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韓国・朝鮮人元BC級戦犯者への立法の実現を :

今国会のいよいよ最終局面

今月も、院内集会o月 釧鵬を開催 します :

4月 、5月 、6月 と 3カ 月連続で院内集会を行なってきましたが、9月 8日 までの国会会期延長に伴い、

最後のひと押しの院内集会を開催します。謝罪・補償のないまま半世紀以上が経過している韓国・朝鮮

人元BC級戦犯者の方々の人権の回復を、いま実現せずしていつできるのでしょう。繰り返し国会に声

を届けていきたく思いますので、改めて大勢の方にお集まりくださいますよう、お願い申し上げます。

(4ページ以降に、第 2、 3回の院内集会の様子をご報告いたします)

この国会で、BC級立法実現を ′緊急綿熱起集会

日時 : 7月 3'日 (火) '0:00～  (入館票15:30～ 配布)

場所 : 衆議院第 1議員会館  第 1会議室 (地下lF)

*いつもと建物が違いますので、ご注意ください

金完根さん、通去 立法実現、間に合わず

同進会会員として、運動の中心でがんばってこられた金完根さんが、7月 8日 、敗血症と大腸ガンの

ため、西東京中央総合病院で亡くなられました。1922年 6月 23日 のお生まれ、90歳を迎えて 2週間

後の訃報でした。

連続院内集会の第 1回 (4月 25日 )には、奥様の畠谷サダ子さんが次のようなエピソードを紹介く

ださいました、「明日、BC級戦犯のことで出かけて来るからね」と入院中の金完根さんに声をかけたら、

日常的には認知症の症状が出ていたにもかかわらず、「自分も行く」とBC級戦犯者問題のことは我が

こととして記憶から失われていないようだ、と。「なんとか、立法実現のいい話を聞かせてあげたい」

と奥様はおっしゃっておられましたが、悔しいですがそれは叶いませんでした。

本号の後半には、金完根さんへの追悼の言葉等を掲載します。



「特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給法案」をめぐる最近の国会の動き

現在の状況

いよいよ韓国。朝鮮・台湾人元 BC級戦犯者

のための法案 =「特定連合国裁判被拘禁者特

別給付金支給法案」の提出・成立に向けての動

きが最終段階に入 ります。

昨年 3月 の東 日本大震災のために、法案提

出の動きが大幅に遅れていましたが、延長さ

れたこの通常国会で、超党派の議員立法で成

立を図る動きが、確実に前に進んできていま

す。

7月 中旬に与党民主党 と政府間の調整が行

われています。まもな く他党との折衝が本格

化 します。関係議員連盟役員 らを中心に水面

下での根回しが断続的に行われています。

法案の内容は、2008年 に民主党が衆議院に

提出したものと同じです。 (⇒次頁に掲載)

