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アブストラクト 

 

 朝鮮と日本の間で、長年にわたる論争が続いている。慰安所という名の売春宿

を巡っての論争であるが、契約の力学という要素があいまいにされている。この

力学は初歩的なゲームの理論の基礎である「信頼できるコミットメント」のロジ

ックを反映している。売春宿の側と売春婦志願者は一つの問題に直面する。売春

宿は二つの点で契約の体系を損なわないように留意しなければならない。その一

は、娼婦がこの職に就いたことから生じる危険と評判上の損失を埋め合わせてや

るために十分な給与を払わなければならないということであり、その二は、外部

からは観察不可能な辛い仕事をしっかりとやってくれるようにインセンティブを

与えなければならないということである。 

 売春宿経営者はどうしても、売春婦に対して、将来の収入の見込みを過大に保

証してしまいがちである。そのことを念頭に置くと、娼婦の側では、相当な額の

前借金を要求したくなる。また、戦場の近くへ送られるのであるから、契約の最

長年期はなるべく短くしたい。一方、売春宿経営者の側としては、売春婦が仕事

をいい加減にしてくれては困るから、ちゃんと働いてくれるような契約体系を築

き上げたい。双方のこの、一見矛盾する要求を調節して、どちらをも満足させる

ために、売春婦と売春宿経営者は年季奉公の契約を締結することになった。その

条件は、第一には、契約の最長年期は一年か二年に留め、多額の前借金を支払い、
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第二には、十分に稼いでくれた場合には、契約よりも早く仕事をやめることを可

能にするということだった。 

 

１． 序論 

 

 １９３０年代から４０年代にかけて、日本軍が東アジアを席捲し、やがて退却

して行った。日本軍は民間の業者に基地の周辺で公認された売春宿を営業するこ

とを奨励した。１９１８年のシベリア出兵の際には、性病が軍を壊滅状態に追い

込んだ教訓があった。そこで今度は、軍もそのようなリスクを避ける努力をしな

ければならなかった。軍は、売春婦に定期的な検診を受けさせるようにと要求し

た。それと引き換えに、軍は、他の場所で軍関係者が売春宿経営に関与すること

を禁ずることにした。 

 これに応じて、業者の方も、売春婦を雇用するに当たっては、主として日本人

と朝鮮人を選ぶことにした。他の条件が同じなら、兵士は日本女性の方を好んだ。

他の国籍の女性もいたが、日本人の次に兵士が好んだのは朝鮮の女性だった。１

９１０年に朝鮮半島は日本に併合されていたので、朝鮮は日本の一部になってい

た。たいていの朝鮮人女性は曲がりなりにも日本語を話すことができた。軍は協

力的な業者を慰安所、売春婦を慰安婦と呼んだ。 

 契約の問題を考えてみよう。売春婦を雇用するために、業者は若い女性を募集

する必要が生じた。当然のことながら、業者は極めて高額の給与を提示しなけれ

ばならなかった。どんなに恵まれた状況であっても、売春は辛くて危険な仕事で

あり、評判上の損失をも含んでいた。女性は、そのようなマイナス面を相殺して

くれるだけの給与を要求した。他のいかなる選択肢よりもずっと高額でなければ

ならなかった。 

 故郷を遠く離れた戦地で働かせるのであるから、業者の提示する金額は、東京

やソウルの売春宿を遙かに凌いでいた。売春という職業には苦しみがつきもので

はあるが、慰安所の場合は、これに戦争というリスクが伴った。また、異国の地

であるから、生活費も高くかかった。女性たちは売春宿に騙されそうになっても、

相談を持ちかける友人も知人も近くにはいなかった。売春宿に騙されそうになっ

ても、逃亡することは難しかった。年季前に逃亡して家へ帰るコストと年季を務

めあげて帰るコストを比べればなおのことであった。 

 業者は女性たちに高給を保証する必要があったが、月給を高くすればすむとい

う問題ではなかった。外部からは窺い知れない状況下で、不快な仕事をさせるた

めに女性を雇っているのである。固定給を保証してしまったら、女性たちは指名

を受ける必要がなくなるから、遊客に丁寧な奉仕をしようという意欲を失うこと

になる。したがって、努力に応じた報酬を与えるという契約をすることが必要に

なった。 

 ともあれ、業者は、努力に応じた報酬という高給の契約を締結したのだが、重

要なことは、それを女性達に信じてもらう必要があったということである。女性

にこの契約に応じてもらうためには、高給を確かに受け取れるということを納得

させなければならなかった。女性は業者が口先だけの高給を提示している可能性
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があることを知っていた。そして、女性がそれを知っていることを、業者は知っ

ていた。女性によっては、自分がそれほどの稼ぎを実現することができるはずは

ないとためらう者もいた。職業によっては、女性は短期間実験的にその職につい

て、実際にどの程度の収益を挙げられるかを試せる場合もある。しかし、この職

業の場合は、職に就いたというだけで評判上の損失を蒙るのであるから、そんな

実験をするわけには行かなかった。 

 戦地の前線にある慰安所に女性を募集する際には、業者も女性も、桁違いに深

刻な契約上の問題に直面することになった。女性の方は、なんと言っても、戦争

に伴うともなうありとあらゆる危険を覚悟しなければならなかった。戦闘が行わ

れ、爆撃があり、病気が蔓延していた。また、女性たちにとってもっと切実な問

題は、業者の契約不履行だった。東京で業者が契約に違背した場合は、娼婦は警

察に駆け込むことができた。警察は必ずしも同情的だったわけではないが、きち

んと対応してくれる場合もあった。契約不履行の場合は、法廷闘争をすることも

可能だった。実際にその手段に訴えて、勝訴した例もあった。仕事を逃げ出し、

都会の中に無名の娘として消えて行くこともできた。ところが、遠い異国の地で

は、そんなことは叶わぬ夢だった。 

 業者も女性たちも、この問題に対処するために、長期にわたる年季奉公契約を

結んだ。それには、前借金、付加的な現金補償、契約の最長年期、十分な収益を

挙げた場合には早期の廃業が認められる権利などが含まれていた。この論文の以

下の部分で、私は、これらの契約の経済ロジックを詳述する。そのために、業者

と女性たちが結んだ性的サービスの契約の四つのケースを挙げて比較してみたい。

その一は、慰安所で結ばれたれた契約の場合。その二は、日本国内の売春宿の場

合、その三は朝鮮内の売春宿の場合、その四は日本が支配していた東アジア全域

の慰安所以外の戦時売春宿の場合である。 

 まずは、日本国内の売春宿で使われていた契約の概要を説明し(Sec.2.2)、そ

れを朝鮮で使われていた契約と比較し、さらに、日本帝国内の他の地域の慰安所

ならぬ売春宿で使われていた契約と比較してみる(Sec.2.3, 2.4)。最後に、慰安

所で使われていた契約に言及する(Sec.3)。 

 

