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待つたなし

今年こそは立法の実現を

明けましておめでとうございます。大震災・原発事故の影響下、少なからぬ悲しみ・不安を抱えざる

を得ないお正月でしたが、皆さま方それぞれが、いのちや人権が尊重される社会のために今年も始動さ

れておられるであろうことに敬意を表します。

さて、昨年 10月 に韓国同進会の姜道元会長ほか 3名 の遺族及び支援者が来日し、BC級戦犯刑死者追

悼のためのチャンギー慰霊祭に参列、国会議員への要請行動や、応援する会会員との懇親等を行いまし

た。カンパ等さまざまにご協力いただきながら、ご報告が大変遅れまして本当に申し訳ございません。

東日本大震災の影響で 10月 16日 (日 )に延期されたチャンギー慰霊祭にあわせての来日でしたが、

野田政権が発足した直後の臨時国会は 9月 13～ 30日 で開会。10月 20日 に召集された第 179回国会と

の狭間の時期となりました。しかし、李鶴来さんら同進会のメンバーと共に、議員会館集会、民主党幹

事長室への要請、韓国大使館や民団への要請、また支援者との懇親会など、精力的な働きかけを滞在中

の 2日 間にわたり行うことができました。

2011.10.16 田中日淳師墓前にて

前列左より,自井セツ,大原元,李鶴来,

姜道元,朴粉子,金員亨,金基淵各氏

後列左より,洪元杓,申熙石,畠谷吉秋,

朴来洪各氏

以下の報告をお読みいただければお分かりのとおり、この 1月 から始まる通常国会で超党派で成立で

きるよう働きかけねばなりません。本来対策を講じるべきものがいつまでも先送りされる状況を許すわ

けにはいきません。本年も引き続きのご支援、どうかよろしくお願い申し上げます。



国会議員会館での当事者らの訴え-2‖ 1年 ■月17日

今回来日したのは、韓国同進会からは以下の方々です。

姜道元 (カ ンドウォン)会長   (刑死者・姜泰協氏子息)

朴粉子 (パクプンジャ)さ ん  (刑死者 0朴栄祖氏息女)

朴一溶 (パクイルチュン)さ ん  (故朴允商氏子息)

金員亨 (キムジエョン)さ ん  (故金玉銅氏息女)

その他、後援会会長・金基淵 (キムキヨン)さ ん、事務局長・金銀植 (キムウンシク)さ ん、元真相

究明委員会調査官の李世日 (イ セイル)さ ん、学生で支援者の申熙石 (シ ンヒソク)さん、洪元杓 (ホ

ンウォンピョ)さ んの総勢 9名。(来 日費用の一部を、韓国 0東アジア歴史財団が助成)

まずは、行動 2日 目の国会議員会館集会での発

言を紹介いたします。

国会は休会中でしたが、法案実現のため力を注

いでくださっている石毛えい子衆院議員、泉健太

衆院議員、今野東参院議員、大河原雅子参院議員

が駆けつけてくださいました。同進会からは李鶴

来会長、自井セツさん、ほかに応援する会会員の

みなさん、報道関係者も大勢集まってくださって

の集会となりました。

早期立法の実現を切に望む―一李鶴来 さん

私たちBC級戦犯の問題は、戦後鳩山内閣以来、

半世紀以上も要請し続けてきましたが、まだ解決

しておりません。この間日本政府に 35年、裁判

を 8年、立法運動を 10数年も続けています。よ

うやく 2008年 の 5月 に民主党が中心になって私

たち BC級戦犯問題に関し、「特定連合国裁判被

拘禁者特別給付金支給法案」を国会へ提出しまし

たが、残念ながら衆議院の解散によって廃案とな

りました。待望の民主党政権が発足して2年以上、

法案を提出してから3年以上が経ち、運動の進展

が見られず、いささか焦燥感を禁じ得ません。

日本政府はこれまで私たちに、戦争中、戦後を

通じて私たちにあらゆる犠牲を強要しながら、日

本の国籍がないからといういわゆる国籍条項に

よって援護と補償からは一切排除しています。あ

まりにもひどいではありませんか。日本政府は自

発言する李鶴来会長.奥左より,石毛えい子,今野東,

泉健太,大河原雅子各議員

(同進会会長)

らの不条理を是正し、裁判で示された司法の見解

を尊重の上、速やかに立法化し、亡くなった友人

たちの無念な思いを癒し、名誉回復をしていただ

きたいです。

一方、韓国政府は 2006年、BC級戦犯は強制動

員の被害者であると認定し、これにより戦後 60

年以上もの長い問「対 日協力者」「親 日派」とさ

れた汚名を返上、名誉回復をすることができまし

た。あと残るのは、日本政府の私たちに対する名

誉回復です。

日本は、議員立法により 1987年 に台湾の戦没

者遺族等に弔慰金を給付しています。また、2000

年には「平和条約国籍離脱者」 (在 日朝鮮人)の

戦没者遺族等に弔慰金を支給しています。私たち

韓国出身戦犯者には、半世紀以上要請し続けてい

るにもかかわらず、誠意もなく放置したままです。
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誠に遺憾です。

