.8 ソウル中央地方法院判決を支持する国際法律家声明 

 

2021 年 1 月 8 日、韓国のソウル中央地方法院は日本国の不法行為責任を認め、日本軍「慰

安婦」被害者原告 12 名に損害賠償金の支払いを命じる判決を宣告した。被害者らは苦難の

人生の末にようやく勝訴判決を手にした。 

日本政府は訴訟手続に一切参加せず、上訴期間も徒過し、判決は確定した。日本政府はこの

判決は国際法の規則である主権免除に違反すると非難している。 

 

しかし、国家の反人道的不法行為の被害者の最後の救済手段が国内裁判である場合に、被害

者の裁判を受ける権利を重視して例外的に主権免除の適用を否定するというこの判決は、

国際法違反であるどころか、発展しつつある慣習国際法に合致し、国際法の未来を切り拓く

優れた判決である。 

 

日本政府は自ら上訴の機会を放棄して確定させた判決を直ちに履行すべきである。 

 

呼びかけ人・賛同人 

以下、所属肩書のない氏名は弁護士。 太字は呼びかけ人、他は賛同人。 

 

日本(弁護士 184 名、研究者 11 名 計 195 名) 

       青木有加 足立修一 殷勇基 大森典子 神原元 具良鈺 田巻紘子 張界満 戸塚悦朗 白承豪 

宮下萌 山本晴太 李桂香   

愛須勝也 相原健吾 青木信也 青木佳史 赤嶺朝子 梓澤和幸 五十嵐二葉 池田賢太  

石川元也 泉澤章 伊藤香保 伊藤勤也 伊藤真 井上聡 井上啓 井上正信 林範夫 植竹和弘 

上本忠雄 魚住昭三 内田雅敏 宇部雄介 大岩祐司 大口昭彦 大久保賢一 大野裕 大森創 

大山弘通 大脇雅子 緒方蘭 岡本浩明 奥村秀二 小野誠之 小野寺利孝 筧宗憲 梶原利之 

加藤悠史 加藤裕 冠木克彦 金井厚二 金子修 金子美晴 亀井千恵子 北村栄 金星姫  

金敏寛 金英功 金竜介 木村庸五 久保木亮介 黒岩哲彦 後藤富和 後藤玲子 小林保夫 

小牧英夫 在間秀和 坂和優 佐久間敬子 斎藤匠 佐伯雄三 迫田登紀子 佐藤真理 

澤藤統一郎 志田なや子 七堂眞紀 幣原廣 清水善朗 白井劍 白子雅人 眞珠浩行 神保大地 

杉井静子 砂原薫 青龍美和子 空野佳弘 宋惠燕 平和元 高貝亮 髙木喜孝 髙崎暢 髙橋融 

高森裕司 高山俊吉 田鎖麻衣子 武内更一 武田信裕 田中貴文 田畑元久 樽井直樹 辻田航 

角田由紀子 寺沢勝子 徳岡宏一朗 土肥尚子 永井幸寿 中川瑞代 中北龍太郎 中島光孝 

中田政義 中谷雄二 永田亮 長野真一郎 中村和雄 名嶋聰郎 成見幸子 名和田茂生  

西田雅年 西村正治 丹羽雅雄 野上恭道 萩原繁之 羽柴修 長谷川一裕 長谷川直彦 林晃史 



原田學植 原田敬三 韓雅之 平山知子 福山洋子 藤浦龍治 藤田城治 藤田正人 藤原精吾 

裵明玉 白充 穂積剛 堀浩介 本上博丈 増田尚 舛田正 増田正幸 松崎暁史 松田生朗  

松田幸子 松本篤周 松山秀樹 馬奈木昭雄 丸山健 三木恵美子 水野幹男 南典男  

宮田陸奥男 宮本亜紀 宮本平一 村角明彦 村山晃 村山裕 毛利正道 森博行 森下文雄 

森田太三 師岡康子 諸富健 矢﨑暁子 安原邦博 梁英子 山口広 山崎吉男 山田延廣  

山田博 山森良一 幸長裕美 油原麻帆 横地明美 吉井正明 吉川健治 米倉勉 李博盛  

渡辺和恵 渡部照子 

阿部浩己(明治学院大学教授) 前田朗(東京造形大学教授) 稲正樹(元国際基督教大学教授) 

岡田正則(早稲田大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学大学院准教授) 菅原真(南山大学教授)

田中利幸(元広島市立大学教授) 根森健(新潟大学・埼玉大学名誉教授) 深草徹(深草憲法問

題研究室主宰) 宮本弘典(関東学院大学法学部教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 

 

韓国(弁護士 143 名、研究者 56 名 計 199 名) 