２． 戦前の日本と朝鮮での売春 

 

2.1 序論 
 

 慰安所というものは、日本や朝鮮の一般の売春宿の在外軍隊版という役割を果

たしていた。日本でも朝鮮でも、業者が募集し、女性たちが応募した。この取引

の問題点は性的サービスが含まれることだった。しかし、業者と売春婦が締結し

た協定の経済的ロジックは、双方が理解するそれぞれのリソースと機会を反映し

たものであった。業者が嘘をつくことはありうる。しかし、娼婦の方も仕事の手

抜きをしたり、金を持ち逃げしたりする可能性はあるのだ。業者は不満があれば

他の女たちを雇うことはできる。しかし、女たちの方も、他の職を見つけること

ができる。もっとも収入はずっと減るが。確かに、時には、親が娘を売り飛ばし
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たり、業者が女を騙して拐かし、実質上監禁状態に置くこともないではなかった。

しかし、契約上の合意にかかわる経済学的ロジックというものを考えてみるなら

ば、業者といえども、女性たちの全員、もしくは大多数を拐かして来ることなど

できるはずがなかった。 

 契約をよく読んでみると、応募した女性たちがいかに賢明で、いかに臨機応変

に対応したかがよく分かる。この女性たちは、経済的な面から見ると、他には魅

力的な選択肢はたくさんは与えられていなかった。しかし、全くないというわけ

でもなかった。契約の条件を読んでみると、女性たちが他の選択肢のあることを

自覚していたことがよく分かる。彼女たちが他の選択肢を捨てて売春を選んだの

は、その方が高い収入が得られると信じたからだった。斡旋業者は嘘をつくこと

がある。売春宿の抱主は騙すことがある。親が子供を虐待して、子供が手に入れ

た前借金を横取りしてしまうこともある。しかし、契約の文面をよく読んでみて

分かることは、女性たちはよく事情を理解していたことが分かる。斡旋業者は嘘

を言うことがある、売春宿のオーナーは騙すことがある、子供を虐待する親の言

うことを黙って聴いていてはいけない、ということを理解していたのである。 

 

2.2.日本 
 

１．公娼たち ―(a)「文面上の契約」 戦前の日本では、売春は認可産業で

あった。（see generally Ramseyer, 1991）。１９２４年には、日本には売春宿が１

１５００軒あり、５０１００人の公娼が働いていた。（副見 1928：50-56；草間

1930：14-26）。ごく一般的には、公娼は長期の芸娼妓契約の下で働いていた。2 

 

(a) 売春宿は女性（もしくはその親）に一定額の前借金を支払った。その代償

として、女性は労働をすることに同意するのだが、その期間は前借金を払い

終わるまでの期間、もしくは(ⅱ)契約で定められた期間のうちのいずれか短

い方だった。 

(b) １９２０年代中頃の前借金の平均値は１０００円ないし２０００円だった。

売春宿がこれに利息を課することはなかった。 

(c) 契約期間で一番普通（全契約の 70-80%）だったのは６年だった。 

(d) 典型的な契約の場合は、娼婦が稼ぎ出した収入のうち、売春宿がまず三分

の二ないし四分の三を取り、残りのうちの６０%を前借金の返済に宛て、その

残りが娼婦に与えられた。 

 

 前借金を女性本人が受け取る場合がどのくらいの比率になるのか、親に渡った

場合でも、親が女性本人のために取っておいてくれる比率がどのくらいか、虐待

する親が横取りしてしまう比率がどのくらいなのか、その詳細は資料は見当たら

ない。しかし、娼婦は囚人とは違っていたことを忘れてはならない。 

 
2 こういう契約の詳細に関する參照文献：副見(1928: 70, 97-99, 115-16, 220),  草間(1930: 

206, 211, 283), 大久保(1906), 伊藤(1931: 229), 中央(1926: 412-15) 
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東京のような大都市では、仕事から逃げ出し、都会の中に無名の娘として消え

て行くこともできた。もっともそんなことをしたら、売春宿の方では、親を訴え

て、前借金の返済を要求することになった。（ふつうは娼婦の父親が保証人とし

て契約に署名していた） とはいえ、そのような訴訟が起こされた例は少なかっ

た。そのことからも、大抵の娼婦がみずからこの職を選んだことが証明されると

は言わぬまでも、察せられるというものである。女性たちはおそらく、心の中で

は、これで最悪の事態からは抜け出せると考えたのであろう。 

(ｂ)契約の現実 現実問題として、娼婦は約３年で前借金を全額返済して解放

された。歴史学者の説く所によると、売春宿は支払うべき金から食費や被服費と

称して収奪し、その結果娼婦は底なしの借金地獄へ堕ちた行ったということにな

っている。しかし、少なくとも全体的に見てみるならば、そのような事実はなか

った。そもそも売春宿は莫大な投資をした施設なのであるから、当初の契約に違

背するようなことをしたら、将来の娼婦募集の際に却って金がかかることになる

ということを売春宿の側でも理解していたのである。売春宿は女性に対して、六

年経ったら、稼いだ金額の多少にかかわらず廃業して借金から解放されるという

ことを明確に約束し、しかも、たいていの場合は、その約束を遵守した。 

 もし売春宿が食費被服費などを操作して契約の条件に違背し、娼婦を借金漬け

にしていたならば、許可された娼婦の総数は、少なくとも３０歳までは年齢を重

ねても減ることはなかったはずだ。娼婦が許可される最低年齢は１８歳だった。

１９２５年の時点で、東京で許可されていた娼婦の年齢は、７３７人が２１歳、

６３２人が２２歳だった。さらに、２４歳になるとわずか５１５人、２５歳で４

２３人、２７歳で２５４人だった。（副見, 1928: 58-59） 

 同じようなことだが、売春宿が娼婦を債務奴隷にしていたのならば、この業界

に拘束される年限は常に６年を超えることになっていたはずだ。ところが、調査

の対象となった４２４００人の公娼のうち、３８%がこの職について２年目か３

年目、２５%が４年目か５年目だった。６年目、７年目になる者は７%に過ぎなか

った。（伊藤,1931: 208-11; 草間,1930: 281） 公娼は合計約５００００人だ

ったが、１９２２年には１８８００人が娼婦が新たに許可されて登録を受け、１

８３００人が登録を取り消した。（山本, 1983: 388; イトウ, 1931: 211-13） 

毎年三分の一が廃業して、新たな女性に入れ替わっているが、これは契約期間が

約３年であることと話が合っている。（警視庁, 1933: 96-98; 草間, 1930: 

