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①北白川ますたに
ラーメンやさん

②聖マリア教会（幼
稚園）

③京都市立錦林第
３小学校

地図：茶園作成
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黒人兵と白人兵
は別の兵舎。

地図：茶園作成
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地図：茶園作成



強制的性病検診のためのキャッチ（検挙）

•占領期の日本では、日本を占領
した米兵の間に性病が広がった。
米軍は、日本のおんなたちを
キャッチしてトラックの荷台に詰
め込み、警察で強制的に性病検
診をおこなった。

•当時、あらゆるおんなのひとが
キャッチの犠牲となり、彼女たち
の人権はいまだに回復されてい
ない。

•野犬狩りのような暴力的なキャッ
チが横行した。

写真：毎日フォトバンク提供
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暴力的なキャッチが起こらなかった場所もあ
る。それはなぜ？

• MP（米軍警察官）と日本の警官
のトラックが止まると、この周辺
に住んでいる、おねえさんたち
が、ひとりふたりとやってきて、
警官たちに、「こんにちは！」と
いいながら、おねえさんたちはト
ラックへ乗り込んだ。警官たちも
「こんにちは！」と、フレンドリー
に、あいさつをした。

２０１５年茶園撮影

5



実は、一杯のラーメンがおんなたちを救ったのだ！

暴力的なキャッチが
起こらなかったのは、
北白川ますたに創業
者テルヨさんが一杯
のラーメンを、警官
たちにごちそうして
いたからだった。
テルヨさんは、なぜ
そんな機転をきかせ
ることができたの
か？ ２０１５年茶園撮影
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ハンサムウーマン・テルヨさん

• ますたにラーメンの創業者テル
ヨさんの職業：

•看護師⇒タクシードライバー⇒
京都日日新聞記者（現在の京
都新聞）⇒大阪電通⇒屋台の
ラーメン屋さん⇒北白川でお店
を開く⇒現在の北白川ますたに。

• スーパーでも⇒
（茶園撮影）

テルヨさんの写真は、娘さんの大坂カズコさん

ご提供。
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テルヨさんは、情報収集能力に長けていたこ
とが、おんなたちの危機を救った。

• ますたににはいろんなお客さん
がやってきた。新聞記者時代の
同僚もいたという。京都大学の
桑原武夫教授も、学生を連れて
食べに来たという。歌手の美空
ひばりは、お店の２階で衣装を
着がえた。ジュリー（沢田研二）
や岸部一徳もバンドをしていた
ころ、よくますたににラーメンを
取りに来て、音楽に励んだとい
う。 ２０１５年茶園撮影
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GHQのプレスコード（新聞検閲規定）

•占領期は米兵がレイプしても新聞記事にならない。

→犯人は背が高く色が白かった（黒かった）などの表現。

もしGI（米兵）が犯人だとわかっても、検閲に引っかかって書けない。

・米兵のレイプを制止するためピストルを用いてもよいか？

→米軍の回答は、

「ピストルを用いてもかまわないが、日本は占領下であり米国は世論
の国だからその点を十分考慮するように」

⇒ピストルは使うなということ。
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GHQの検閲＝これが、占領されるということ

•検閲はひとびとの知る権利、そしてメディアの伝える
権利を奪う行為。

⇒戦前の治安維持法、そして現在の特定秘密保護法
との関連で考える必要がある。

※GHQとは、連合国軍総司令部。実質米軍。
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治安維持法

• 1941（昭和16）年3月10日法律第54号

旧法律（1925年）の全面的改悪公布（施行は1941年5月）

「同法の近来の運用は赤化の防止という本来の目的から離れ、民衆の思
想に対する強権的圧迫と人権蹂躙に悪用された傾向が極めて濃い」（朝日
新聞1945,10.14）といわれたように、治維法はもともと天皇制と資本主義制
度に反対する共産党の弾圧を直接の目的とする法律。

⇒後には社会民主主義・自由主義・一切の反政府運動、さらにそれらの思
想そのものに適用されていった。

日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動〈1965〉より
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特高警察（特別高等警察）