今日は、韓国から遺族の代表が運動の促進、早

期の立法化を求めて再来日しています。日本の社

会は、3月 に起こった震災の対応に追われ、大変

な時期にあるということは十分承知しています。

しかし、私たちの問題は、半世紀以上も経つ懸案

です。私たち当事者も86歳から90歳以上の歳に

なり、今生きているのはわずかに日本に 7名、韓

国に 2名 ほどしかいません。もうあとがありませ

ん。みなさん、ぜひ一つより深いご理解とご支援

をいただき、早期立法の実現を期したいと思いま

す。ぜひみなさんのご協力をお願いします。

日韓がよ りよいパー トナー となるために一―姜道元 さん (韓国同進会会長)

BC級戦犯問題に関し、私たち韓国同進会は数  って、法律案がなかなか提出されない状態にあり

年間活動して参りました。ご存知のように自民党  ます。今私たちは、ただ民主党のみにお願いする

政権のとき、野党だった民主党から2008年 5月  のではなく、与野党の超党派でこの問題について

29日 に私たちの問題に関し、法律案が提出されま  協力してこの法律案を通過させてほしい、そうい

したが、その後解散となり廃案となってしまいま  う方向でご協力を願いたいと思います。

した。 日韓関係は、以前は仲の良い関係とはいえませ

おととし (2009年 12月 )に来日し、韓国と日  んでしたが、これからは相互理解し協力し、良い

本の同進会のみなさんと一緒に国会を訪問しま  関係を築けるよう願っています。互いに過去の過

した際に、横路孝弘衆院議長と江田五月参院議長  ちに関し心から謝罪し、許し、そして本当の意味

らが激励くださいました。しかしながら、今年の  での良いパー トナーとなれば良いと思います。

3.11の 大地震や民主党内のさまざまな問題によ

良い実りを共に喜び合えるよう一一石毛えい子衆議院議員
民主党の中で、「未来に向けて戦後補償を考え  をしますと申し上げましたが、なかなか立法が実

る議員連盟」という連盟を作つておりますが、そ  現 しないことに関しましてお詫びの気持ちでい

こで事務局長を務めております。姜道元さん、み  つぱいです。

なさま、日本にようこそおいでくださいました。 いろいろあるわけですが、今度こそは今日ここ

これまでご遺族のみなさまには私たちは何度  に集まりました議員が立法実現に向けて最大限

かお会いさせていただきました。その都度、早く  の努力をし、共に良い実りを喜び合えるよう、カ

立法をという声をいただき、そして私たちも努力  を尽くしていきたいと思います。

戦後補償議連で連携 しつつ一―今野東参議院議員

私たちが野党であった時代、特別給付金のお渡  を考える議員連盟」において代表代行をしていま

しをするという法案を作りましたが、しかしこの  すが、この仲間たちで党内にしっかりと私たちと

性格としては人道的なものであって、補償や謝罪  同じ考えを持つ人々を増やしていかなければな

という文言は入れることができませんでした。何  らない。そうでなければ、次に法案を提出する際

ゆえに入れることができなかったかというと、党  に謝罪や補償の文言を入れることができないと

内にお互いの国にある問題については解決済み  思っています。しかし、時間がないことでありま

であるという意見を持つ方が多かったからであ  すので、できる限り、みなさんと連絡を取りなが

ります。                    ら議員の仲間たちともしっかり連携をして解決

私も石毛さんと同じく「未来に向けて戦後補償  に向けて努力をしていきたいと思います。



この政権での解決 を一一大河原雅子参院議員

李鶴来先生、姜道元先生には度々お越しいただ

きながら、私どもが与党になりましたのに法案を

通すことができないという大きな壁にぶつかっ

ています。韓国・真相究明委員会の報告書がまと

められたということで、今日コピーを頂戴いたし

ましたが、この中身についても多くの国会議員が

まだ認識をしていない状況かと思います。時間が

ないという李先生の言葉も重 く肩に降 りており

ますけれども、この新政権内での解決に向け頑張

って参りたく存じます。

―人ひとりの人生を受け止める一―泉健太衆院臓員

みなさんのお手元のパンフレットの裏に、法案  そういうことで線引きをするのではなくて、一人

の提出者の一人として私の名前が記載されてい  ひとりの方々の気持ち、人生というものをしっか

ますが、多くの先輩の国会議員のみなさんの力が  り受け止めてすべての方々の戦後処理を考えて

あって、法案を提出するというところまでやって  いかなければならないのではないかと思います。

