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韓国で新たに当事者の存在判明
パクビョンスク

オランダ人元捕虜が探し続けた命の思人 口朴乗淑さん

昨年末、同進会を応援する会会員・小塩海平さんらの尽力で、韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者の朴乗淑

さんが、韓国でご存命であることが判明しました (日 本名 :竹本慶一)。 きっかけは、あるオランダ人

元捕虜の、命の恩人「タケモ ト」を何としても探したいという熱い願い。その結果は、オランダ 。日本・

韓国をつないで奇跡を生みました。その経緯を小塩さん、内海愛子さん他の皆さんに執筆いただきまし

た。

韓国同進会、法案早期成立を求め再来日
-4月 11日 に衆議院議員会館で集会を開催 します一

多くの期待を担つて出発した民主党政権が、迷走を続けています。政局続きで、国民にとって、ある

いは近隣諸国と友好関係を築くために、本当に必要な政策までが放置されている状態は非常に深刻です。

この度、4月 9日 (土)-11日 (月 )韓国同進会が来日することになりました。4月 11日 (月 )に、

日本政府 。国会への要請行動を行うとともに、院内集会を開きますので、ぜひお越しください。

早期立法実現を求める院内集会

日時   4月 11日 (月) 13:30～ 15:00
場所   衆議院第 2議員会館 第 2会議室

発言者  同進会より李鶴来会長、韓国同進会より姜道元会長、朴一溶さん 他

(13:00よ り入館票を配布します)

また、前日 4月 10日 (日 )には、毎年池上本門寺で行われている「チャンギー殉難者慰霊祭」にも

参列予定です。

韓国では政治が戦争犠牲者の救済に着々と動いていますが、今回の韓国同進会の来日は、韓国 。東ア

ジア歴史財団「東北アジア歴史葛藤解消のための国内外交流協力及びネットワーク構築」事業の一環と

して助成を受けてのものです。
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バッカーさんと二人のタケモト