法案提出⇒成立の手順

衆議院総務委員長提案で全会派一致での議

員立法を予定 していますので、全政党の賛同

が必要です。民主党の分裂もあり、政党が増

えていますので、丁寧な根回しが必要です。

1党でも反対すれば、提出できません。

順調にいけば、各党 (全党)で法案への賛成

を了承⇒衆議院総務委員会で委員長提案を受

けて、満場一致で可決⇒衆議院本会議で可決

⇒参議院に送付⇒参議院総務委員会で可決⇒

参議院本会議で可決・成立と進みます。

委員会や本会議が正常に開催されていれば、

最短で 1週間程度で法案成立までこぎつける

ことができます。しか し、“永田町は一寸先は

闇"と いわれ、何かあると委員会 0本会議の

審議が止まります。延長された通常国会の会

期は、 9月 8日 までですが、現在参議院で審

議中の消費増税法案が通過、成立すれば、民

主。自民・公明の協調は一気に崩れ、解散 0総選

挙を求めて対決ムー ドにな ります。衆院での

内閣不信任案や参院での間責決議案の提出も

ありうると想定され、 9月 8日 前に解散が行

われる可能性も排除できません。

タイム リミッ トは 8月上旬か ?
逆算すると、 8月 初旬には法案提出が具体

化 していないと、今国会での法案成立は危う

くな ります。 7月 末か ら8月 上旬がぎりぎり

のタイム リミットとみ られています。最後の

最後までハ ラハラ見守 り、炎天下での要請活

動を継続することにな りそうです。支援者の

皆様にも覚悟をお願いしなければな りません。

衆議院総務委員会の与野党理事 らでの折衝

が鍵を握 ります。各党に持ち帰って、政調会

や総務会・幹部会などでの了承を取 り付ける

ための水面下での根回し、ロビーが不可欠で

す。

ラス トチャンスとの覚悟をもつて応援を

日本の政治の現状については、当然いろい

ろご意見・ ご批判がおありと思います。 しか

し、この法案の優先的な提出・審議・成立を期

すため、譲るべきは譲って、頭を低 くして、

全会派に法案提出・成立への協力を求めてい

ただきたいと思います。

この機を逃すと、次の総選挙・参院選挙を経

て、国会の構成は大きく変わってしまいます。

政界再編の大波にもまれて、このようなマイ

ナーな法案を検討する余裕はおそ らく失せて

いましまい、法案は著 しく難 しくな ります。

李鶴来さん ら当事者の年齢 0体 力を考えれ

ば、もうこれ以上待てません。李鶴来さんも

向こう数週間を最後のチャンスと見て、これ

に賭けています。

皆様にも最後の立法運動にどうぞ加わって

いただきたいと切に訴えます。

法案提出 0審議の際の日程、委員会・本会議

傍聴、緊急の集会の予定の集会などは、逐次

ブログでご案内しますのでご参照下さい。(⇒

httn1//bcα .b10g49.fc2.com/)ま た、緊急の会

合などの連絡を希望される方は、 Eメ イルで

BCQOnifty.comに ご連絡下さい。Faxは 、

03‐ 3237‐ 0287で受付けます。李鶴来さん・同進

会あてのメッセージも受付けています。

(有光 健・世話人)



特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金の支給に関する法律案

(趣旨)

第一条 この法律は、特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基

づき、特定連合国裁判被拘禁者及びその遺族に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるもの

とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定連合国裁判被拘禁者」とは、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判

により拘禁された者であって、同条約第二条 a又はbに掲げる地域に本籍を有していたものをいう。

(特別給付金の支給及び裁定)

第二条 この法律の施行の日 (以下「施行日」という。)において特定連合国裁判被拘禁者に該当する者又

は施行日の前日までに死亡した特定連合国裁判被拘禁者の遺族には、特別給付金を支給する。

2 特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行

う。

(遺族の範囲)

第四条 特別給付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子 (死

亡した者の死亡の当時胎児であった子を含む。)、 父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外

の三親等内の親族 (死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にし

ていた者に限る。)とする。

(遺族の順位等)

第五条 特別給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。この場合において、父母

及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共

にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母
については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

一 配偶者 (死亡した者の死亡の日以後施行日の前日以前に、前条に規定する遺族 (以下この項におい

て「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)

二 子 (施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。) 三 父母

四 孫 (施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。) 五 祖父母

六 兄弟姉妹 (施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)

<中略>
(請求期限)

第六条 特別給付金の支給の請求は、施行 日から起算 して五年以内に行わなければならない。

2 前項の期間内に特別給付金の支給の請求をしなかった者には、特別給付金を支給 しない。

(特別給付金の額 )

第七条 特別給付金の額は、特定連合国裁判被拘禁者一人につき三百万円とする。

<中略>
附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日か ら起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

<中略>
理  由

特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基づき、これらの者及

びその遺族に特別給付金を支給するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由

である。

本案施行に要する経費

本案施行に要する経費としては、約二億円の見込みである。

(*2008年 5月 29日 に民主党が衆議院に提出したものと同じ内容です。)



連続国会院内集会で、国会に決断を迫る !

一―第 2回・第 3回集会の報告一―

第 1回 (4月 25日 )に引き続き、第 2回 (5月

28日 )、 第 3回 (6月 18日 )で、たたみかけるよ

うに国会に働きかけをしました。

第 2回集会では、高橋哲哉氏 (東京大学教授)