227-28） 

(c)一例を挙げよう 単純な計算を考えてみよう。（警視庁, 1933: 96-98; 草

間, 1930: 227-28） １９２５年には、東京の４１５０人の公娼のもとを遊客が

訪れた回数は３７４万回だった。飲食費を別にすると、彼らが使った金額は１１

１０万円だった。娼婦一人当たり６５５円という勘定になる。標準的な契約によ

ると、娼婦はこの金額のうち、６０%（３９３円）を前借金の返済に当て、残り

（２６２円）が手元に残った。つまり、当初の前借金１２００円を約３年で返済

することになる。成人の工場労働者の平均賃金（男女；部屋代と食費は含まれ

ず）は１９２５年には日給で１円７０銭、１９３５年には１円８８銭だった（シ

社会, 1936: 53; 大里, 1966: 68）。娼婦は１９２４年だったら、一晩に平均２．
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５４人の遊客を取らなければならなかった。（警視庁，1933: 96; 草間, 1930: 

220-21; 上村, 1929: 492-501） 一ヶ月の労働日数は約２８日（晩）だった。 

 

２．契約のロジック 
(a)信頼できるコミットメント この認可を得た職場での年季奉公契約はゲー

ムの理論でいう「信頼できるコミットメント」のロジックに見事なまでに従って

いる。（Ramseyer, 1991） 若い女性たちの方は、売春が危険で苛酷な仕事であ

り、評判上の損失を蒙るものであることを知っている。しかも、女性たちは、ほ

んの短期間でもこの職を経験したら、もう名誉は回復できないということを知っ

ている。募集業者の方は、極めて高額の報酬を約束するが、女性たちは、業者は

甘いことを言うに決まっていると見透かしている。業者の甘言は別としても、女

性の中には、自分がそんな法外な稼ぎを挙げることができるはずがないと疑って

しまう者もいる。 

 その結果、若い女性が売春宿で働くことに同意する場合は、信頼できる保証を

得たいと思うようになる。つまり、この職に就いたことから生じる人格にかかわ

るマイナスを補塡してもらえるだけの高給を得られるという保証が欲しくなる。

この業界に入ったというだけで評判上の損失を蒙るということがなかったならば、

女性たちは本当にそれだけの報酬をもらえるかどうかを試すために、二三ヶ月だ

け実験的にこの職に就いてみることも可能である。しかし、短期間でも雇われて

しまったならば、取り返しがつかないほどに評判上の損失を蒙るのだから、女性

としては、募集業者の言っていることを簡単に確かめるわけには行かないのであ

る。 

 そこで女性側としては、募集業者に対して、約束が信頼できるものであること

を示せと要求することになる。その結果、給与の相当部分を前借金として払い、

働かなければならない期間の上限を定めるようになったのである。売春宿が、前

借金１０００円を支払い、年季奉公期間の上限を６年と定めたならば、女性側は、

最低限でいくら稼げるかを計算することができる。また、前借金を早期に完済す

れば（現実問題として大抵の娼婦は早期完済をしていた）、毎月の実質賃金がず

っと増えるということも理解していた。 

 一方、売春宿の方も、娼婦の接客態度を向上させるためのインセンティブを与

えなければならないと考える。女性たちは外部からは窺い知れない状況下で、苛

酷な労働に耐えているのである。売春宿が定額の賃金を支払ったならば（６年の

年季奉公のために頭金１０００円を払うのはその一例であるが）、女性たちは今

さら遊客に気に入られても別段トクになることはないと考えてしまう。娼婦の側

から見れば、遊客を無愛想にあしらった結果、指名が減ってしまえば、かえって

その方が好都合だ。 

 売春宿は年季奉公の上限を６年と定め、早期完済をすれば早期に廃業できるよ

うにした。これによって、娼婦は遊客に気に入られようと努力するインセンティ

ブを与えられたのである。遊客の指名が増えれば稼ぎも増える。稼ぎが増えれば、

早期に廃業できる可能性が高まる。 
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(b)貸付金 言うまでもなく、売春宿はこういう契約を通して、女性やその親

たちに金を貸すことになる。女性や親たちが現金での前払いを必要としている場

合には、その金額を提供する雇用契約を結ぶ。１９世紀のヨーロッパの若者は、

アメリカへの渡航費用が欲しかった。そこで償還契約（年季奉公の類）が締結さ

れて、その金額を提供することになった。（戦前の日本の）売春の場合も同様だ

った。女性が働くという約束をするからこそ、貸付金を供与することが可能にな

ったのである。 

 しかし、この労働市場の二つの面を検討してみると、貸付金の需要があるから

と言って、性サービスの市場で、こういう契約が使われる理由にはならないよう

に思われる。第一に、他の職種の労働契約を見てみると、契約の中に貸付金の供

与を盛り込んでいる例は稀である。親が前借金を必要としている場合を想定して

みよう。娘が売春宿から現金で金を貸してもらえるものであるならば、息子も工

場から貸してもらえることになるだろう。しかし、息子も娘も、雇用契約を結ん

だからと言って、巨額の前払い金を現金で受け取ることはまず考えられない。他

の業界でも、新規雇用者に金を貸すことはある。しかし、それは何かの事情があ

って例外的に貸すだけであり、金額も比較的少額である。 

 第二に、公認売春宿は、新規雇用者の全員に前払い金を支払う。応募した女性

やその親の中には、貸付金を１２００円も要求する者がいたが、ふつうはそんな

ことはなかった。金は借りたら返さなければならない。売春宿は、契約上は利息

を取らないことになっていた。しかし、時価換算して給与を削っていたようであ

る。売春宿が、クレジット市場の需要だけに対応して多額の前払い金を支払って

いたものならば、新規雇用者に対して、年季奉公の契約金を払う場合も払わない

場合もあったはずだ。 巨額の前払い金と他の契約条件とをセットにしていたと

いう事実から、何か他の契約にかかわる原動力が働いていたはずだ。 

３．無認可の娼婦たち――性サービス市場で働く公娼の下位の存在として、独

立の無認可の娼婦がいた。たいていの娼婦は認可を受ける方を好んだ。１９２０

年から１９２７年までを見てみると、東京で娼婦の認可を申請した女性のうち、

職を得られた人はわずか６２%だった。（中央, 1926: 381-82; クサマ, 1930: 