フェリックス 。バッカーさんが旅先のタイで買

った本によってタケモ トの処刑を知ったのは、第

二次大戦後、すでに半世紀以上が経過した 1997

年 3月 のことであった。青天の露歴とは、まさに

このことをいうのであろう。波乱に満ちた人生の

晩年を静かに振 り返ろうとする巡礼の旅は、思い

がけない疾風怒濤の渦の中に、バッカーさんを叩

き込んだ。

日本軍と交わした血みどろの銃撃戦、捕虜にな

った夜に理由も知らされずに惨殺された仲間達、

泰緬鉄道における屈辱と死の恐怖。これまでずっ

と戦争被害者として平和について語ってきたそ

の自分に最終的に突きつけられたのは、あのとき、

病気の自分を助けてくれた命の恩人ともいうべ

きタケモ トが、戦争犯罪人として処刑されていた

という、夢想だにしなかった衝撃の出来事であっ

た。しかも、何度も泰緬鉄道の現場に足を運んで

いながら、その瞬間に至るまで、タケモ トの存在

は、バッカーさんの意識の中から全く消え失せて

しまっていたのである。

バッカーさんには、キリス ト者として平和運動

に関わっているという自負があった。死すべき罪

人である自分の代わりに、キリス トが十字架にか

かつて罪を担ってくださった。それならば、生か

されたこの命は、神のために、また隣人のために

用いなければならないはずである。バッカーさん

は、これまで、そう考えて、懸命に生きてきたつ

もりであった。しかし、タケモ トが処刑されたこ

とを知り、自分は被害者ではなく、加害者ではな

いのかという自責の念に苛まれるようになった。

彼が首実検に引っかかったことは、噂で聞いてい

た。タケモ トは戦犯裁判にかけられても仕方がな

い立場にあったことは確かである。

しかし、死刑の宣告はあまりにも重すぎるので

はないか。彼自身、日本兵に打郵され、命令に従

わざるを得ない軍属の身分に過ぎなかったはず

である。タケモ トが処刑されたのは、自分が戦犯

小塩海平

法廷で彼を弁護しなかった無責任によるのでは

ないだろうか。キリス トによって罪を贖ってもら

ったことを自負するキリス ト者が、自らを救って

くれた命の恩人をムザムザと処刑人の手に売り

渡すような失態を犯し、しかも罪の意識すら持ち

得なかったとは……。

バッカーさんは、自らの不明を恥じながらも、

神が最後の審判に当たってタケモ トの善行を考

慮したもうことに望みを抱きつつ、他の朝鮮半島

出身の戦犯についても関心を寄せるようになり、

すでに東京地裁に提訴されていた韓国・朝鮮人元

BC級戦犯者による謝罪と補償を求める裁判を支

援するようになっていった。

オランダ人抑留者による対 日道義請求裁判は

1994年に始まっていたのであるが、1996年秋に

この裁判を支援するオントムーティング (オラン

ダ語で「出会い」の意)と いう小さな組織が作ら

れ、主要なメンバーであった内海愛子、小塩海平、

渡辺信夫の名前が、オランダの対日道義補償請求

財団の機関誌に紹介された。バッカーさんはこの

3人宛てに「あなたがたの活動を、私も、私の家

族も、私の属する教会の会員一同も感謝していま

す」というメッセージを添え、クリスマスカー ド

を送付した。それがきっかけになって、手紙のや

りとりが続けられ、1999年 に来日された折には、

李鶴来さんをはじめ、ジャワで銃を突きつけあっ

た大分 47連隊の山下信一さんとも会食する機会

に恵まれた。

バッカーさんが、タケモ トがどのような罪で戦

犯に問われたのか、また獄中の様子はどうであっ

たのかを知りたいと願つたのは、自分の罪責に誠

実に向き合おうと考えたからであろう。私はバッ

カーさんの要請に応えて、タケモ ト (武本幸治 :