が、「法の暴力」の結果としての韓国・朝鮮人BC
級戦犯者問題の解決が急務である旨、講演くださ

いました。参加国会議員は 2名でしたが、自民党

の岩屋毅衆院議員、民主党の今野東参院議員が、

集会の最初からほぼ終わり近くまで参加、超党派

での立法実現への熱い思いをそれぞれ発言くださ

いました。終了間際には円より子前参院議員が駆

けつけてくださいました。

第 3回集会は国会情勢をにらみ、当初予定して

いた 6月 11日 から18日 に変更。ちょうど消費税

増税で自民が同調し、国会の会期延長が確定した

《5月 28日 第 2回集会より》

問われる日本国の姿勢

李鶴来さんには、これまで 3回ほどお目にかか

っている。刑死された方、一緒に闘った仲間の方、

そういった人々の声を抱えながら今日まで闘って

こられた。その宿願がまだ果たされておらず、日

本の国民のひとりとして、私自身も申し訳ない思

いをしてきた。

今日は今野東氏、岩屋毅氏の 2人の国会議員の

方から力強い前向きの発言があり、秘書の方も多

数参加とのことだが、必ず法律を上程し、李鶴来

さんたちの願いに応えてほしい。私からも心から

お願い申し上げたい。

この問題は日本の戦後補償の中でも特殊なもの

であるという発言があったが、確かに特殊な面が

ある。ただ、この問題を考えると、日本の国とい

うのは、血も涙もないのか、同じ人間として恥ず

かしくないのか、という思いをもってきた。国策

タイミングとなりました。会場は 50名を超える

参加者で埋め尽くされました。特に、李泳采氏 (恵

泉女学園大学教授)が同大学の学生および東京韓

国学校の中高生を同伴し参加くださり、この問題

の解決が日本と韓国・北朝鮮などとの関係の未来

を拓くものでもある点を、改めて気づかせてくれ

ました。

参加国会議員は、石毛えい子衆院議員、今野東

参院議員、大河原雅子参院議員 (いずれも民主)。

議員本人の参加はかないませんでしたが、大畠章

宏衆院議員、泉健太衆院議員、工藤仁美衆院議員、

本村賢太郎衆院議員、有田芳夫参院議員 (以上民

主)、 服部良一衆院議員 (社民)、 塩川鉄也衆院議

員 (共産)の秘書の方が代理でお越し下さいまし

た。

高橋哲哉氏 (東京大学教授)講演

が破綻し、誤りが明確になった、なのにそれを認

めない。他国も多かれ少なかれそういうことがあ

るかもしれないが、日本の場合はそういうことが

多すぎる。

私は福島県出身で、先週も福島に行ってきたが、

今回原発事故についても同じようなことが繰り返

されるのではないかと危惧をしている。人々は不

安どころか、見捨てられるのでは、という恐怖心

までもっている。問題を広げるつもりはないが、

日本の国としてきちんと清算すべきことを清算す

る、そういうことを積み重ねていかないと、周辺

の諸国諸民族からの信頼を得られないし、そもそ

も国民の信頼も得られないのではと危惧する。

あるシンポジウムで

2006年に東京大学で、韓国 0中国・台湾等、東

アジアの男女の研究者を集め、「法と暴力の研究」

「法の暴力」を克服する立法を急げ



という 3日 間のシンポジウムを行なった。私は旧

植民地出身のBC級戦犯者の問題をとりあげ、30

分くらいの問題提起をした。李鶴来さん自身の歴

史についてもそこでふれた。

質疑応答で最初に発言したのは一般市民の参加

者だったが、「A級戦犯の問題をきちんとやってく

れると期待して来たのに、なぜBC戦犯なのか」

と憤然としていた。小泉首相の靖国参拝が問題に

なった少し後の時期だ。人々はA級戦犯について

は、さまざまな意見があると知っていても、BC
級戦犯、しかも朝鮮人・台湾人など旧植民地出身

のBC級戦犯のことはほとんど知らない。

戦犯裁判そのものの問題

日本人も含め 1000名以上が裁かれている。有

罪とされた朝鮮人は 148人、台湾人は 173人。処

刑されたのは、朝鮮人 23人、台湾人 21人。李鶴

来さんは死刑判決のところ幸い減刑されたが、そ

もそもBC級戦犯裁判は非常にずさんだったこと

を確認する必要がある。裁かれるべき人が裁かれ