27-30, 36） 売春というと誰もがいやがる職業だと思いがちだが、公娼になり

たがる女性は多く、売春宿が雇いたがる人数の一倍半に達していた。認可を受け

られなかった娼婦の多くは、売春宿が雇うのを拒絶した女性たちだった。（草間, 

1930: 37） 認可を受けなかった娼婦については信頼できる歴史的な資料はない

が、他のしっかりした証言によれば、１９２０年代半ばに約５００００人が存在

していたという。（フクミ, 1928: 26-28, 32, 50-56, 178） 

 無認可の娼婦はタテマエとしては違法なので、公認の売春宿で働くことはでき

ない。公認売春宿はブランドになっている。無認可の娼婦はサーヴィスの質の高

い売春宿で働くことはできないのであるから、それだけ収入は少なくなる。１９

３４年について、北国の秋田県出身の女性労働者に関する文献を見てみると、公

娼は住み込み（食費と住居費はかからない）で年間８８４円の収入を得ていた。

バーの女給（or メード）（酌婦；該文献では、無認可娼婦の婉曲表現）は５１
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８円、ウェイトレスは２１０円、他の女性労働者は１３０円だった。（社会, 

1935: 160-161） 

 無認可の娼婦を相手にすると、遊客の方にもリスクが生じる。公娼は、法の定

めにより、毎週性病の検診を受けることになっていた。感染した場合には、快癒

するまでは職場に戻れないことになっていた。１９３２年には、東京で公娼のう

ち、３．２%が性病などの感染症に罹患していた。同じ資料によると、無認可の

娼婦の場合は、罹患率は９．７%に達していた。別の資料でも、公娼の場合は１

～３%であるが、無認可の娼婦ではそれが１０%を遙かに超えていた。3 

４．カラユキさん――日本人ビジネスマンが海外へ行くと、若い女が付いて来

た。外国でも、日本人女性が日本人の男を相手に、娼婦となって働いたのである。

こういう女性を日本人は「カラユキさん」と呼んだ。「海外へ向かう女性たち」

（Nihon, 1920？） 海外在住の日本人男性は日本人女性の方を好んだから、そ

の地の日本人娼婦は現地の娼婦よりも相当に高額の賃金を得ることができた。渡

航費などを差し引いても、一般的には国内で働くよりも高い賃金を得たのである。

（朴, 2014: 451） 

 海外で売春に従事していた女性の出身地を見てみると、日本南部の九州という

島の中、もしくはその近くの二つの共同体である場合が多いのが特徴的である。

その二つとは島原と天草である。 彼女たちの大部分が少数の小さな共同体の出

身であったことは重大である。すなわち、怪しげな募集業者に騙されて連れて来

られたとは考えられないということである。詐欺的手法を使って騙しおおせるの

は、被害者が、どこに陥穽があるかを理解していない場合だけである。若い女性

が、小さな閉鎖社会から出て行き、数年経って戻って来る。当然、どんなことが

あったかを報告する。噂はたちまちに広がる。共同体の中の他の人々は、カラユ

キさんの行く手に何が待っているかを理解するのである。 

 作家の山崎朋子は、この話を取材するために、天草を訪れた。この地で、彼女はオサ

キという名の年輩のカラユキさんと友達になった。オサキは長年の間海外で働いていた

が、その話を聞くと、父親に強制されたわけでもなければ、性奴隷にされたわけでもなか

った。オサキが小さな村で生まれた時、家にはすでに兄と姉がいた。生まれて何年かす

ると父親が亡くなった。その後、母親には愛人ができた。愛人は小さな子供たちに関心

がなかったので、母親は子供たちを捨てて、なんと愛人と結婚してしまった。三人の子

供たちは小さな掘っ立て小屋で生き延び、残飯をあさって命をつないだ。共同体の中

の他の女たちの中には、海外で娼婦として働き、相当な額の金を持って戻って来た者も

いた。そのうちに、オサキの姉も娼婦として働くために海外へ出て行った。 

 オサキが十歳になったとき、募集業者が立ち寄って、海外へ行ってくれるのなら前借

金３００円を支払うという話を持ちかけた。募集業者は彼女を騙そうとはしたわけではな

かった。まだ十歳のオサキにも、この仕事がどんなものであるかは分かっていた。彼女

は兄に相談し、兄が農業で身を立てるのを手伝うために、その職に就く決心をした。そ

して、英領マレーへ行き、３年間はメードとして働いた。あの頃は楽しかった、と彼女

 
3 警視庁(1933:143-44), 上村(1918), 草間(1930: 288, 291), 副見(1928: 93, 168-69), 中央

(1926: 433-35) 
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は回想する。雇われた家では、毎日、白い飯と魚を食べさせてくれた。天草で三

人の孤児が残飯をあさっていたときと比べれば天国だった。 

 十三歳になると、家族のために娼婦として働き始めた。渡航費用と三年間の食

費・住居費が前借金となっていたので、すでに２０００円の負債をかかえていた。

新しい契約条件によると、遊客は支払う金額は、ショートステイの場合は２円、

泊まりの場合は１０円ということになっていた。売春宿のオーナーがその半分を

取り、部屋と食事を提供してくれた。残った半分を彼女がもらい、その中から、

借金を返済し、化粧品や衣類を買った。一生懸命に働いた月は、約１００円を返

済することができた。 

 借金を返済し終わる前に、オーナーが死んでしまい、オサキはシンガポールの

売春宿に移されることになった。新しいオーナーに馴染めなかったので、ある日、

仲間と一緒に港へ行き、英領マレーへ戻る切符を買った。ここが重要な点だ：海

外にいても、売春宿での仕事が気に入らない場合は、出て行くことができたし、

実際にそうする者がいたということである。 

 オサキは新しい売春宿を見つけた。新しいオーナーの夫婦には馴染むことがで

きた。（この夫婦は前の売春宿からの解放を交渉してくれた） まもなく、オー

ナーの妻を「お母さん」と呼ぶようになった。そうしているうちに、現地に来て

いる英国人がオサキを妾にしてくれた。後年になって、オサキは天草の実家へ戻

ることができた。 

 