金澤振)さんが処刑される日の朝に面会された呉

在浩さんをお訪ね し、「自分は死刑判決には納得

できない。好き好んで泰緬鉄道に行ったのではな

く、命令故にこのようになったのだ。これも時の



流れ、亡国の民の悲しさだ。君は泰緬鉄道とは関

係ないから命はあると思う。身体を大事にして長

生きしてくれ。俺は不本意だが今 日この世を去

る」と呉さんに告げた金澤振さんの最期の言葉、

そ して呉さんがこれから処刑される友人に向か

つて「お元気で」としかいえなかったという断愧

の念、また今に至るまでそのときの情景が脳裏に

焼き付いていて離れないと話してくださった無

念さをお聞きして、バッカーさんにお伝えした。

また、趙文相さんの遺書に出てくる金澤振さんは

仲間にビスケットを配るような優 しい人柄が偲

ばれること、『世紀の遺書』には「人生青春二十

六歳 獄中春風落花」という短い漢文の辞世の句

が残されていることをお知らせした。

バッカーさんは、せめて金澤振さんのご遺族の

消息がつかめるならば、彼が極悪人として処刑さ

れたのではなく、少なくとも自分を含む 3人の捕

虜の命を助けてくれたことに関して、感謝の気持

ちを持っているものがいることを伝えてほしい

という切実な思いを吐露された。しかし、呉在浩

さんに相談すると、「私自身、金澤振さんのご遺

族に、彼の最期の様子をお伝えしようと、どれほ

ど邊巡したか知れません。しかし、刑の軽かった

私でさえ、家族がどれほど後ろめたい思いで過ご

しているかを考えると、とても彼の遺族を訪ねよ

うという気が起こらず、いまに至ってしまったの

です」という悲痛な返事が戻つてきた。

昨年になって、オーストラリアの公文書館で数

百ベージにも及ぶ金澤振さんの裁判記録が手に

入り、あとから郵送されてきた本人の顔写真とと

もに、バッカーさんに添付ファイルでお送りした。

金澤振さんは趙文相さんと同じく、ズンモという

捕虜の虐待に関与していた嫌疑で裁かれていた

のだが、バッカーさんから戻ってきた返事は、意

外にも、このタケモ トは自分が探しているタケモ

トではないというもので、その文面には、自分を

助けてくれたタケモトが、死刑に処せられたこの

タケモ トではなかったのだという、永年の良心の

呵責から解放された安堵感と、もしかしたらもう

一人のタケモ トが生きているかもしれないとい

う一績の望みとが、魂の呻吟のように綴られてい

た。

その後、李鶴来さんに問い合わせたところ、翌

日、2年の刑を受けたもう一人のタケモ トさんが

いることがわかり、イギリス公文書館に裁判資料

を請求 してバッカーさんに確認してもらったと

ころ、間違いなく本人だということがわかり、そ

の後 「釜山府凡一町 721」 という日帝時代の住所

をもとに、竹本慶一さん (朴乗淑さん)に辿り着

いた経緯は、他の方が報告されているとおりであ

る。

私は、この出会いの橋渡しのお手伝いができた

ことを喜ぶ一方で、おそらく朴乗淑さんご本人で

さえ忘れ去っていた「タケモ ト」という日本名が

バッカーさんの記憶に残 り続けていたことに戦

慄を覚えぎるをえなかった。私たちは、韓国・朝

鮮人戦犯の多くが渾名で裁かれていたという杜

撰さに憤りを覚えているのだが、いまだにや り場

のない怒 りと無念さを抱き続けているオランダ

人捕虜たちの胸中に、本名ではない日本名や渾名

が、真相を蔽われたまま、どれほど多く刻みつけ

られたままになっていることであろうか。

「タケモ トの本名は、朴乗淑というのですか」

というバッカーさんの言葉には、戦後 65年を経

て恩人の本名を知り得た感慨無量の喜びと、今後、

これまでの空隙を埋めることができるであろう

期待とが込められていた。



「タケモ トJを探 して

小塩さんの紹介でバッカーさんにお会いして

から 10年以上の歳月が経過している。バッカー

さんは「命の恩人タケモ ト」を探していた。だが、

泰緬鉄道で勤務していたタケモ ト=武本 (金澤

振)は処刑されていた。返事に窮したまま歳月を

重ねてしまった。もう一人のタケモ トの存在に思

いいたらなかったのである。刑が軽く、チャンギ

ー刑務所から直接、韓国に帰国したタケモ トは、

同進会の人たちとの交流もなかった。名簿の後ろ

の方にその名前はじるされていたが、タケモ トに

ついて語る人はいなかった。

小塩さんの粘 り強い調査でバッカーさんが探

しているタケモ トが竹本慶一 (朴乗淑)さ んであ

ることが明らかになった。だが、まだご存命なの

か、どこに住んでいるのか、手掛かりはない。唯

一の情報は名簿の旧住所である。真相究明員会で

も彼の存在はつかんでいなかった。当然、韓国同

進会も朴乗淑さんについての情報は持っていな

い。2008年、朝鮮人BC級戦犯の番組を作成し

た NHKの渡辺考さんも、唯一の生存者が金哲基

さんだと話していた。その金哲基さんももうお話

を聞くのは難しい状態という。90歳を越えている

はずのタケモ トは他界している可能性が大きか

った。二日もはやく居所を確認しなければならな

い。

そう思ってハンギョレ新聞の大記者金孝淳さ

んにメールを入れた。韓国で遺族会が集会を開い

た 2007年 に取材に来ていた記者である。BC級問

題やシベリア抑留の問題の取材もしており、日本

の戦後補償問題にくわしい。なによりも彼自身が

「民青学連事件」で逮捕され、獄中での苦しい生

活を体験していた。金孝淳大記者なら協力してく