•国体護持のために無政府主義者、共産主義者、社会主義者、およ
び国家の存在を否認するものを査察・内偵し、取り締まることを目的
とした日本の秘密警察及び政治警察。

⇒いまでも戦時中のTVドラマなどででてくるように（「おしん」でもでて
いた）、特別高等警察では、社会主義運動、労働運動、農民運動など
の左翼の政治運動や、右翼の国家主義運動などを取り締まった。

被疑者の自白を引き出すために暴力を伴う過酷な尋問、拷問を加え
た記録が数多く残されるなど、当時から「特高」は恐怖の対象だった。
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戦後GHQにより治安維持法は廃止されるが・・・

•特高警察の人物のなかには、GHQの検閲を担
うものもいた。

⇒治安維持法とGHQの検閲の連続性。
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特定秘密保護法
（特定秘密の保護に関する法律）

日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要である
もの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩し
た場合の罰則などを定めた法律。

参考：第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性
が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、
我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する
体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特
定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって
我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
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特定秘密保護法の公布日と施行日

• 2013年（平成25年）10月25日、第2次安倍内閣はこの法案を閣議決
定して第185回国会に提出。

•同年12月6日に成立、同年12月13日に公布。

• 2014年（平成26年）12月10日に施行。

•法施行5年後の見直し規定を盛り込む。

⇒政府が恣意的に秘密指定するおそれや、チェック機関の
権限の弱さなどの問題は残ったまま。

朝日新聞2014.10.14
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抜き打ち強行採決された安保関連法案

• 2015年9月17日に強行採決された安
保関連法案との連関で、特定秘密保
護法をあらためて考える必要がある。

• ⇒国民の了承なしに、戦争の道
へ進むかもしれない危険性。

• 治安維持法を経てGHQの検閲といっ
た、国民の知る権利を奪う経験を2度
もわたしたちはしてきたということを、
今一度思い出すこと。

16



GHQの検閲制度の最大の問題点

•占領地のおんなたちへの性暴力が隠ぺいされていること。

⇒とりわけ本報告でとりあげているキャッチという性暴力被害
者は、いまだに沈黙したまま。

隠された性暴力
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隠された性暴力１

• GHQの検閲があるために、GIがらみの事件は報道できない。

⇒本報告でこれからとりあげる、性病検診のための強制的なキャッチ
（検挙）についても、当時は新聞では、

「性病検診」⇒「健康診断」

というふうに、おきかえられてしまう。
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隠された性暴力２

暴力的なキャッチについても、以下のような表現となるため、キャッチ
が占領地のおんなたちへの暴力だということが隠されてしまう。

⇒「夜の女」検挙 横浜で23名 朝日新聞1946.2.1

夜の女百余名検挙 読売新聞 1947.3.15

売春婦のとりしまりのような印象を与える。
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①そごう別館（現：
ネスレカフェ）

②神戸ビル
③日本ビル
④パウリスタ
⑤西日産館
⑥機帆船ビル

地図：茶園作成
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地図：茶園作成
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地図：茶園作成
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地図：茶園作成



神戸港平和の碑 碑文は日英朝中の４か国語で刻まれている
場所：神戸市中央区海岸通 3-1-1 ＫＣＣビル前、神戸華僑歴史博物館前

アジア・太平洋戦争時期、神戸港では労働力

不足を補うため、中国人・朝鮮人や連合国軍

捕虜が、港湾荷役や造船などで苛酷な労働を

強いられ、その過程で多くの人々が犠牲になり

ました。私たちは、この歴史を心に刻み、アジ

アの平和と共生を誓って、ここに碑を建てまし

た。

２００８年７月２１日

神戸港における戦時下朝鮮人・中国人強制連行を調査する会

2014年茶園撮影
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強制労働死亡者数出典：『むくげ通信』２２９号（2008 年７月 27 日発行）７～８頁