2.3.朝鮮の売春 
 

１．実態――日本人が朝鮮に移住すると、居住地の中に、本国の売春宿に近い

施設を設置した。日本が正式に朝鮮を併合したのは１９１０年のことだったが、

１９１６年には、朝鮮総督府は、朝鮮全土の売春のために、統一認可システムを

設定した。売春を許される最低年齢は、日本本土では１８歳だったが、朝鮮では

１７歳になった。また、定期的な医療検診を受けなければならないことが定めら

れた。（藤永 1998, 2004; 金&金 2018: 18, 21） 

 この新しい認可システムは日本人女性も朝鮮人女性も利用することができたが、

日本人の方が多かった。例えば、１９２９年までに娼婦の許可を受け、朝鮮で働

いていた女性は、日本人は１７８９人だったが、朝鮮人は１２６２人に過ぎなか

った。日本人女性が接客した相手は４５０３００人であるのに体して、朝鮮人女

性のそれは１１０７００人だった（娼婦一人当たりでみると、日本人は２５２人、

朝鮮人は８８人）。１９３５年までに、（朝鮮で）公娼の数を見ると、日本人は

１７７８人に減っていたが、朝鮮人は若干増えて１３３０人になっていた。

（ 金&金 2018: 18, 21;藤永, 2004） 

 娼婦として働く朝鮮人女性の数は多かったのだが、認可システムを利用する者

が少なかったというだけの話だ。総督府の記録によると、１９３５年の朝鮮では、

日本人女性のバーのメードは４１４人、キャバレー従業員は４３２０人だった。
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（いずれも、実質は無認可の娼婦） それが朝鮮人女性の場合は、バーのメード

１２９０人、キャバレー従業員６５５３人だった。4 

２．契約―(a)賃金 朝鮮の募集業者は、朝鮮人の公娼を募集するために、日

本と同様の年季奉公契約を利用した。しかし、賃金は、朝鮮の低い生活水準を反

映していた。職業の違いを無視して平均すると、１９１０年から１９４０年まで

では、日本人の賃金は朝鮮人の１．５倍ないし２．５倍だった。１９３０年の朝

鮮人男性の平均日給は１円から２円の間だった。（尾高 1975: 150, 153） 

 朝鮮の市場では、日本人の娼婦は、朝鮮人の娼婦よりも高い値がついた。なん

と言っても、日本人の遊客の方が朝鮮人の遊客よりも裕福であり、かつ日本人の

遊客は日本人娼婦の方を好んだからだった。１９２６年を例に取ると、朝鮮人娼

婦は一回の接客で３円を取った。朝鮮内の日本人娼婦の場合は６円から７円だっ

た。朝鮮人の公娼の場合は、遊客は一回の訪問で平均３．９円を使った。朝鮮内

の公認日本人娼婦の場合は、それが８円にもなった。（金&金 2018: 26, 89, 

96; 日本遊覧, 1932: 461）１９２９年のある明らかにより貧しい朝鮮の地域で

は、日本人の公娼の年間の稼ぎが１０５２円だったのに対して、朝鮮人の公娼の

それは３６１円だった。（日本, 1994） 

 日本人の方が稼ぎがよいということから、前払い金の額も、朝鮮で働く日本人

娼婦の方が朝鮮人娼婦よりも高かった。ある資料（金&金, 2018: 96）によると、

朝鮮人の公娼は三年間の契約で、２５０～３００円（時には４００～５００円）

の前借金を受け取っていた。日本人の公娼の場合は、同じ三年間の契約で、前借

金は１０００～３０００円だった。（日本にいる場合よりも高給であることに注

意） 別の資料では、朝鮮人の公娼への平均前借金が４２０円であるのに対して、

日本人の場合は１７８０円だったと計算している。（日本, 1994: 63） 

(b)契約条件――日本人娼婦は六年以内に廃業すると述べたが、朝鮮人の公娼

も二十代の半ばまでには業界を去っていた。ある研究によると、朝鮮人の公娼の

６１%は２０～２５歳だったという。２５歳を超えていたのは１６%に過ぎなかっ

た。（金&金, 2018:97; 伊藤, 1931: 172-94） 別の研究によると、ソウル地域

には１１０１人の公娼がいたが、そのうち６８０人が２０～２４歳であり、２５

～２９歳の者は２７３人に過ぎなかった。この１１０１人のうち、２９４人が業

界に入って５年目、６５人が６年目、１７人が７年目だった。やはり同じ１１０
１人のうち、１９２４年に新規参入した者は３１７人、業界を去った者は４０７

人だった。 

２．海外の朝鮮人娼婦――日本のカラユキさんと同じように、朝鮮の若い女性

も、海外へ出て行った。ここで大事なことは、上海で数軒の売春宿が最初に「慰

安所」の認可を受けたのは１９３２年のことだったのだが、忘れてならないのは、

朝鮮人娼婦が海外へ進出したのはそれよりもずっと前だったということだ。言い

換えれば、慰安所が出来て初めて、朝鮮の若い女性が娼婦になったわけではなか

ったのだ。彼女たちはすでに何十年も前から、海外で娼婦として働いていた。 

 
4 朝鮮(1906-42), 日本軍(2020) 
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 早くも１９２０年代までには、朝鮮の女性は満洲へ出て行って、売春に従事し

ていた。（藤永, 1998）。台湾に目を移すと、１９２９年には、認可、無認可と

を合わせて、１９６人の朝鮮人女性が娼婦として働いていた。（藤永, 2000: 

219） 察するに、日本人の遊客を取る者、朝鮮人の遊客を取る者、中国人の遊

客を取る者、といろいろいたのだろう。 

 こういう最初の慰安所ができたずっと後になっても、朝鮮人女性は依然として

海外へ行って、無認可の娼婦として働いていた。――やはりさまざまな国籍の遊

客を相手にしていた。例えば、１９３７年の天津移民協会の報告によると、無認

可の朝鮮人娼婦が８１人いたとのことである。１９３８年のある一ヶ月を例にと

っても、９０人の朝鮮人女性が、朝鮮総督府に対して、中国の済南で、無認可娼

婦として、働きたいから渡航を許可してくれるようにと請願している。（北支那, 

1938） また、１９４０年には上海の慰安所で１２人の朝鮮人女性が働いてきた

が、他に無認可の朝鮮人娼婦が５２７人も存在していた。5 

 