れるという確信があつた。旧住所を手がかりに朴

乗淑さんを探し出てほしいと連絡 した。金孝淳さ

んはすぐ動いた。

金記者は釜山の支局に連絡をいれた。支局の記

者が旧住所を訪ねたがすでに転居していた。支局

内海愛子

の記者はここであきらめなかった。旧住所をもっ

て警察署に行き転出先を教えてくれと粘った。個

人情報なので一般には教えないというが、経緯を

説明したところ警察も協力してくれた。転出先の

ソウルの住所を教えてくれた。その住所に金孝淳

記者が連絡を入れた。息子さんが電話口に出られ

て、ご健在なことが分かった。敬虔なカ トリック

信者であり今も教会に通う毎日だという。

昨年 12月末、金記者とソウルのアパー トに朴

乗淑さんをたずねた。金記者は事前に息子さんと

連絡をとってアパー トを訪ねていた。かつては

「貧民街」だったというその地域には高層アパー

トが林立していた。同行したのはイヨンチェさん、

これまで集会の通訳をしてくれた恵泉女学園大

学の先生である。会員の村井吉敬さんと林るみさ

んが加わった 5人が朴乗淑さんを囲んだ。

朴乗淑さんは突然の来訪にはじめはとまどっ

た。事情を熟知している金孝淳さんが耳の少し遠

い朴乗淑さんの耳元で優しく語 りかけた。事情を

飲み込んだ朴乗淑さんが 70年前の話を語り出し

た。バッカーさんの名前は記憶していなかったが、

戦犯に問われた事件の記憶ははっきりしていた。

われわれは捕虜よりも待遇がよくなかっ

た。竹のベッドを臨時に架設して、捕虜た

ちを監視 した。捕虜に工事を強圧的にさせ

ていた。何万人もです。疲れて死んでいく

捕虜はとても多かった、「原住民」 (ア ジア

人労働者のこと)も投入したんですよ。

私は生きるために捕虜監視員に応募しま

した。学校にろくに行っていなかったので、

特別な仕事はできないんです。忠実に仕事

をしました。

解放前に重要な事件がありました。要点

だけ申しあげます。クワイ河の交通手段は

船を利用していました。ポンポン船です。

まだ鉄道はできていなかったので。私に来



た任務は捕虜や収容所の人に食べさせるコ

メを、この交通手段を利用 して運ぶことで

す。船の監視、船上監視の責任者を任され

て、捕虜の監視をしました。

収容所の上をイギリス軍の飛行機が飛ん

でいました。その下でコメを運ばないとい

けない。ビルマ国境近くまで 2時間ぐらい

かかります。5時になってしまい、空襲が

始まりました。収容所の責任者が私を呼ん

で、物資が届いたから捕虜を動員して運び

なさいと一 。イギリスの将校を連れていき

ました。将校はとても傲慢でした。夜の食

糧を早く運ばないといけないのに、イギリ

スの将校は指示に従わない。空襲のもとで

彼らも被害を受けるので、捕虜を使役に出

さなかったのです。 しかし、食事を出さな

ければみんな死んでしまうので、私は任務

だけを考えていた。頭に来て思わず顔を殴

ってしまったのです。なぜそんなにひどく

怒つたのか、自分でもわかりませんでした

が、それが原因です。それ以外は暴力とか

そ うい うことはありません。イギリス将校

の名前は 4つの文字ですが、忘れました。

調書に私のニックネームが書いてありまし

た。「海軍大将」というのです。裁判までそ

んなあだ名のあることを知 りませんでした。

逮捕 されてチャンギー収容所に入 りまし

たが、私が逮捕されたという噂を聞いて、

調査 したオランダの将校が夜、来て 「あな

たは無実だ。帰ることはできる」と教えて

くれました。裁判では 2年の判決でしたが

執行猶予がつきました。弁護士もいて、釈

放されました。6カ 月、チャンギーにいて 4

年ぶ りに韓国に帰 りました。

家に帰つたら、めちゃくちゃでした。私

は食べるためにプサン市場でビジネスを始

めました。11歳の年下の弟は大学まで勉強

させました。ある時、市場で火災が起き、

全財産をなくしてしまいました。植民地時

代の保険も文書もすべてなくなりました。

完全に裸になって、食べるために引つ越 し

しました。保険もなかったので、日雇いな

どもしました。はじめに結婚した妻は亡く

なり、この写真のハン・ギスンと再婚 しま

した。かの女は広島で被爆 していました。

もうその彼女も亡くなりました。

朴乗淑さんは途中、疲れたのか、話が前後する

こともあつたが 2時間以上にわたつて記憶をたど

りながら生活 と闘つてきた苦 しい半生を語つて

くれた。朴乗淑さんは日帝時代も帰国後も、家族

を養 うことに腐心してきたので、戦犯だつた過去

を振 り返つている余裕もなかったようだ。

「奇跡がおこった」と話した朴乗淑さんは別れ

際にみんなの手を握つて 神に祈 りを捧げた。そ

の力強いすがたに信仰が彼の苦 しい人生を支え

てきたのだと改めて感 じた。

その後、金孝淳さんと小塩さん、バッカーさん

が直接、連絡をとりあつている。戦後 60数年を

経た現在、このような出会いが実現したことが驚

きである。バッカーさんの強い信念とそれを支え、

橋渡 しをした多くの人たちの熱意が可能にした

「奇跡」だった。



朴乗淑さん面会記一一村井吉敬

昨日の雪がいたるところに積まれ、ところどこ

ろが凍った寒い午後 (2010年 12月 28日 )に、

朴乗淑 (パ ク・ビョンスク)さ んのアパー トを訪

ねた。初めに玄関に出てきた人をパク・ ヒョンス

クさんだと思つたがこれは勘違いでパクさんの