（１）朝鮮人「朝鮮人労務者に関する調査（厚生省名簿）」

兵庫県分には、神戸市内１５企業の名簿がある。そのうち神戸港５企業関係は以下の通り。

①三菱重工業神戸造船所（被連行者数１９８４名、内死亡１２名、以下同じ）

②神戸船舶荷役（１４８名、１名）

③川崎重工業製鉄所葺合工場（１３９８名、２５名）

④川崎重工業製鉄所兵庫工場（２０名、６名）

⑤神戸製鋼所本社工場（４１２名、３名）

合計被連行者数４１６２名、死亡者４７名。他、川崎重工業艦船工場社史に１６００名の記述がある。

（２）中国人『外務省報告書』より連行は７次にわたって、総計９９６人が連行された（内 1 名は神戸到着前に死亡）。その後、函館港（北海道）、
敦賀港（福井県）、七尾港（石川県）に計３３０人が転出し残った人のうち１６名が死亡した。

（３）連合国軍捕虜

終戦時に神戸市内に残されていた連合国軍捕虜は５４５人。全体の実数は不明。死亡者総計１９０名①神戸分所／死亡者合計１３４名／内
訳：米６、英１１８、蘭２、豪８（死亡した１１８名の英国兵捕虜の多くは「りすぼん丸」で移送された捕虜：福林氏コメント）

②川崎分所／死亡合計５１名／内訳：英１４、蘭１９、豪１８

③脇浜分所／死亡者合計５名／内訳：米４（全員「めるぼるん丸」で台湾から移送された捕虜）、蘭１）
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堺市金岡には米軍基地があったことを示す
看板が立てられている。

残念ながら、神戸市には
このように米軍基地が
あったことを示す看板は
ない。

神戸港平和の碑も、３００
万円の募金で建立された。
神戸市が引き取ってくれ
ないため、いまでも、神戸
華僑歴史博物館前に仮
設置されている。

2014年茶園撮影
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わたしの『やめて』

くにとくにのけんかをせんそうといいます

せんそうは「ぼくがころされないように さきに ころすんだ」

という だれかの いいわけで はじまります

せんそうは ひとごろしの どうぐを うる おみせを もうけさせます

せんそうは はじまると だれにも とめられません

せんそうは はじめるのは かんたんだけど おわるのは むずかしい

せんそうは へいたいさんも おとしよりも こどもも くるしめます

せんそうは てや あしを ちぎり こころも ひきさきます

わたしの こころは わたしのもの

だれかに あやつられたくない

わたしの いのちは わたしのもの

だれかの どうぐに なりたくない

うみが ひろいのは ひとをころす きちを つくるためじゃない

そらが たかいのは ひとをころす ひこうきが とぶためじゃない

げんこつで ひとを きずつけて えらそうに いばっているよりも

こころを はたらかせて きずつけられた ひとを はげましたい

がっこうで まなぶのは ひとごろしの どうぐを つくるためじゃない

がっこうで まなぶのは おかねもうけの ためじゃない

がっこうで まなぶのは だれかの いいなりに なるためじゃない

じぶんや みんなの いのちを だいじにして

いつも すきなことを かんがえたり おはなししたり したい

でも せんそうは それを じゃまするんだ

だから

せんそうを はじめようとする ひとたちに

わたしはおおきなこえで「やめて」というんだ

じゆうと へいわの ための きょうだい ゆうしの かい

27



Manifesto

War begins in the name of defense

War rewards the weapons industry

War quickly becomes uncontrollable

War is easier to start than to end

War wounds not only soldiers but also the elderly and 
children

War cuts not only the body but leaves scars deep inside the 
heart

The mind is not an object to be manipulated

Life is not a pawn to be played

The sea is not to be lost amid military bases

The sky is not be erased by fighter planes

We would rather live in a country that is proud of its 
wisdom

than in a country that thinks shedding blood is the 
contribution

Scholarship is not a weapon of war

Scholarship is not a tool of business

Scholarship is not a servant of power

To create

To protect

A place to live

The freedom to think

We will strike against this conceited power

Kyoto University Campaign for Freedom and Peace
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