なかったり、そうでない人が裁かれたり、裁判手

続きが粗略であつた。実際上の冤罪もあった。

当時BC級戦犯裁判にたずさわった、オース ト

ラリアの判事ジョン・ウィリアムズは、非常にず

さんな裁判だったことを、NHKの ドキュメンタ

リー番組 「チョウムンサンの遺書」で証言してい

る。「戦犯として有罪になった人々は、単なる偶然

として裁かれたにすぎません」と。

チョウムンサン(趙文相)は李鶴来さんと同様、

捕虜虐待の罪で裁かれ、死刑判決を受け、実際に

処刑されている。さらに靖国神社に合祀されてい

る。私はこのNHKの番組でこの問題を知るよう

になった。番組の後半は李鶴来さんらのことが取

り上げられていた。

処刑された人も多かったが、李鶴来さんの場合

は幸いにして減刑され、処刑をまぬかれた。これ

も偶然に左右されている。その後日本に送られて

いる。李鶴来さんにとって、日本という国はその

時が初めてであった。当時、大韓民国、あるいは

朝鮮民主主義人民共和国は建国されていたが、連

合国は日本人として裁き、日本に送っている。

そもそも朝鮮の人びとが日本の植民地支配の被

害者であるとすれば、連合国は彼らを日本人とし

て裁くことができるのか、そこにも問題があった。

本来日本が負うべき戦争責任を肩代わりさせられ

ている。

軍属として送られ、日本人の上官の命令によっ

て捕虜に対応せざるを得なかった。当時は上官の

命令は絶対であり、上官の命令は朕 (天皇)の命

令だったので従わないわけにはいかなかった。日

本軍の戦争責任、遡って言えば、天皇の戦争責任

にまで行ってしまう問題と私は思っている。

戦後の処遇の問題

現実は、日本人として裁かれ、一度も行ったこ

とのない日本に送られ、スガモプリズンに勾留さ

れている。1952年 にサンフランシスコ講和条約が

発効した。ちょうど 60年前のことだ。サ条約の

第 11条では、日本国は連合国の戦犯裁判の判決

を受け入れ、刑の執行を引き継ぐとしている。サ

条約の発効と同時に、朝鮮人・台湾人の人たちは、

日本国籍ではなくなった。旧植民地における国籍

選択の自由を認める国もあるが、日本の場合は一

方的に国籍が剥奪された。これは法務府民事局長

通達として出されている。いわば役人の一つの通

達で国籍が奪われたというわけだ。

日本国民でなくなった以上、刑の執行を引き継

いだ日本国が朝鮮人 。台湾人の戦犯者を釈放する

のは当然との期待が当事者らにはあったろうが、

実際は刑の執行が続いた。李鶴来さんらは獄中か

ら釈放請求裁判をおこしたが、退けられている。

その時の最高裁の理屈は、研Jが科せられた当時日

本人であった」「サ条約発効の直前まで日本で拘禁

されていた」ということだった。

サ条約発効と同時に、「戦傷病者戦没者遺族等援

護法」が公布される。しかし朝鮮人・台湾人は、

戸籍法の適用を受けないからと、排除されている。

「法の暴力」の克服のために

連合国の戦犯裁判自体が非常に恣意的で、かつ

日本国民として裁いたという問題がまずある。そ

の後は、日本国による国籍の剥奪、刑の続行、し

かし援護からは外すという一方的な措置の問題が

あった。

同進会は、内閣が変わるたびに国家補償の要望

書を提出してきたが、今日に至るも認められてい

ない。これは「法による暴力」としか言いようが

ない。国会の最高機関である国会が立法措置を講

じ、非常に長きにわたり奪われてきた権利、李鶴

来さんらが当然受けるべき権利を、最後の最後に

お返ししなくてはならない。そうでないと、血も

涙もない国のままになってしまう。日本国の責任

として、最後に国会が法律をつくるしかないのだ。

繰り返し私からもそれをお願いしたい。



参加国会議員よリ

今野東参議院議員 (民主党)

李鶴来さんには何度も議

員会館の部屋にお越しいた

だき、この問題を何とかし

てほしいという要請をいた

だいておりました。「政権交

代をしたら」と、自分でも

期待を込め申し上げていた

のですが、  党内でも理

解を広げることができず、

岩屋毅衆院議員 (自 民党)

李さんお元気ですか ?