息子さんだった。アパー トは小さく粗末なものだ

った。ハンギョレ新聞の大記者キム・ヒョンスン

さんが少 し耳の遠いパクさんに大声で話 しかけ

る。パクさんはオランダ人バッカーさんについて

温厚で誠実なお人柄一 林るみ

二間だけのアパー ト。朴乗淑さんと息子さんと

私たちは膝をつき合わせて座つた。小さな部屋は

大人 7人で牛詰めである。棚の上にはキリス トと

マリア像、ローマ法王の写真とともに、亡くなっ

たお連れ合いのハン・スギンさんの遺影が飾られ

ていた。朴乗淑さんの生活は見るからにつましい

ものに思えた。どれほど苦労されたことだろう。

耳が遠いこともあり、朴乗淑さんには、いきな

り大勢で訪れた私たちが何者であるのか、最初わ

かりづらかったのは当然だ。オランダ兵について

尋ねた村井吉敬先生を「オランダの方ですか ?」

と勘違いされたりもした。確かに、村井先生は大

柄だし、ルックスもどこか西洋人風である。

しかし、時間がたつにつれ、こちらの訪間の意

図を理解 し、「はるばる来てくださつてありがと

うございます。奇跡だ。神に感謝します」とわれ

あまり記憶がなかった。しかしバッカーさんは自

分の命を救つた恩人を忘れていない。パクさんは

いままで強制動員真相究明委員会に名乗 りを上

げることもなくソウルの片隅でひつそ り暮 らし

てきた。自分が英国人将校の捕虜を殴つてしまつ

たので戦犯になったことも淡々と話 してくれた。

敬虔なカ トリック教徒のパクさんは別れ際に「神

の祝福」を、初めて訪れたわたしたちにしてくだ

さった。

われの手を握 りしめた。よくぞお元気でいてくだ

さつたと、私も胸が詰まつた。

94歳というのに記憶ははつきりしている。連合

軍の反撃が激 しくなる中、死ぬか生きるかの状況

下で「傲慢な」イギリス将校を殴つてしまい、2

年の判決を受けたが、「殴つたのだから刑は当然

だと思 う」という言葉には、正直驚いた。話の節々

から、温厚で誠実な人柄がしのばれる。バッカー

さんのことはおぼえていないという。が、日の前

の朴乗淑さんに、この人がバッカこさんの探し続

けた「タケモ ト」に違いないと確信した。

別れ際、朴乗淑さんはわれわれに「神の祝福」

として、両手を広げ、祈 りを捧げてくれた。張り

のある声に、バッカーさんと再会してほしい、そ

の日までどうかお元気でいてほしいと願わずに

いられなかつた。

私は、彼とはチャンギー刑務所で数週間ほど、

特別監禁中に一緒でした。私も逮捕されたばかり

で気が動転しており、ゆつくり話すこともなかっ

たのですが、温厚で誠実なお人柄との印象を受け

ました。そのうち彼は判決を受け、私は無罪釈放

となりました。彼とはそれきりです。

釈放された私は、香港まで戻つたところで再度

逮捕状を受け逆戻り、裁判の結果が死刑だつたこ

とは、これまで皆さんにお話したとお りです。朴

さんは、90歳代前半になっておいででしょう。

(談 )

次頁記事は『ハンギョレ新聞』2011年 2月 6日 より

チヤンギー刑務所で数週間一緒だつた下 李鶴来

朴乗淑さんについて、私の手元にある資料には

下記のとおりの記述があります。

逮捕場所 :タイ国

逮捕年月日 :1945年 9月 28日

裁判国 :英国

刑期 :2年

判決年月日 :1946年 11月 1日

釈放年月日 :1948年 6月 24日

(満期釈放、当時 26歳)

釈放場所 :星州 (シ ンガポール )

原籍地 :釜山府凡一町 721



「橋」をかけてくれた国際共助

音の捕虜と捕虜監視員が、数十年ぶりに生存を

確認し、祝福のあいさつを交わしたことは、市民

団体と研究者、活動家たちの国際的共助があって

可能だつた。日本が植民地支配と侵略戦争に対す

る戦後処理をおろそかにした結果、1990年代の

初めに戦後補償を要求する訴訟が、堰が切れたよ

うにどっと提起された。韓国、中国、台湾、東南

アジアの強制連行の被害者や犠牲者の遺族たち

は、日本の市民団体や弁護士たちの助けを得て、

法廷闘争に乗り出したが、ほとんど大部分が敗訴

した。

オランダでは戦時中に日本軍によって抑留さ

れた軍人や民間人の被害者たちを中心に、1990

年に「対日道義請求財団」が結成された。この団

体は、インドネシアを占領した日本軍に引きずら

れていき、「慰安婦」の役割を強要されたオラン

ダの女性たちについての調査資料などを公開し、

「戦時性奴隷」問題を国際的に拡散させるのに、

オランダの市民団体 0日 本人教授などの協力の「成果」

パク・ビョンスク氏

大きく寄与した。対日道義請求財団の訴訟は、ア

ジア人たちのほかの戦後補償裁判に比べて、日本

社会の関心が相対的に少なかったために、キリス

ト教の教会とオランダに留学をしていた人々を

中心に、支援の会が作られた。

パク・ビョンスク氏を探そうとするバッカーの

努力は、自然とこの支援団体に連結した。小塩海

平東京農業大学教授は、数年前にオランダでバッ

カーを訪ねていき、詳しい事情を聞いて、専門の

研究者たちに助けを要請した。

パク氏の所在を探すには、ハンギョレ新聞社の

取材網も一助となつた。ハンギョレ新聞社に渡さ

れた糸回は、彼の出生年度と「釜山府凡一町 721」

という、日帝の時の住所だけだったが、行政当局

の協力を得て、生存の事実と現居住地を確認する

ことができた。

キム・ヒョスン (金孝淳)論説委員

(森川静子訳)