参りました。私は戦後処理の問題は右翼も左翼も  少し違った視点かもしれませんが、私は新しい世

ないという風に思っています。国を愛する者かと  代としてそのように思っています。

問われれば、私はこの国を愛する者ですし、愛国   国のために働いたか否か、あるいは国に対して

者として日本のことを考えていきたいと思って  どういう立場をとったかということで糾弾した

います。それは韓国のみなさまも同じ気持ちであ  り、あるいは祭り上げたりするわけですが、日本、

るでしょう。 韓国両国ともがそういうことではなく、時代によ

私は日本の戦没者の遺骨収集についても取 り  って苦しめられた多くの方々がいるということ、

組んでおりますが、恐らく千鳥ヶ淵戦没者墓苑に  それは立場を超えて助けていく必要があるとし

は軍属の方も含めてもともと朝鮮半島ご出身の  で、大同団結ができればより良いのではないかと

方のご遺骨も含まれていると思います。時代によ  思います。ぜひ他党のみなさまにも呼びかけをし

って日本人、あるいは韓国人、朝鮮人という区別  て、もっと仲間が増えるようにしたいと思います。

がされなかったという歴史もある中で、私たちは

韓国政府による調査及び報告書――李世 日さん (元真相究明委員会調査官)

韓国では金大中・慮武鉱政権のとき、日本に強  る同進会からも申請がありました。真相究明調査

制徴用された人々への支援運動が高まりました  委員会では、アメリカ、オース トラリア、イギリ

が、日本政府に動きがなく、韓国政府としてこれ  ス、オランダで行われた朝鮮人関連の裁判資料を

らの問題に目を向けるようになりました。そして、 手に入れ分析。これによりBC級戦犯者問題の輪

強制動員被害調査を経て、2010年支援法が通過、  郭が見えてきました。また遺族の方々のインタビ

遺族には 2000万ウォンを限度に補償し、生存者  ューも行いました。

(注 :韓国に帰還した人が対象)に関しては毎月   結論から申しますと、BC級戦犯の問題に関し

支援を行うことになりました。          ては単純な強制動員とは違う、法的、外交的な問

本質的にはこの問題は日本政府が補償を行う  題を含んでいるということです:また、BC級戦

べきなのですが、日本政府が責任回避をしていた  犯問題の被害者らは、終戦後裁判を受け、処刑ま

ので、韓国政府が行わぎるを得なかつたといえま  でされているという意味を重く考えなければな

す。BC戦犯者も強制動員の被害者として認定さ  りません。日本政府は裁判や服役の問題に関して

れ、韓国におられる刑死者遺族等には 2000万ウ  深く責任を持たなければなりません。

ォンが支払われるようになりました。        これらのことは、真相究明委員会が調査報告書

被害認定にあたっては、李鶴来会長を始めとす  としてまとめ、先般刊行したところです。



人道的立場か ら迅速な解決を一―金銀植 さん

昨日、日本の戦犯者の遺族の方々と韓国の遺族

の方々が共に参加し、慰霊祭を行いました。そこ

に参加した遺族の方は同じように家族が捕虜監

視員として徴用され、連合国の裁判によって判決

を受けた同じ立場の遺族です。しかし、日本と韓

国の遺族の立場は全然違うと感じました。

日本の遺族の場合には、日本の恩給法や援護法

により遺族らは補償や支援を受けています。しか

し、同じように日本に暮している在日の方の遺族

や生存者には何もありません。日本に暮らし、税

金も日本に支払っている。子どもたちは日本で教

育を受けています。しかし、差別が生じています。

なぜこのような差別が解決されず今まで残って

いるのでしょうか。

このような問題は単純に韓国の問題や日本の

問題として捉えるべきではありません。人道的な

問題を子孫に残 さないために一―朴粉子 さん

過ぎた過去は埋めようとしてもなくなるもの

ではありません。私が知りたいのは、日韓が良い

パートナーとしてこれから進んでいくために、日

本政府がまず韓国の被害者らの問題を理解し、心

から申し訳ないと感じているかということです。

歴史はただ蓋をすれば良いのではなく、歴史とい

う道はずっと続いているのです。ですから、前の

世代の間違いは今の世代が間違いを正し、これか

らの世代に間違いを残さないことが大切です。

私個人としては、過去のことが悪いとあまり騒

ぎ立てたくはありません。しかし、過去にあった

ことを忘れずに自分の心の中にしっかり留めて

おきたいと思っています。私がそう思うようにな

(韓国同進会事務局長)