私も前から李さんとこのお

話をさせていただいていま

す。何とか自民党の中にも

理解者を増やしていきたい

と思っています。しかし、

まだ力不足で大変申し訳あ

りません。

戦後処理の問題は難しい問題です。言うまでも

なく、日本国は基本的には賠償問題に関しては未

解決の問題はないという立場です。最近また、従

軍慰安婦の問題等がでてきていますが、そういう

ことも含め、解決はついているという立場をとっ

ております。一方、未解決の領土問題等抱えてい

るわけですが、私は、BC級戦犯者の問題は、こ

その後のやりとリ

同進会を応援する会代表の内海愛子さんは事情

がありやむなく欠席でしたが、集会参加者から立

法を後押しする、活発な意見が出されました。

同会世話人の大山美佐子は、戦後間もなくから

今に至るまで、国会議員を含め、話を聞けば誰も

が何とかしなくてはと思うのに、なぜこれほどの

長期にわたり、救済されないままだったのか、歴

申し訳なく思います。しかし、この問題に関し理

解をしている稲見哲男衆院議員、石毛えい子衆院

議員が、現在、法案提出の手続きをする上で重要

な位置におられるので、動きはつくることができ

るかと思っています。この長くかかりすぎた問題

について、みなさんと同じ思いでしっかり取り組

んでいきたく思います。

うした問題と趣を異にしていると思います。当時

は日本国籍を持っておられた方を徴用して、戦後

国籍を失った方の問題をどうするかということだ

と思います。

これは未解決の国内問題であり、何とか処理を

しなければならいと私は考えてきました。国内の

他の賠償問題とのバランス等いろいろな議論はあ

るのでしょうが、だからこそ政府においてなかな

か提起ができないということであれば、超党派の

議員連盟で何とか形をつくることができないかど

うか考えています。あまり時間が残されていない

問題でもあり、これからさらに精力的に活動して、

一人でも多くの理解者を増やし、答えを見出して

いきたいと思っています。一緒にがんばってまい

りましょう。

代 28人の首相や、その時期ごとの同進会の間いを

振り返り、いま決断が求められていると、立法実

現を訴えました。

また林るみさん (朝 日新聞)は、何が立法化の

ネックになうているか、そして打開に向けた考え

について、国会議員に質問しました。今野東議員

は一因として、「こうした問題の理解者が官邸に入



っていないJこ とを挙げ、「未来に向かつて戦後補

償を考える議員連盟」(戦後補償議連)の活動を活

発にすることにより、与党としての責任を果たし

ていきたいと答えられました。岩屋毅議員はそれ

をうけ、「理解がある人も、官邸に入ると理解がな

くなってしまう」と笑わせ、官邸に入ると国家を

背負った立場での判断を迫られるので、一議員だ

った時と多少異なってくることは分からないでは

ないが、BC級戦犯者問題は他の戦後賠償の問題

と性質が異なる点があり、日本人として裁かれた

人の問題をなお未解決のままにするのは、言って

みれば「日本国の名折れ」である、ねじれ国会で

あっても決めるべきは与野党が協力して決めてい

かねばならない、と話されました。

他の会議から駆けつけてくださった円より子前

議員は、「これまでと違う角度からの話」として日

本の歴史教育にふれ、権力者が認定する正史より

も異端の説の方に大切な点があるのでは、と、日