2.4. 日本と朝鮮での募集 
 
１．日本――改革主義者は戦前から、売春を禁止する方策を模索していた。し

かし、募集業者が若い女性を拉致して、売春宿に売り飛ばしているなどと主張す

る者はほぼ皆無だった。貧困な農村の若い女性が、都会に出て娼婦になるという

のはむしろ当たり前のことだった。しかし、そういう女性たちが、募集業者や売

春宿に無理矢理娼婦にされたなどと訴えた話は聞いたことがない。改革主義者の

中にさえ、募集業者が若い女性を騙して売春宿で働くように仕向けたと主張した

例もない。むしろ、日本の改革主義者が、女性がどのようにして娼婦になったか

を説く場合には、女性の親に責任ありとするのがふつうであった。事実上、親が

娘を売り飛ばして売春をさせたのである。女たちの中には、「本当は行きたくな

かった」と証言する者もいた。しかし、親が、年季奉公の前借金欲しさに娘を説

得するのだった。 

 海外に散らばる慰安所の組織のために、日本政府は人員募集に関する法令を作

った。それによると、既にこの業界にいる娼婦だけを選べということになってい

た。（「軍慰安所」, 1938; 「支那渡航婦女の」, 1938） この法令を見ると、

政府は、この問題が政治化することを恐れていたことが窺われる。日本国内の改

革主義者は、すでに何十年にもわたって、売春の廃止を目指して戦っていた。純

朴な若い女性が金目当ての悪辣な募集業者に騙されて長期の契約で上海の売春宿

に売り飛ばされたなどという話は彼らも相手にしなかったのである。 

 こういう問題に対処するため、内務省は明確な指示を発している。（「軍慰安

所」, 1938; 「支那渡航婦女の」, 1938） 

 

 
5 武井(2012: tab.6), 在徐匯(1938, 1937) 
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(a) 売春目的で海外へ行こうとする女性は、北支もしくは中支を目的地とし、

かつ現在すでに公娼もしくは実質上の娼婦として働いていて、年齢が２１歳

以上で、性病その他の感染症に罹患していない者に限って、許可される。 

(b) 前項の条件に合致することを証明する身分証明書を受け取った女性は、臨

時契約の期間が満了した場合、もしくは満了する必要がなくなった場合には、

速やかに日本へ帰国しなければならない。 

(c) 売春目的で海外へ行こうとする女性は、警察署に対して、身分証明書の発

給を自ら申請しなければならない。 

 

 内務省は、募集業者に対して、すでに娼婦として働いている女性だけを雇用す

るように命令していたのである。女性がどんな仕事をさせられるのかをきちんと

理解できるように、内務省は警察に対して、女性本人が自ら契約書を持って申請

に来ない限り、渡航関係の書類を発給してはならないと命令したのである。また、

内務省は、警察に対して、志願者の契約期間が満了した場合には直ちに帰国する

ように命令することを要求している。 

 

２．朝鮮――朝鮮の場合は、日本には見られない問題を抱えていた。この国に

は、多数のプロの労働者募集業者がいて、昔から詐欺まがいの汚い手を使うこと

で有名だった。朝鮮の警察の記録によると、１９３５年時点で、募集業者の数は

日本人２４７人、朝鮮人２７２０人だった。確かに、こういう業者は、工場労働

者も娼婦も募集していた。（日本, 1994: 51; 山下, 2006: 675） しかし、戦

争前の何十年間かの新聞記事を見てみると、性産業に関連した募集業者の詐欺事

件が目につく。 

 かなり前、１９１８年のことだが、ソウルで発行されている日本語の日刊紙

（京城日報〉1918; 千田, 1973: 89）は、異様な事件が増えていることに警鐘を

鳴らしている。チンピラが女性をソウルに連れて来て、ありとあらゆる甘言を弄

して、いかがわしいレストランに売り飛ばすという事件が少なくないというのだ。

１９３０年代の末の朝鮮の新聞には、１１人の募集業者のグループが５０人以上

の若い女性を娼婦にしてしまったという記事が載っている。さらに、１００人以

上を騙した見事なまでに巧妙な夫婦の記事も見られる。どうも、この夫婦は女性

たちの親に、ソウルの工場で職を見つけてやるからと約束し、１０円か２０円を

払うと、そのまま娘たちを海外の売春宿に一人当たり１００円ないし１３００ 

円で送ったらしい。 

 しかし、この問題を誤解してはならない。女性たちに売春を強要したのは、政

府ではなかった――朝鮮総督府でも、日本政府でもなかった。日本軍が悪徳募集

業者と結託したわけでもなかった。さらに、募集業者が軍の慰安所に狙いを定め

ていたわけでさえなかった。むしろ、朝鮮国内の募集業者が何十年にもわたって

若い女性たちを罠にかけていたということがポイントなのだ。 

 

３． 慰安所 
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3.1 性病 
 

 １９３０年代から１９４０年代始めにかけての大量の日本政府の書類を見ると、

政府が性病を撲滅するための施設を設立していたことがよく分かる。もちろん、

他の理由もあった。レイプを減らそうということだ。１９３９年に北支那で陸軍

が出した奇妙な書類が残っている。どうも、慰安所を設置したのは、将兵の間に

広がって来た共産主義思想と戦うことが目的だったようなのだ。（北支那, 

1939） しかし、基本的には、軍が慰安所を作ったのは、性病と闘うことが第一

の目標だった。慰安所を定義するならば、「軍の厳しい衛生と避妊の管理方法に

従うことに同意した売春宿」ということになろう。 

 日本軍にとって、他には娼婦は必要なかった。豊富に存在していたからだ。ど

こでも、娼婦は軍隊に付いて行くものだ。だから、アジアでは日本軍に付いて来

た。日本軍が必要としていたのは、健康な娼婦だった。１９１８年のシベリア出

兵の際、指揮官たちは、部下の将兵のうちの相当数が、性病のために使い物にな

らなくなっていることを知った。6 １９３０年代に陸軍が中国全土に展開する

ようになると、ここでもまた、現地の娼婦たちはひどい性病にかかっていること

が分かった。どうせ将兵が売春宿に出入りするものなら、この恐ろしい病気をチ

ェックできる売春宿に行ってもらいたいものだと軍は考えた。 

 病気のリスクを減らすために、軍は段階的な方策を取った。まずは、軍の基準

に従うと誓約した売春宿に認可を与えた――そして、そういう売春宿を慰安所と

呼んだのだった。公認売春宿（慰安所）の娼婦（慰安婦）たちには、毎週医療検

診を受けることを義務づけた。慰安婦が感染した場合には、全快するまでは、接

客することを禁じた。遊客となる将兵には、コンドーム（軍か慰安所から無料で

提供された）を使えという命令を出した。さらに、慰安婦にはコンドームを使わ

ない遊客を相手にしてはいけないという通達を出した。慰安婦遊客も、全員に、

行為の後には消毒薬で洗浄させた。将兵が、認可された施設以外の売春宿に通う

ことも禁止した。7 

 