面から見れば、日本の国家のために働いた同じ軍

人・軍属たちですが、戦後に国籍が変わったため、

日本人は救済されるが、それ以外の人は救済され

ないという矛盾を解決しない限り、日韓の関係が

どうして信頼関係、友好関係になるのでしょうか。

私たちには時間がありません。韓国の生存者は

ほとんどが亡くなりましたし、その遺族も亡くな

っています。できるだけ早く人道的な措置をしな

ければ永遠に解決できなくなってしまうのでは

ないかと思っています。日本の支援者のみなさん

と日本の国会議員のみなさんは、積極的に法案に

協力していただきたく思います。法案は不十分で

すが、一部でも解決され、未来に向けて和解や新

しい局面に向かわねばならないと思います。当事

者や遺族が生存 している間にぜひ解決してほし

いです。

(刑死者朴栄祖氏息女)

ったのは、幼いころ祖父から「人を憎んではなら

ない。人を憎めば憎むほど、あなた自身が醜くな

るし、みすばらしくなる」と聞かされたからです。

私は日本の同進会を4回訪問しました。その間、

私は日本政府に直接何かを要請したことは一度

もありません。私自身に怒りがないわけではあり

ませんが、祖父の遺言を心の中に留めて、他人に

迷惑をかけず努力し人間らしく生きるというこ

とを私の中でモットーのように考えてきました。

しかし、この度は違います。必ず言わねばならな

いと思いました。日本政府が正しい判断をし、今

の時代に問題を解決し、これらの問題を子孫に残

さないようにしてほしいと強く思うからです。

日本政府による名誉回復を求めるニー朴―潜さん (故朴允商氏子息)

私が 3歳のとき:父は日本に徴用され、母は私  府が遺族を助ける行いをいろいろとしてくださ

が9歳のときに貯水池に身を投げて自殺をしまし  いました。そして、今度は日本政府が父たちの名

た。私が 27歳のとき、父に初めて会いました。  誉回復のために行動してくださるよう心から願

その問いろいろなことがあり、そしてまた韓国政  っております。



ほどけない「恨」
―

員亨 さん (故金玉銅氏息女)

昔、日本は戦争のために、私たちの家族を連れ  それは心の中に「恨」というものが残っているか

て行き、私たちは不利益を被りました。私たちは  らです。しかし、大震災のときには韓国が真っ先

BC級戦犯の家族として心の中に「恨」という感  に日本を助けに行ったと思います。

情を持って生きて来ました。私はこの問題のため   私が不思議に思うのは、多くの人の人生をめち

に日本に行き、同進会のみなさんも韓国に来られ、 ゃくちゃにした問題に対して、どうして日本政府

交流をしています。 は何もしてくれないのだろうということです。私

私が思いますに、韓国に問題があれば、日本が  たちの気持ちを少しでも察してくださって、私た

助け、日本に困難があれば支援 し合えば良いと思  ちの問題の解決のために尽力してくださるよう

います。しかし、それができない部分があります。  お願いします。

当事者・ 遺族の願 い とは一― 申熙石 さん (韓国側支援者)

私は延世大学大学院で国際法を勉強してお り  りしながら、それぞれの方の家族や個人の話を聞

ます。姜道元さん、金銀植さんに声をかけていた  き、その間どれほど痛みや困難があったかを聞く

だき一緒に参りました。これまで本を通して戦争  ことができました。遺族が願っているのは、大金

犯罪や裁判問題について学んできましたが、今回  や大きなことではないと感じました。この間の苦

遺族の方と直接お会いし、お話をして、思いが非  痛を理解し、心から謝罪すること、適切な補償を

常に変わってきた部分があります。法的な問題に  することなのだと思います。しかし、だからとい

おいては、意見の違いがあることは分かりますが、 ってその苦痛がなくなるわけではありませんが、

大事なことは、法的な論理や問題を議論すること  これは最小限度の願いだと思います。

ではなく、人について理解を深めることではない   遺族のみなさんは待てるだけ十分待ったと思

かと思いました。 います。この度は最小限度の要求だと思いますの

昨日も遺族のみなさんと共に飲んだ り食べた  で、これをどうか聞いてほしいと思います。

以降のや り取 リーー 状況を突破する方法はあるのか ?

李鶴来さんは、「BC級戦犯者問題が放置され続   石毛えい子衆院議員は、「戦争を知る世代が国

けているのは、1965年 の日韓条約で解決済みと  会議員を問わず少なくなってきている中で、BC
されていることに辿 り着くのであろうが、2005  級戦犯者の受けた不条理や痛みを改めて伝え、理