本と朝鮮半島の文化の近しさについてふれられま

した。

参加者の鈴木房子さんは、「なぜ、日本人は朝鮮

人を見下し続けるのか、その意識はどこからくる

のか」と、ご本人いわく「素朴な疑問」を呈され

ました。というのも高校時代、おなじ小松川高校

定時制の生徒として「小松川事件」(女子高生が殺

害され在日朝鮮人の男子高校生李珍宇が逮捕のち

処刑)に遭遇、周囲の大人の態度に、大変悔しい

思いをしたとのことです。

これに対しては、高橋哲哉さんが、韓国併合、

秀吉の朝鮮侵攻などの際、神功皇后の三韓征伐の

記紀神話を持ち出し朝鮮半島侵攻を正当化したこ

と、それをすっかり忘れてしまったかのような日

本の歴史教育の問題等の話をもって、お答えくだ

さいました。

韓国 0朝鮮人BC級戦犯者問題の立法解決は、

歴史を人間一人ひとりに取り戻す一つのステップ

になることを確認し、この会を終えました。

高橋哲哉教授

会場いつぱいの参加があつた第 3回院内集会の様子



《6月 18日 第 3回集会より》

李鶴来同進会会長あいさつ

40506月 と 3回連続で院内集会を持ってきま

したが、今回が第 3回日となります。この期間中

に大勢の国会議員の先生方にお目にかかり、お願

いをしてきました。国会議員の誰に会っても、私

たちの問題に強く関心を持ち、理解をくださって

います。法案を通すためにはいろいろな手続きが

必要で、そのためにご苦労されていることも目の

あたりにし、心から感謝しております。

さらに大勢の国会議員の先生方の力を結集いた

だいて、今通常国会ではぜひとも、必ず、私たち

韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題の立法を実現し、

参加の国会議員よリ

石毛えい子衆院議員は、若い学生が集会に参加

していることから、1993年 に李鶴来さん・金完根

さんに初めて会いこの問題を知ったこと、法案作

成のための苦労、自身の落選・再当選を経て、他

の議員の協力も得ながら一歩一歩法案成立に向け

歩んできていることなどの経緯を、丁寧にお話さ

れました。また 2008年法案提出時の提案議員の

大畠章宏衆院議員についてふれられ、本日は急な

事情で残念ながら欠席されておられるが、「ぜひ超

党派で議員立法ができるよう、自民党など他党の

みなさんにも働きかけをしよう」と大変尽力くだ

さっていること、そして自分としてもさらに力を

李 泳 采 さん (恵泉女学国大学教授)のお 話

――恵泉の大学生 3名、東京韓国学校の中高生5名 と共に参加

BC級戦犯者問題については、恵泉女学園大学

で私の先任であった内海愛子先生によって、10年

程前に出会いました。韓国人でありながら、日本

に来て初めてこの問題を知り、李鶴来さんにもお

目にかかりました。私は李鶴来さんと同じ、全羅

南道宝城という土地の生まれです。自分の生まれ

亡くなった友人たちの無念の思いを多少なりとも

晴らし、名誉回復をしていただきたく思います。

日本政府には自らの不条理を是正し、司法の見解

を真摯に受け止めて、亡くなった友人たちの無念

の思いを晴らし名誉回復をしてほしい、これが私

たちが永年強調してきたことであります。

今国会でぜひ実現するよう、日本国民や国会議

員のみなさんに、心から、改めて、お願いを申し

上げます。

(当 日は、池上本門寺元貫首 0田中日淳師の

三回忌法要に参列後、集会に参加)