太平洋戦争の時、タイで会つて

支援活動家たちの助けでつながり
パク氏、「奇跡…私を忘れないで感謝」

フェリックス・バッカー氏 (写真 :本人提供)

ソウル・慮原区 (ノ ウォング)の ある庶民用の

アパー トに住むパク・ビョンスク(94)氏 は、昨年

12月 28日 に家に訪ねてきた日本人たちから思い

がけない話を聞いて、話を続けることができなか

った。太平洋戦争の時、日本軍の捕虜になったあ

るオランダ人が、自分を生命の恩人と考えて、探

しているということだった。

内海愛子早稲田大学院客員教授をはじめとす

る 3人の訪問客は、戦争の時に日本の軍隊の「捕

虜監視員」として東南アジア地域に配置され、戦

後に捕虜虐待などの嫌疑で連合軍の軍事法廷に

回され、処罰を受けた韓国人 BC級戦犯たちの支

援活動を、粘り強く繰り広げてきた人々だ。彼ら

がパク氏の家を訪ねたのは、映画<ク ワイ川の橋

(戦場にかける橋)>の舞台となった泰緬鉄道の

工事現場で、捕虜労働をしていたあるオランダ人

の、切実な頼みを忘れなかったためだ。泰緬鉄道

は、日本がインド侵攻のための輸送路の確保のた

めに、数十万の現地人と連合軍捕虜を動員して、

タイとビルマをつなごうと造ったもので、当時投

入された連合軍捕虜 6万 2000人 のうちで、1万

2619人が工事中に死に、「死の鉄路」とも呼ばれ

た。現在オランダのツヴィヘルテに住むフェリッ

パク・ ビョンスク氏 (写真 :裁判資料より)