李相姫 柳光玉 崔鳳泰 梁盛隅 류다솔 朱星勳 김진형 李昭芽 金匹星 이연지 金率廈 

蘇秉先 이종훈 이승진 趙世顯 田政桓 정병욱 黃弼奎 정다혜 김기남 김진   徐采完 

孫榮賢 吳敏愛 이동준 曺淑鉉 신윤경 조영선 權正浩 朴時進 柳信桓 許旻弘 趙志訓 

余娟沁 金妙禧 朴甲柱 이주희 이윤주 全範鎭 吳賢熙 權泰允 김은진 趙京愛 魏銀鎭  

정관영 김재용 金秉旭 이보람 이주한 김주혜 차성욱 白修凡 黃貞化 이주현 박지현 

이한본 최윤석 김수정 김수영 이창민 김소리 宋斗煥 韓明沃 김지연 宣秀智 김용민 

李種禧 李源鎬 河成協 河柱姬 박정민 박정은 孫焌皓 林宰成 조상호 이주희 金載旺 

강을영 金南柱 김도윤 方孝卿 朴淙澐 김준우 김준영 柳亨彬 鄭雄采 이동준 이민우 

宋基昊 鄭㫾圭 朴棟民 河寧柱 김기훈 曺永官 金世恩 김성훈 김가연 李周彦 洪喩眞 

김도희 趙美姸 朴仁淑 최초록 이한재 廉亨國 김진   李賢緖 宋允貞 李齊浩 강태리 

崔錫君 高至妘 張範植 林鍾仁 김성주 洪秄延 이용우 이영기 양고운 최용근 유정민 

정혜민 이현철 張榮宰 鄭惠仙 鄭悳宇 李明光 金基倬 이주한 이근우 田炳奎 白昭潤 

조윤희 李眞惠 徐如眞 朴容範 임애정 이종형 김진영 마한얼 成侑禛 조혜인 宋圓 

金昌禄(慶北大学校法学専門大学院) 宋五植(全南大学校法学専門大学院) 白凡錫(慶熙大学

校)  엄순영(慶尙國立大学校) 김종서(培材大学校) 韓尙熙(建國大学校) 최정학(民主主義

法学硏究会) 문병효(江原大学校) 이경주(仁荷大学校) 정병호(ソウル市立大) 박규환(靈山

大学校) 鄭容郁(ソウル大学校) 김영희(延世大学校) 조지만(亞州大学校) 임상혁(崧實大学

校法科大学) 유승익(韓東大学校) 김기창(高麗大学校) 윤재왕(高麗大学校法学専門大学院) 

서보학(慶熙大学校) 이재혁(西江大学校) 한상훈(延世大学校) 송기춘(全北大学校) 이호규

(仁荷大学校) 하태훈(高麗大学校法学専門大学院) 김주영(明知大学校) 홍성수(淑明女子大

学校 法学部) 정상우(仁荷大学校) 정구태(朝鮮大学校公共人材法務学科) 오동석(亞州大学

校) 김제완(高麗大学校法学専門大学院) 이철호(南部大学校警察行政学科) 김정환(延世大

学校) 이재룡(忠北大学校 法学専門大学院) 양현아(ソウル大学校) 이영록(朝鮮大学校)  



안진(全南大学校) 제갈현숙(韓信大学校) 김선광(圓光大学校 法学専門大学院) 문준영(釜

山大学校) 조소영(釜山大学校法学専門大学院) 윤철홍(崧實大学校法科大学) 이정빈(忠北

大学校) 김도현(東國大学校) 양동숙(同德女大) 이승현(延世大学校) 소라미(ソウル大学校

法学専門大学院) 노현수(民主主義法学硏究会) 최한미(民主主義法学硏究会) 김대근(韓國

刑事政策硏究院) 이수경(法と社会理論学会) 이호규(仁荷大学校) 정재도(西江大学校)  

임소연(建國大学校) 강성식(民主法学会員) 심희기(延世大学校) 이은경(ソウル大学校)  

전상우(檀國大学校) 양동숙(同德女大) 이승현(延世大学校) 

 

中国(弁護士 13 名) 

康健 王群英 金桂珠 安念念 赵江琳 庞秋贻 董一鸣 李海彦 刘锡秋 焦洁 任麗穎 

孫衛寧 鄒強倫 

 

アメリカ(弁護士 1 名 研究者 6 名 計 7 名) 

Mari Inoue Hiroshi Fukurai(Professor of Sociology and Legal Studies University of 

California) KIM Chris STETZ Margaret(University of Delaware)  KIM Seon Mi(Ramapo 

College of New Jersey)  LEE Jinhee(Eastern Illinois University) 匿名( Havard Law School) 

 

ニュージーランド(弁護士 2 名) 

KIM Jong Hoi  NAMADAMU Neema 

 

イタリア(弁護士 1 名 研究者 1 名 計 2 名) 

LAU Joachim AN Jong-Chol(Ca' Foscari University of Venice) 

 

英国(研究者 1 名) 

HOWARD Keith(SOAS University of London) 

 

スウェーデン(研究者 1 名) 

JONSSON Gabriel(Stockholm University) 

 

オーストラリア(研究者 1 名) 

HAN Gil-Soo(Monash University) 

 

その他(弁護士 2 名) JANG Gwanghoon  SON Kook 

 

合計 弁護士 346名 研究者 77名 総計 423名 