年に韓国政府が公開した外交資料によると、当初  解を広めていかなければならない」と語 りました。

から「請求の対象外」とされている。解決済みど   応援する会の大山美佐子さんは、「深刻な原発

ころか、双方問題を提起しないまま今にいたって  事故に際して、世界では原発反対運動が起こり実

いる。あまりに BC級戦犯者問題が軽視されてい  際に脱原発をする国もある。しかし当の日本では

る」と指摘しました。 市民の側の声はあるのに、菅総理が奮闘したとし

また、謝罪と友好のために連合国捕虜を招待す  てもなかなか実際が動かない。BC級戦犯者の間

る日本政府の事業が行われていることにふれ、  題に関して言えば、韓国では市民社会の声によっ

「それはいいことだと思う。しかしBC級戦犯者  て救済がなされているのに、日本では動かない。

問題についてはなぜ何もしようとしないのか。人  日本社会の構造に問題があるのか。突破する方法

数の規模からして、金銭的な問題が理由とも思え  はないのか」との質問を内海愛子さんに対して投

ない。放置され続けているBC級戦犯者が、あま  げかけました。それに対する内海さんのお話は下

りにみじめではないか」と訴えました。 記のとおり。



今が最後の段階――内海愛子さん (応援する会代表)

李さんの「ため息」

突破する方法があれば、もうやっていました。

今日みなさんもお気づきだと思いますが、李さ

んはみなさんのお話を聞きながら何度もため息

をついていらっしゃいます。私は 30数年一緒に

運動をしてきましたが、李さんはよくこういう

ため息をついています。これは多分、死刑囚と

して 8ヶ 月間、独房の中でいろいろ考えては、

こういうため息をついていた、その時に身に付

いたものだと思いながら聞いています。それは

ある種の絶望です。あきらめです。だけど、ど

こかで希望をつなぎたい、こういう声としてい

つも隣で聞いてきました。

私が 1970年代後半から李さんと一緒に国会

を回つたときも、今、石毛先生がおっしゃった

ようにほとんど若い秘書の人ですから話が分か

らない。李さんと同進会の人たちがそもそもと

一から話をするという繰 り返しでした。そばに

いていたたまれないので背景を理解してもらお

うと、『朝鮮人 BC級戦犯の記録』((勁草書房、

1982年)と いう本を書きました。元同進会会長

が厚生省の局長に向かって怒鳴った場面も書き

ましたが、そのぐらい話が通じないのです。

もう一つ決定的なことは、強制動員や「慰安

婦」問題と違うのは、「戦犯」という言葉に込め

られている日本側の理解、韓国側の理解の問題

です。最初から聞く側にバイアスがかかります。

それに対してこの問題の本質的な意味とこれを

私たちがどう考えていくのか、そこを一つずつ

話さないと通じない。戦争犯罪をどう考えるの

か。国際法の問題もあります。

一つずつかち取つてきた

先日、「植民地支配は人道に対する罪」という

大きな集会がありました。植民地支配の問題を

考えなければ、朝鮮人 0台湾人戦犯の問題は考

えられないことを私も何度も繰り返して言って

きました。

全く運動の進展がないわけではないのです。

政府が巣鴨にいる朝鮮人・台湾人戦犯を援護措

置から排除した結果、生活苦から 2名の自殺者

まで出たので、李さんたちは政府に向けて何度

も何度も要請行動をし、時にはデモをして、自

分たちでかち取つてきているのです。最初は生

活支援金の貸与、それから住む場所の確保……。

私が一緒に動いた時は遺骨返還の運動です。日

本に置き去 りになっている刑死者の遺骨をせめ

て日本政府の責任で返してほしいと、国会請願

をしました。

1年 目ははねられました。「補償」と「謝罪」

の文言がついていたからです。「「補償」がつい

ていたら絶対に通りません」と言われ、2年目

はその言葉を言い換えて通 りました。そ して

1982年 、厚生省が主催をして日本においてあっ

た遺骨を韓国の遺族に返しました。

そのとき日本人戦没者と同じように誠意と儀

礼を尽くすこと、つまり葬式や墓の費用に充て

るくらいの弔慰金を出すように請願事項の中に

書きました。それまでは当時の駐韓日本大使の

ポケットマネーから香典 1万円を出す、たった

これだけでした。そこで請願が採択された後に

厚生大臣とも面会して弔慰金の支給を求めまし

た。しかし「弔慰金」という形で公金を出すと

前例になる。それをさけるために第二者を介在

させて幾分積み上げた香典が大臣からだされ、

みんなのカンパなどを集めて、政府主催の式を

行い遺骨を返しました。

裁判から立法ヘ

しかし、それでも事態が進まないので、1991

年裁判を起こしました。そして、最高裁判決で

付言判決を得ました。付言判決を受けて石毛先

生が動いてくれています。そういう意味では、

この 60年近い運動の中で何も変わっていなか

ったのではなくて、一つずつその時々の切迫し

た問題をなんとか解決してきた。そして、今最

後なのです。

李さんは「謝罪」「補償」という言葉が通らな