クス・バッカー(86)は 、パク氏の助けで生き残っ

たと考え、長い問日本の名前「タケモ ト」と知ら

されていた彼の行方を、探そうと努力してきた。

パク氏は高齢だつたが、耳が遠いことを除けば、

外出をいつでもするほど、とてもかくしゃくとし

ていた。

日本人たちが訪ねてきた理由が少しずつ分か

り始めると、彼は子供たちにも日を閉ざした植民

地時代のつらい話を、切り出した。

「九死に一生で生きて返ってきたの。熱帯地方

に長くいたので、体の具合が悪くて。解放の後、

何かのことが起こって、すぐに帰ってこられなか

つたの。J

彼は慶尚南道密陽郡武安面の貧 しい農家で生

まれた。3男 5女の兄弟の中で、男として 2番目

だつた彼は、一番上の兄が生計を世話せず、幼い

時から弟妹たちを食べさせ生かすことを引き受

けた。故郷で普通学校を終えて 1年農作業をし、

釜山に行ってマルイ商社という日本人の会社で

店員生活などをしていた彼は、日帝の捕虜監視員

募集に応募した。選抜された 3223人の植民地の

青年たちは、1942年 6月 から 3カ 月の間、釜山

の野口部隊で訓練を受けた後、輸送船に乗って東



南アジア各地に散った。

パク氏は、42年 10月 にタイのパンポン 2分所

傘下の分遣所に配属された。開戦初期、シンガポ

ールとマレー半島で降伏した英国人捕虜たちが

多かつた。パク氏はある日、物資の荷役作業がず

っと遅れると、英国軍の将校と言い争いをして、

頬を殴ったことがある。これが日実になり、彼は

戦争が終わった後、捕虜虐待の嫌疑で逮捕され、

帰国の途につくことができなかった。46年秋にシ

ンガポールで開かれた軍法会議で、懲役 2年を宣

告された。当時捕虜虐待の嫌疑で有罪の判決を受

けた 148人の韓国人捕虜監視員の中で、死刑・無

期刑を受けた人が少なくなかった点を考慮すれ

ば、彼の嫌疑は比較的軽微なものだった。

祖国を離れてから 4年ぶりに帰国してみると、

一族はめちゃくちゃだった。結婚たった 7カ 月で

別れなければならなかった妻は、すでに世を去っ

た後だった。広島で被爆して戻ったハン・ギスン

氏と再婚をした。パク氏より 10歳年下のハン氏

は、何年か前に他界した。片方は戦犯の寃罪を被

り、外国で獄中生活をし、ほかの片方は原爆の被

害に遭った、数奇な人生の夫婦だった。パク氏に

とつて、捕虜監視員時代は記憶したくない経験だ

った。基礎生活受給者として生活状況が難しかつ

たが、強制動員真相究明委に、被害者の申請もし

なかった。

内海教授が、「元気に長生きをなさり、気が気

でなく探しているオランダの人と、必ず会えるよ

う願います」として、バッカー氏に代ってあいさ

つを伝えると、パク氏は感激が身に余るとしなが

らも、混乱していると言つた。当時収容所の捕虜

の多数を占めた英国人たちのほかに、オランダ人

がいた記憶はあるが、かすかだった。

新年に入り、パク氏とバッカー氏は、

活動家たちの多段階の中継で、電子メールを通じ

て写真と安否を聞接的にやりとりした。バッカー

氏は若い時代のパク氏の写真を見て、自分が探し

ていたその人だと確認をした。そして彼の長寿を

喜び、家族みんなの祝福を祈った。パク氏も、徴

集直後に撮ったバッカー氏の写真を見て、年が幼

かったオランダ人捕虜たちに気を遣ったことを

思い出しながら、自分を忘れないバッカー氏の誠

意をありがたく思った。60余年前に死の工事現場

で捕虜と監視員として会っていた 2人の人が、人

生の晩年に互いの存在を確認し、和やかな情を交

わす、映画のような場面が実現したのだ。

キム・ヒョスン (金孝淳)論説委員

(森川静子訳)

こぼれ話一―チ ャンギー慰霊祭のこと

チャンギー殉難者慰霊祭は、毎年 4月 の第 2日 曜日に東京・池上本門寺の慰霊碑前にて行わ

れています。今年は 4月 10日 (日 )11時から、照栄院妙見堂の慰霊碑前。屋外ですので、誰

でも様子を見ることはできます。

主催団体であるチャンギー会は、シンガポール・チャンギー刑務所で処刑された日本軍軍人

の遺族や、日本人元戦犯者らが多数を占めますが、当刑務所の教誨師だった田中日淳さんは、

日本に身寄りのない韓国 。朝鮮人元 BC級戦犯者たちのことを特に気にかけ、同進会の運動ヘ

の理解と協力とを日本人会員らに説いておられました。そんな田中先生を慕い、また仲間と会

うのを楽しみに、かつては同進会の面々も大勢集っていたと聞きます。その多くは現在では鬼

籍に入り、田中先生も昨年逝去されました。なお、慰霊碑には 14名の韓国・朝鮮人刑死者の名

が刻まれています。また、慰霊祭の様子は、照栄院のホームベージで知ることが出来ます。

httptil呻wshoueiin.jp/annai/ceremony apr_02.html

池上本門寺は日蓮宗大本山。力道山、児玉誉士夫、関妃暗殺にかかわった岡本柳之助などの

墓があります。桜の名所でもあり、この季節、昭和史散策をするのもよいかもしれません。



編集後記的に

1月 21日 、同進会&応援する会世話人の合同新年会を行い

ました。李鶴来さんは、寒さのせいもあるのか足腰の痛みを

おしての参加となりましたが、同進会からは、当事者の大原

元さん、元気な女性たちや、二世の朴来洪さん 。畠谷吉秋さ

んが揃いました。民主党副代表に就任された石毛えい子衆議

院議員も駆けつけてくださり、裁判闘争をリー ドした今村嗣

夫 。小池健治・平湯真人の各弁護士の方々も含め、30名弱が

「今年こそは」と誓いを新たにしました (た った 2カ 月前の

ことなのですが…)。

幸い現在は李さんの腰痛も軽癒し、4月 11日 の国会要請や

院内集会など、韓国同進会と行動を共にする予定です。李さ

んの抱く仲間の無念への思い、日韓の遺族の方々の思いが、

せめて立法という形で報われますよう、国会に声を届けて参

りましょう。 (大山美佐子)

◆活動日誌

2010年 12月 1日

2011年 1月 21日

3月 12日

『「同進会」を応援する会通信』NO.13発行

同進会・応援する会世話人 合同新年会

『「同進会」を応援する会通信』No.14発行

発行  韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者「同進会」を応援する会

連絡先  (住所)162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 lo階
東京ボランティア市民活動センター気付 メールボックス No.120

(E‐ mail) BCQ@nifty.com または ZXF00410@nifty.com

(電話) 070-6656-7031(留守番電話)

ホームベージ httpノなbcq.web.fc2.c∝ゴ  (ブログ http洲比q.blog49.fc2.com/)

郵便振替口座 同進会を応援する会 00100-1-463945

銀行振込口座 同進会を応援する会 三菱東京 UFJ銀行 神保町支店 普通 2414414
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1お知 らせ &おここわ ら

'1原発崩壊・放射能拡散が制御されず、被害が拡大する場合は、

韓国 口遺族会代表の来日が変更される可能性があります。

現状では、そのような事態に至らないことを祈るほかありま

せんが、予定が変更される場合は、当会のブログでその旨を告

知します。念のため、直前 (4月 上旬)に当会のブログをご確

認下さい。3http://bcq.b10g49.fc2.com/

インターネットを利用されない方は、以下にお電話下さい。

⇒鴬Ю70-6656-7031(大 ユ1)・ 080-5079-5461(有光)・ 03-3237-0217

(戦後補償ネット)

2011.3.19.