尽くしたい、と決意を語られました。

今野東参院議員は、日本人として捕虜監視業務

につかされ、戦後は、日本人でないからと援護体

制から外された、韓国 0朝鮮人元BC級戦犯者が

被った理不尽にふれ、「未来に向かって戦後補償を

考える議員連盟」(戦後補償議連)と してこの解決

のために動きが出ている状況を報告、法案提出・

成立に向けての決意を語られました。

大河原雅子参院議員は、2007年当選以降のかか

わりでしかないが、この不条理がいつまでも続い

てはならない、戦後補償議連の一員として今国会

でぜひ法案を成立させたい、と語られました。

育った地域から、タイやインドネシアに強制動員

された人々がいたことが衝撃でした。

韓国人にとっても、こうした人々を「親日派」

と呼んできた問題は解決されていません。日本の

戦犯として死刑や無期懲役にされた人々の問題を

韓国社会が受け止めるのは難しいことかもしれま



せんが、金大中、慮武鉱大統領時代を経ての韓国

民主化の影響もあり、韓国政府がBC級戦犯者を

強制動員の被害者として認め、名誉回復を実現し

たのは、非常に大きな変化だったと思います。し

かし、日本社会が、日本政府が、戦後ずつとこの

問題に取り組めていないことは残念であり、個人

個人に対しての謝罪・補償にぜひ取り組んでいた

だきたい。

国会情勢からも、当事者の年齢からも、この国

会が最後のチャンスではないかと思い、また危機

その後のやりとり

続いて台湾人戦犯問題に取り組んでおられる木

村宏一郎さんが、前回の高橋哲哉さんの講演にふ

れ、同進会のような運動とはなっていないが、台

湾人の場合も日本人として裁かれ刑を受け放置さ

れていること、無念のうちに亡くなられている方

が多いことを話されました。

これに対し李鶴来さんから、自分たちも 1950

年代までは台湾の方とも一緒に運動をやっていた、

法案提出の最終局面だが、もしも台湾の当事者と

連絡がとれるなら連絡先を教えていただき、連帯

して運動ができればと思う、という発言がありま

した。

続いて同進会当事者の大原元さんは、「みなさん

の尽力に心から感謝している、小さいころからの

習慣だが私は食事の前に必ず感謝の気持ちを捧げ

ている、皆がそういう気持ちだと戦争も何もない

のに…。戦争は本当に悲惨である。自分はフィリ

感も持ち、授業でも取り上げ今日も学生と参加し

ました。特に韓国の学生たちは、これがどういう

問題であるか自らが引き継がなければならない世

代でもあり、また、日本の学生たちは 5年 10年

後、当事者たちがたとえいなくなってもこの問題

を忘れず考えていってほしいと思います。

そして、国会議員のみなさんには、日本と韓国

の和解のために、そして今後の関係の礎をつくる

ためにも、ぜひ立法を実現していただきたく思い

ます。

ピンでゲリラ戦の渦中にいたが、ケガをした子ど

もの介抱をしても、日本人は恐いものと思われて

いて逃げてしまう。そういう風に思われたままで

はいけない。死んだ人たちは本当に悲惨だった。

彼らを思うと夜も寝られないことがある。自分が

相手を殺すか、相手が自分を殺すか、そんな戦争

は絶対にしてはならない」、とお話になりました。

法案成立に向け、大変熱気を帯びた会は、1時

間余で終了。その後、李鶴来さんは東京韓国学校

の生徒さんたちに囲まれ、お話したり記念撮影し

たり。李さんは本当にいい笑顔で、若い人が関心

をもってくれることがどれだけ励みになるかを、

改めて感じました。若い人の未来につながる一歩

とするためにも、韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題

の立法解決を、この国会でぜひとも手にしましょ

う !

第 3回集会 東京韓国学校の生徒さんたちと李鶴来さん



特集 追悼 金完根さん
冒頭に述べたとおり、金完根さんが、7月 8日 、

逝去されました。

韓国。全羅北道の完州郡 (現在=全州市)の小作

農家の出身。インドネシアのジャワ捕虜収容所に

配属。戦後、イギリス裁判で 10年刑を受けます

が、その苦難の前半生、それを克服ようとするバ

イタリティや明るい性格、家族への愛情等は、内

海愛子さんの著書『キムはなぜ裁かれたのか』(朝

日新聞出版)に詳しく紹介されています。内海さ

んは、金完根さんを本書の主人公にすえつつ、「キ

ム」を 148人の韓国・朝鮮人BC級戦犯者全員を

象徴する名前として使っておられます。

葬儀は 7月 13日 。金完根さんの胸には、『キム

はなぜ裁かれたのか』が、ベージを開いた状態で

そっと伏せられていました。心からご冥福をお祈

りいたします。

辞子

私はいよ、貴几の霊前に立ら、深い悲しみの念を禁じ得ません。謹んでお悔やみ申し上げます。

責几はいつも陽気で、健康にも恙まれておられましたが、七年ほど前に健康を害し、以来、介護施

設に入居しておられました。何度かの入二院を鬼服してこられましたが、ひと月ほど前から病状が恙

化 し、敗血症によりを月八日子朝、入院先でご家族が几守るなか、波舌しに満らたえ十年の生涯を閉じ

られました。

戦後六十年以上も普楽を共にした、黒二の視友との訣Fllは 、あまりにも寂しすぎるのです。

黄几は戦争ヤ、日本軍に徴用され、戦後、逹合口裁ナ1で 日本の負うべき戦争責任を問われ、BC級
戦イLと されました。日本に移管された後は、孤立無抜の社会に及り出され、継 後の生活は困窮を極