3.2. 契約期間 
 
 慰安所が慰安婦を雇った契約は、いくつかの点で、日本国内の公認売春宿が使

っていた契約に似ていた。似てはいたが、その相違点には注意すべき所があった。

東京の売春宿で働くために故郷を出て行く女性たちは、危険で辛い仕事をするの

であり、また評判上の損失を蒙ることが分かっているから、それを埋め合わせる

だけの収入が得られるという保証を欲しがった。さらに戦闘地域の前線へ出て行

くとなると、また別の甚だしい危険を冒すことになる。戦争に付きもののありと

あらゆる危険を覚悟しなければならなかった。戦闘行為があり、爆撃があり、病

気が蔓延していた。そればかりでなく、慰安所が契約不履行をする心配もあった。

 
6 山田および平間『統計より見たる花柳病』参照。 
7 軍政監部(1942), 支那派遣軍(1938), SCAP(1945), 森川(1939), Mandalay(1943)、U.S. 

Interrogation Report(n.d.), Hito gun(1942) 
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東京だったら、売春宿のオーナーが契約に違背しても、娼婦は警察に訴えること

ができた。前線では、警察と言えば、憲兵隊しかなかった。東京だったら、売春

宿のオーナーが契約不履行をしたら、法廷で争うことが可能だった。前線では、

そのような選択肢は考えられなかった。東京だったら、売春宿から逃げ出して、

都会の中に無名の娘として消えて行くこともできた。前線でも、それができない

とは限らなかったが――前線と言っても、どんな状況の所に慰安所が立地してい

るかによってできる場合とできな場合があった。 

 言い換えれば、東京の売春宿の契約をそのまま前線に持ち込むことはできなか

った。修正が必要になった。契約上の一番基本的な相違点は、契約期間がずっと

短いという点だった。慰安所が前線に立地していることから生じる様々なリスク

を考慮して、契約期間はふつう二年に限られていた。日本国内での契約期間は通

常は六年、朝鮮国内では三年だったことを想起して戴きたい。ビルマでの朝鮮人

慰安婦の場合は、他の地域の前線の場合よりもさらに短くて、六ヶ月ないし一年

だった。 

 

3.3. 契約の価格 
 
 こういう短期契約で危険を孕む仕事のことであるから、慰安所は、東京の売春

宿に比較してずっと高額の年俸を支払った。例えば、二年契約の場合、数百円の

前払い金を支払っていた。１９３７年に上海の慰安所に採用された日本人女性の

実例を挙げると、５００円から１０００円に及んでいた。（内務省, 1938） １

９３８年の内務省の文書（書類）には、日本人女性が６００円ないし７００円の

前払い金をもらって上海の慰安所へ渡ったという記録が残っている。ある一人の

女性は前払い金７００～８００円、他の二人は３００～５００円だった。（内務

省, 1938） 

 これがどういうことであるかを考えてみたい：慰安所勤めには甚だしいリスク

が伴うのだから、慰安婦は相当に高額の報酬を得ていた。朝鮮や日本の国内で働

く娼婦の場合でも、他の職場よりは賃金がずっと高かった。日本国内の娼婦が、

六年間の契約期間で、１０００～１２００円を稼いでいたことを思い出して戴き

たい。日本人の慰安婦は二年間の契約期間で６００～７００円を手に入れていた

のである。 

 

3.4.契約条件 
 
 契約の他の条件の中にも、戦地では不安が昂まることを反映しているものがあ

る。１９４３年の英領マレーの慰安所に関する軍規則を例に取ってみよう。日本

にいる女性が、マラヤで働くとなると、まず次のような疑問が頭に浮かぶだろう。

「強盗に遭わないかしら」「軍が撤退するとき、預金を持ってゆけるのかしら」

「私が死んだら、私の預金を家族が受け取ることができるのかしら」。こういう

問題に対処するために、軍規則は、慰安所に対して、慰安婦個人の名義で、預金

口座を開設するように命じている。さらに、慰安所は、慰安婦が稼いだ総収入の
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３%を慰安婦のために積み立てなければならなかった。そればかりでなく、慰安

所には女性が稼いだ金の一部を前借金の残債の返済に宛てる義務があった。残債

が１５００円以上である場合は、遊客が払った金の４０%を女性が受け取った。

残債が１５００以下である場合は５０%、完済している場合は６０%が女性の受け

取り分だった。慰安所は、この女性の取り分のうち三分の二を残債返済に宛て、

残りを娼婦本人に直接支払うことになっていた。（Maree, 1943; U.S.Office, 1944
を参照） 

 契約期間が満了するか、あるいは前借金を完済した場合には、女性は家に帰る

ことができた。ビルマとシンガポールの慰安所で受付係をしていた朝鮮人が数年

にわたって日記を付けていた。（Choe, 2017a,b） 彼の勤めていた慰安所では、

慰安婦の契約期間が終わって故郷に帰る例はごくふつうに見られた。千田夏光は

慰安婦の調査をしているうちに、日本から慰安婦を募集することに携わった退役

軍人に会うことができた。彼の言うことは自己弁護もあろうから額面通りに受け

取ることはできないが、千田が「本当に前借金１０００円を返済して自由になれ

た女性もいたのですか」と訊くと、「いたよ」と彼は答えた。「たくさんいた。

第一聯隊と一緒に移動していた慰安婦について言えば、どんなに遅い者でも、二

三ヶ月で完済して自由になることができた」。 

 

3.5.娼婦の預金 
 
 娼婦は稼いだ金の一部で前借金を返済する。返済して余った金額は様々だった。

契約条件そのものを見てみても、その金額は娼婦が稼ぎ出す金額次第だった。学

者たちが決まって言うことは、慰安所のオーナーは娼婦を騙していたに違いない

ということである――確かにそういう事実があったことは間違いない。どんな業

界にいても、人間は騙し合うものである。 

 しかし、重要なことは、多くの慰安所のオーナーが、莫大な前借金の額を超え

る金額を実際に娼婦に支払っていたということである。前述の日記を付けていた

受付係は、娼婦は預金口座を持っていたと記録している。彼は自ら、娼婦のため

に、定期的にその口座に金を預けに行っていたとのことである。さらにまた、彼

女たちの実家に定期的に送金して、受領確認の電報を受け取っていたと言う。

（KIH, 2016a; Choe, 2017a,b） なんと、娼婦の中には、貯めた金で、自ら慰安

所を開設したものまでいたのだった。（朴, 2014: 111） 

 口座を作った朝鮮慰安婦の中では、ムン・オクジュ（文玉珠）が一番華々しい

成功を成し遂げたように思われる。彼女は回想録に次のように書いている。

（KIH, 2016b） 

 