ければ、「謝罪を込めた弔慰金」でもと、ギリギ

リのところまで譲歩すると言っています。自分



たちが生きている間に日本政府としてのけじめ

をつけてほしいと思っています。これが 2008

年の法案になって結実しました。

実は、「こんな中身で良いのか」という議論も

あった法案です。しかし、日本の現状を考えた

ら、これがギリギリだと考えています。これを

ぜひ通したいのです。

日本政府による「報告書」を

法案を再提出しようと思った矢先に3.11が起

き、日本の人が苦労しているのに自分たちの法

案だけ通せということはできないと、李さんた

ちには遠慮があった。待ったのです。それで今

に至っています。ですから、これが最後です。

この法案が通つた段階で、私としては日本政

府に韓国・朝鮮人 BC級戦犯者問題に関して報

告書を作ってほしいと思っています。韓国政府

が作ったような報告書です。

なぜかと言うと、日本は資料を公開していな

いからです。李さんたちが政府に出し続けた要

望書は、今、国立公文書館で見 られますが、固

有名詞が全部黒塗りになっています。私たちは

「これは李鶴来さんだ」などと分かりますけれ

ども、普通には分からない。

また、裁判記録ですが、先ほど李世日さんは

アメリカやイギリスやオース トラリアからとっ

てきたと言われました。私もとっています。そ

れらにはすべて固有名詞がそのまま出てきます。

これ ら裁判資料も国立公文書館である程度とる

ことができますが、やはり黒塗りです。

もっとも見 られないのは朝鮮人捕虜監視員

3000人の名簿です。これは厚生労働省に行って

も見られない。韓国では見ることができます。

金銀植さんがこの名簿を入手してくれました。

このようなことを考えると、:私は法律を通すと:

同時に、日本政府
:|こ

法律と二緒に報告書も作る

という態勢もぜひ整えていただきたいと思って

います。

今が最後の段階

同進会の運動は当事者がしっかりしていらっ

しゃるので私たちは応援するような感じになっ

ていますが、日本人の主体性で運動を作ってい

きたい。中心になってくださる議員の人たちと

一緒に、それこそ国会を毎日毎日歩く。この間

題を知らない議員がいたら、簡単に書いたもの

をお渡ししてそれを広めていく、そんなことを

今後やっていかなければならないと思っていま

す。

李さんたちが 60年近い運動の総決算として、

この法律を通すために努力しているので、私た

ちもできることをやっていきたい。石毛先生た

ちには国会の中で頑張っていただければと思い

ます。

そういうわけで、一気に突破する妙案はない

と思います。議会制民主主義と大統領制の国と

の違いもあるし、いろいろな要因があると思い

ます。しかしこの運動に関して言えば一つひと

つ積み上げてきました。時間はかかりましたが、

その最後の段階が今だということです。隣で李

さんのため息をもう聞きたくありません。李さ

んがたまにはにっこり笑って、「60数年運動を

行って良かったですね。私たちもようやくこれ

を手にしました」そう言ってもらえるものを私

たちが作れればと思います。

2011.10。 17 韓国大使館への要請

李鶴来,姜道元,朴粉子,朴一溶,金員亨各氏



資料1 韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者問題の早期解決を求める要請書

内閣総理大臣 野田 佳彦 様

私たち、「同進会」は、戦後連合国による軍事裁判で「BC級戦犯」として有罪判決を受

け、1951(昭和 26)年 8月 までにシンガポールやジャワなどの現地刑務所から日本の巣鴨
プリズンに移送され、1957(昭和 32)年に釈放された韓国・朝鮮人とその遺族らで組織する

会で、結成 55年になります。

私たちは、戦時中は日本軍に徴用され、戦後も「日本人」として裁かれ、祖国が独立した

後もなお「日本人戦犯」として 148名の朝鮮人青年が刑を受け、うち 23名が日本の戦争犯

罪のために死刑を強いられました。幸いにして生還したものは、巣鴨プリズンから釈放さ

れると同時に「外国人」として放り出され、一切の補償・援護の対象外とされてきました。

本人だけでなく、家族・親族も日韓両国で過酷な戦後を送り、前途を悲観し、自殺した者
までいます。

私たちは、日本政府に対して戦犯に問われた経緯・ポツダム宣言 10項・サンフランシ

スコ平和条約 11条などとの因果関係を説明し、謝罪と補償を求めて働きかけを続けてき

ました。裁判所にも訴え、8年間の歳月を経て、東京地裁・高裁 0最高裁から立法を促す

付言判示を得ております。

判示を踏まえて、補償立法を求め、歴代内閣と各党国会議員の皆様に要請を重ねてきま

した。

このたび新たに作成しました別紙の資料を添えて、改めてこの問題についてのご理解と

早期解決を要請する次第です。

2006年、韓国政府の真相究明委員会は、私たちのケースを精査し、「強制動員被害者」
と認定し、名誉回復を実現してくれました。しかし、私たちの名誉を完全に回復し、強い