「同進会Jを応援する会

国・朝鮮人元 BC級戦犯者に対する立法などの経i

1999年 12月  最高裁で補償請求訴訟棄去,(「立法裁量」論)

2001年 12月  同進会、立法運動を開始。議員会館をまわ り資料配布 と要請を重ねる。

2003年 7月  衆院内閣委員会で石毛えい子議員が福田官房長官に質問。官房長官は
「至急調べて、実態をよく確認 して、どうい う方向をとるべきかよく考

えてみたい」と答弁。 (⇒その後、進展なし)

2005年 4月  「同進会の 50年の歩みを聞く会」を衆院議員会館で開催 (鳩山由紀夫衆

院議員ら呼びかけ)。

2006年 6月  韓国政府真相究明委員会による被害認定 。名誉回復。

2007年 2月  韓国で韓国人 BC級戦犯者遺族会結成。

4月  韓国国会に請願書提出。

12月  韓国遺族会初来 日、日韓共同シンポジウム開催、外務省にも要請。

2008年 5月  「特定連合国裁判被拘禁者に対する特別給付金支給法案」民主党衆院に

提出。

6月 韓国。「望郷の丘」で初の日韓合同慰霊祭開催。

8月  NHK教 育 TV・ ETV特 集 とハイ ビジ ョン特集で ドキュメン ト放送

(⇒放送批評懇談会第 46回ギヤラクシー賞入賞、2009年 3月 再放送)。

12月  同進会・応援する会が韓国を訪間、 日韓共同集会 と慰霊祭。

韓国ケーブルTVで ドキュメン ト放送。

2009年 5月  法案提出 1周年記念集会に共産、社民、公明党議員も参加。

2010年 5月  法案提出 2周年記念集会開催。

11月  菅首相・岡田民主党幹事長に要請書提出。 (*歴代首相に要請書提出。)

(2011.3.10.同進会を応援する会作成 )



《票日本太震資・津織被資者の皆様にお見舞い申し上If春す》

島 酢 朝鮮人 え ″ 〃 戦″問題・ギ〃立着解決 ごノ

韓口・遺族会代表を迎えて

「特定連合国裁判被拘禁者特別綸付金法」
の早期制定を求める4・ 11集会

大地震・津波被害救援・復興も焦眉の課題ですが、2008年 5月 29日 に衆議

院に民主党が「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金法案」を提出してから3

年を迎えます。政権交代してからも 1年半がたちました。当事者にはいよい

よ時間がなくなつてきています。韓国遺族会の姜道元会長、朴―溶理事らが

来日します。今通常国会での法案の再提出・成立を強く求めたいと思います。

各党の国会議員の皆様とともに、法案の意義を確認し、韓国・朝鮮人元BC
戦犯者問題の早期解決を求める集会を下記のとおり開催 します。どうぞ、お

誘い合わせの上、ふるつてご参加下さい。どなたでも参加できます。

(日 時)4月 11日 (月 )13時 30分ヽ15時 (開場13時 )

陰場)衆議院第2議員会館第2会議室
千代田区永田町2-1-2 地下鉄有楽町・半蔵門・南北線「永田町」下車 1番出口地上に上がってすぐ

右、丸の内・千代田線「国会議事堂前」下車、丸の内・千代田線「国会議事堂前」1番出口徒歩 5分
*13時から衆議院議員会館玄関で入館票を配布します。早く来られる方はお手伝い下さい。

衆議院ユ 会館

参議院議員会館

衆議院第一議 員会館

目立銀会園書館

(内容)①国会議員挨拶、②元BC級戦犯者・韓国遺族会代表・家族挨拶、
③応援する会・支援者挨拶、④請願署名提出

(呼びかけ)

同進会 (会長・李鶴来)〒 17卜0082板橋区高島平 7-卜24 Te103-5968-3904 Fax03-5383-0590

同進会を應援する会(代 春 内海愛子)当 日携帯080-5079-5461E― mail:BCQOniftyo com

〒16か0823 新宿区神楽河岸 l-110F東京ホ
゛
ランティア市民活動センター気付メールボックスNo.120

ヽ
、