 私はチップにもらったうちの相当額を預金した。 軍人がみんな、給料を戦地

の郵便局に預金口座を作って貯めているのを知った。そこで、私も預金口座に自

分の金を預けることにした。私はある軍人に、個人の印鑑を作ってくれと頼み、

５００円を口座に入れた。私は生まれて初めて、預金通帳というものを持った。

私は大邱で、子供の頃から、ベビーシッターをしたり、町の売り子になったりし
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て働いたが、どんなに働いても貧乏なままだった。だから、預金口座にそんなに

多額の金が入っていることを信じられない思いだった。その当時、大邱では家一

軒が１０００円で買えた。私は母に楽な生活をさせてやることができて、幸せに

感じ、誇りを持った。預金通帳が私の宝物になった。 

 人力車で買い物に行くのは楽しかった。ラングーンの市場で買い物をした思い

出は忘れることができない。ビルマは宝石の産地なので、宝石店がたくさんあっ

た。ルビーも翡翠もあまり高くはなかった。友人の一人は宝石を収集していた。

私も宝石を持つのがよいと考えて、ダイアモンドを買いに行った。 

 私はラングーンで人気者になった。ラングーンには前線よりもたくさんの将校

がいたので、私はしょっちゅうパーティに招待された。私はパーティで歌を歌い、

多額のチップをもらった。 

 

3.6. 戦争末期 
 
 戦争の最後の二年間、日本政府は一番積極的に朝鮮人労働者を動員した。その

せいで、学者たちの中には、この期間に慰安婦の募集も一番盛んになったと示唆

する人もいる。実情はその反対だった。戦争末期は、政府が慰安婦を集めようと

した時期ではなかった。逆に、政府が慰安婦を慰安所から軍需工場へと動員した

時期だったのだ。 

 日本の敗色が濃くなるにつれて、軍は兵員が不足して来た。１９３６年には、

陸軍には２４万人の将兵がいた。中国への進出が始まると、その数は９５万に増

加した（１９３７）。その後の上昇は凄まじく、１９４３年には３５８万、１９

４４年には５４０万、１９４５年には７３４万に達した。軍は次第に、４０歳近

い予備役の兵を召集して、前線に送るようになった。終戦直前には、２０歳から

４０歳までの男子のうち、60.9%が入営し、２００万人が死亡した。（渡邉 

2014: 1, 8） 

 軍はまた、補給品が不足していた。（全般的に三輪, 2014 を参照） 軍は３

０代の予備役の兵を召集して前線へ送ったので、炭鉱や工場で働く労働者が不足

し、その穴埋めをしなければならなくなった。朝鮮人は日本国籍を持っていたの

に、軍はまだ朝鮮人の若者を徴兵していなかった。しかし、１９４４年までには、

軍は、多数の朝鮮人男子を炭鉱や工場へ送るようになっていた。同時に、若い未

婚の女性は日本人も朝鮮人も、工場へ送り始めた。8 

 政府は慰安所などにはかまっていられなくなった。慰安所や高級レストランは

だんだんと閉鎖されて行った。軍は、使えそうな日本人男子を民間の製造業から

前線へと送り出して行った。その補充をするために、朝鮮人男子を日本へ連れて

来た。また、日本人でも朝鮮人でも、女子は、家庭や重要性の低い職場から引っ

張り出して、軍需工場へ配属した。9 朝鮮の動員されて労働することになった

女性のことを考えてみよう。毎日新聞（１９４４）は、釜山港で貨物を運搬する

女性からの手紙を紹介している。「我が国は私達を必要としている」と彼女は叫
 

8 働ける(1943)、労務管理(1943)、朝鮮(1944,1945)、樋口(2005 
9 戦争(1943)、半島(1944) 
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ぶ。「女だからと言って、家に閉じこもっていていいというわけがない」 全体

の空気が厳しくなったことと、娼婦を工場に取られてしまったことから、売春宿

は次第にさびれて行った。10 

 

４． 結論 

 

 日本軍は困った問題を抱えていた。慰安婦が足りなくなったのではない。慰安

婦はどこまででも軍に付いて来るものだ。そして、１９３０代、１９４０年代に

は、慰安婦は日本軍に従って来た。問題は医療関係だった。地方の慰安婦は、ひ

どい性病に罹患していた。どうせ将兵が頻繁に慰安所へ行くものなら、司令部と

してはせめて健康な慰安所へ行ってもらいたかった。 

 その目的のために――健康状態改善という目的でなく、衰えて行く軍の戦力を

維持するという目的のために――軍は、日本や朝鮮の標準的な認可システムを導

入した。慰安所も慰安婦もこのシステムに登録した。指定された医師が毎週医療

検診を行った。慰安所は遊客にコンドームを付けることを要求した。慰安婦はコ

ンドームを付けたがらない遊客を拒絶するようにと命令された。遊客も慰安婦も、

行為の後、その度ごとに消毒液で洗浄しなければならなかった。 

 契約そのものは、ゲームの理論でいう「信頼できるコミットメント」の原理に

従っていた。慰安所のオーナー（軍ではない）は、多数の新しい慰安婦を雇った

が、その大半は日本人と朝鮮人だった。女性たちは、慰安所のオーナーが将来の

稼ぎについて甘言を弄することを知っていたから、報酬の相当部分を前払い（前

借金）で受け取りたがった。慰安所の方もそれに同意した。女性たちは戦地に送

られることを知っていたから、契約を最長年期にしてくれるように望んだ。慰安

所の方もそれに同意した。一方、慰安所の方も、監視されていない密室で女性た

ちが仕事をさぼることを恐れて、熱心に働こうというインセンティブを与える条

件を望んだ。それとこれとが相待って、女性側と慰安所側とは、多額の前借金と

一年か二年の契約期間とをセットにした年季奉公契約を結んだ。戦争の最後の数

ヶ月になるまで、女性たちは契約期間を勤め上げるか、あるいは前借金を早期に

完済して故郷へ帰って行ったのだった。 

 
10 戦争(1943), 秦(1992, 330, 333)、８軒(1943 
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