られた不条理を是正するには、日本政府、国会の立法措置が不可欠です。2008年 5月 に

は別紙の「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給法案」が衆議院に提出されました。(2009
年7月 衆議院解散にともない審議未了で廃案になりました。)

鳩山一郎内閣以来、歴代内閣に私たちは、半世紀以上も訴えを重ねてきましたが、当事

者の平均年齢が 86歳に達した現在もなお私たちがこうした要請を続けなければならない

実情に、深い悲しみと慣りを禁じ得ません。

上記事情をご賢察の上、速やかに立法措置を講じていただけますよう切に要請する次第

です。

2011(平成 23)年 10月 17日

<同封資料>
① 韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題に関するリーフレット

②「特定連合国裁判被拘禁者特別措置法案」(2008年 5月 29日衆議院提出)

③ 韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題資料集

韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者 。「同進会」 会長 李 鶴

韓国・BC級戦犯者遺族会・韓国「同進会」 会長 姜 道

来

元



慰霊の言葉

1945年 8月 、悲劇的な戦争が終わり、私たちは、徴用・徴兵された父や兄弟たちが帰

郷船に乗って帰って来るのを、毎日港に出て待ちました。

海外で散らばっていた韓国人たちは帰郷船に乗って次々故郷に帰って来ました。

しかし、祖国が解放の喜びに包まれている中で、私たちの家族は帰って来なかったので

す。

戦争で私の父は連合軍の存虜監視員として動員されました。中国tタイ、インドネシ

ア、マレーシア、シンガポールなど名前も分からない奥地で連合国軍捕虜を見張る役目を

担当しなければならなかったのです。台湾と朝鮮から動員された存虜監視員たちは軍需物

資と食糧輸送のための鉄道建設、道路工事に労働力として捕虜を手配し、差し出しする役

割を担わされました。

食糧はまともに調達されず、熱帯の気候の中で伝染病が続出しても、医薬品もまともに

供給されなかったのです。 飢餓と疾病に喘いだ連合軍捕虜たちに残酷な労働を強要した

ことは軍上層部でしたが、連合国軍捕虜たちの怨恨の先は末端の私の父や朝鮮・台湾から

の捕虜監視員に向けられました。

日本の降伏で祖国は解放され、大韓民国になりましたが、朝鮮人捕虜監視員には「戦犯」

という頚木 (く びき)が被せられました。通訳もなく、弁護士もいない戦犯裁判の結果、

148人の朝鮮人たちが死刑、終身刑、長期間の拘禁を宣告受けました。特に23人の朝鮮

人が刑場の露と消えました。

残った人々はシンガポールのチャンギー刑務所と巣鴨刑務所で家族たちに会えず、長期

間拘禁されました。試練の歳月を過ごして自由の身になったものの、もはや日本人ではな

いという理由で捨て置かれました。

今日、私たちは不幸な過去によって幽明境を異にした朝鮮人戦犯犠牲者たちの寃魂をな

ぐさめるためにこの席に集まりました。60余星霜の歳月を過ごしてから初めての参列で

す。

刑場の露と消えた 23人の朝鮮人戦犯死刑者たち、

差別と偏見の悲しみの中で涙で歳月を過ごし、その生を終えた朝鮮人戦犯たち、

なつかしい家族に抱かれることのないまま他界した日本人、台湾人戦犯たち、

三度とこうした不幸が私たちの子孫たちに降りかかり、悲劇が繰り返されないよう、

対立と反目を越えて、和解と協力の東アジアの平和のために、

天上より見守りください。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2011年 10月 16日  於・池上0照栄院

韓国同進会 会長 姜道元(カン・ドウォン)
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民主党幹事長室ほか各方面への要請行動一-lo月 17日

議員会館での集会前後は、民主党幹事長室、韓

国大使館、民団への要請行動を行いました。

民主党幹事長室では、松井孝治参院議員 (総括

担当副幹事長)が対応。要請をずっとし続けてき

た問題ではありますが、慎重な対応に感じられま

した。野田首相あての要請書も提出しました (資

料 2)。

韓国大使館では、李相徳公使参事官が対応。韓

国政府としてもぜひ日本政府に働きかけ、法案成

立のサポー トをしてほしいとの当事者らの話に

熱心に耳を傾けていました。また同進会二世の丁

廣鎮さんからも重ねて強い要請が出されました

チャンギー慰霊祭一-lo月 16日

例年 4月 の第 2日 曜日に行われているチャンギ

ー慰霊祭ですが、大震災の影響で延期となり、韓

国同進会からの来日も、その日程に合わせてのも

のになりました。

到着の翌朝、新宿の宿泊先からマイクロバスで

チャンギー慰霊祭の行われる池上本門寺照栄院

へ。同進会からも李鶴来さん、大原元さん、自井

セツさん、朴来洪さん、畠谷吉秋さん、丁廣鎮さ

ん、また応援する会からは内海愛子、有光健、大

山美佐子、岡田泰平ら数名が参加。慰霊祭に先立

ち、一昨年 7月 に亡くなられた田中日淳師が眠る、

歴代の貫主の大きな墓の前で合掌しました。

照栄院で慰霊祭が行われているのは、田中日淳

師がチャンギー刑務所の教誨師をしてお られた

縁によるもので、戦後まもなくの時代から刑死者

遺族や幸い釈放された者が師を慕い集っていた

そうです。日本軍関係者が大多数。不条理のみを

引き受けねばな らなかった朝鮮人戦犯者の無念

はなかなか理解されず、仲間の供養に集まる若か

りし同進会の面々も悔しい思いをしたそうです。

しかし、今回は韓国からも遺族 0支援者が多数

参加。式では姜道元さんが慰霊の言葉を読まれま

した (資料 1)。 この日の 50名弱の参列者の 4分

が、韓国大使館としてどう動けるか対策を見出し

かねている様子も感じられました。

韓国では昨年 8月 、憲法裁判所で「慰安婦」問

題に関して韓国政府が解決のための努力をして

いないのを違憲とする判決がだされ、日本政府と

の交渉を促しました。BC級戦犯者問題への言及

はないものの、未決のまま放置されている問題に

は違いありません。ただ、いずれにしても問われ

るのは日本政府の姿勢なのです。

民団では鄭進団長、韓在銀副団長らが対応。民

団としても関心をもって支援 していきたい旨が

語られました。

の 1ほ どは私たち韓国・朝鮮人 BC級戦犯関係者。

李鶴来さんらが長年訴え続けてきたこともあり

理解者も増え、カンパを託してくださる方もあり

ました。

慰霊碑には、姜道元さんのお父様・姜泰協さん、

朴粉子さんのお父様・朴栄祖さんのお名前も刻ま

れています。他にも 12名の韓国・朝鮮人刑死者

の名前。名前の刻まれた碑の裏面を見るには、崖

上の狭いスペースに回らないといけないのです

が、みなさん愛おしそうに名前をさすっておいで

でした。

慰霊の言葉を読む姜道元韓国同進会会長



新宿での懇談会一-lo月 16日

チャンギー慰霊祭の後、新宿に移動。支援くだ

さっているみなさんとの懇談を行いました。韓国

同進会の方々の発言は議員会館での発言と重な

るところもあるのでそちらに譲りますが、同進会

からは岩本菊子さんも合流。30人程が集いました。

台湾人戦犯の研究をされておられる木村宏一

郎さん、今回韓国からいらした学生・洪元杓さん

らからも、日本政府の早急な対応がいかに必要で

あるかについて発言がありました。

洪さんは、自分の体験を紹介。友だちに理由な

く酷く殴られ、暴力から逃れるために言われるま

ま、別の友だちを殴ったが、悪いのは自分か、最

初に暴力をふるった友だちか、というもの。そし

て殴った人間は殴ったことをすぐ忘れるが、殴ら

れた人間は一生覚えているものだ、と語り、では

日本と韓国の場合はどうか、と問いかけました。

今回の行動の全般を通じ、通訳は向井みどりさ

んがあたってくださいました。

受け入れ準備のための時間が大変短く、慌ただ

しくはありましたが、当事者および遺族が改めて

訴えた切実な願いを、何としても立法という形で

実らせることができればと思います。

韓口 0真相究EE委員会の「報告書」を販売し春寸

本文中でもふれられている『報告書』を翻訳しました (A4判 52ページ)。 500円で頒布いたします。

購入希望の方は下記、応援する会あてにメールで注文くださるか、郵便振替既産にその旨記して代金

をお送りくださればお届け申し上げます。

◆活動日誌

2011年 10月 4日   『「同進会」を応援する会通信』No.15発行

10月 14～ 17日   韓国同進会来日

15日   チャンギー慰霊祭 (於池上本門寺照栄院)、 懇談会 (新宿ルノアール会議室 )

16日  :首相への要請書提出、国会議員との懇談、韓国大使館 0民団訪間

11月 14日 。25日  韓国国会議員事務所訪問・要望書提出 (姜道元韓国同進会会長・有光 )

2011年 1月 14日   『「同進会」を応援する会通信』No.16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)162-0323 東京都新宿区神楽河岸■・ 1 10階        
｀

I I111::∵
‐

ザ: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    f■ ■|:

| (EI撃ail) BCQ@nifty.com または IZXPoo41(てhifty.com         ‐‐■111t

(電話) 090-6548-7031(大山)

ホームページ http:〃kbcqoweb.fc2.com/ (ブ ログ http://bcq.blog49.fc2.comノ )

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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