めましたが、生まれ育った懐かしい祖国、視・几弟が待つ祖国に帰国するには、周囲の状況があより

に厳しく、帰国を断念せざるを得ませんでした。

余儀なくされた日本での生活でしたが、黄几は持ち前の信念と恙耐力により、薔難を鬼服し、他人

が実む幸せな家庭をつくり、二男、一女の子どもに恙まれました。その子どもたちが成長し、地域社

会で活躍しております。今や、孫や?孫がいる幸せな大家族せ帯を集かれたのです。

殊に私が誇らしく思うのは、貴几は民族的費情をもら、在日韓国人民国に二十年もの永きにわたり

誡実に勤務 したことであります。と同時に、私たち韓国・朝鮮人BC級戦犯者の日本政府に対する国

家補償請求運動に、半せに以上もの永いran、 常に先率的役割を呆たしてくださったことです。

その運動も、多くの国会議員や應浚する会のみなさまのごえ検により、今通常国会での立法化実現

に向け工念場を4え ております。その晨中での他界は、誡に残念二極であり、痛1民の極みであります

が、生前、應分の社会的貴務を呆たした尊敬すべき仲ralで ぁることを、私は自負したいのです。

私たちは黄几の尊いご重恙を体し、今後も懸命に励み、半世紀以上も水解決の懸索を解決するため

頑張ってゆく所存です。

他界された後も、晨愛のご道族や私たちを几守ってください。

貴几の往時を偲び、ぶからご冥福をお祈り申し上げます。

二〇r二年を月十二日

友人 李鶴未  合学
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お悔やみの言葉 一一弔電より

日本国民の全く知らなかった、元韓国・朝鮮人BC
級戦犯者の悲惨と日本政府に対する怒りを証言した、

法廷の金完根さんのお姿を決して忘れません。心から

ご冥福を祈ります。

弁護士 今村嗣夫

「情」の人 :金完根さん

「お父さん、大好き」サダ子さんはよく惚気る。

そう言わせるほど家族を大切にしていた。スガモ

を早く出た金完根さんは職もなく、住む家もなか

った。仲間に助けられての暮らしだった。そして

北海道で出会った人が畠谷サダ子さん、これまで

の苦労を埋め合わせるような人生の伴侶を得た金

完根さんは、人もうらやむ「愛の家族」を築いて

きた。それだけに帰れなかった韓国の家族への気

配りも並大抵ではない。野口部隊へ出かける朝、

見送ってくれた妹の息子は「おじさんを世界で一

番尊敬している」と話していた。

人の話をよく聞き、よく話し、涙もろい金完根

さんには、「情」という言葉がよく似合う。興が乗

れば歌もでる。じつに「耳」がいい。どこへ行っ

金完根さんの思い出

瞼を閉じると浮かぶのは、歌い踊る金完根さん

の姿だ。しなやかに手足を動かし、リズム感よく、

豪放かつ繊細に踊つている。数くちゃの顔をいっ

そう数くちゃにしてうれしそうだ一―。かつて集

会や打ち合わせのあと、完根さんと私たちはよく

カラオケに行つた。完根さんにすれば、まだ若か

った私たちをねぎらいたかったのだろう。でも、

完根さん自身が一番楽しそうだった。

内海愛子

てもすぐ現地の歌を覚える。インドネシア語の歌

もよく歌っていた。この音感と関係があるのだろ

うか、金完根さんは情景が浮んでくるような話を

する。入隊する前日、家が恋しくて深夜、自転車

をとばして帰ると暗闇から可愛がっていた犬が飛

び出して伴走したこと。早朝に家を出たがふと振

り返ると、父親が小窓からじっと見ていたことな

ど、聞く者の想像力をかき立てる。

同進会の会員がつぎつぎと鬼籍には入られる中、

金完根さんと李鶴来さんはよく国会をまわってい

た。法案の成立までもう少し一一。その報告がで

きる日まで「さようなら」の言葉は残しておきま

す。

林 るみ

初めて会ったとき、「食べるために土方までした

よ」と関節の太い手を見せてもらったことも忘れ

られない。捕虜監視員としてのハルク島での地獄

の体験、戦後放り出された日本での不安、胸の中

でたぎる怒りについて何度も聞いた:が、完根さ

んはいつも明るかった。これほど苦労をされてき

たのに、なぜこうなのか。人間の強さというもの

を考えた。



4年前、内海愛子さんに『キムはなぜ裁かれた

か』を書いてもらったとき、編集者として原稿を

通して改めてその人生に向き合った。日本統治下、

お腹をすかせていた少年期。捕虜監視員にさせら

れ、愛する家族とひき裂かれ、父親には三度と会

えなかった。その無念さ、悲しみが、家族思いの

完根さんの明るさ、優しさの芯となっていること

金完根さんと私

私は 1995年 6月 号の『ビンタン・ブサール』

(裁判を支える会会報)に初めて短い文章を投稿

したのだが、その次の会議の時に、金完根さんが

わざわざ私を探しに来て下さり、それが完根さん

と私との最初の出会いの場であった。

私はちょうど大学院を卒業したばかりで、イン

ドネシアの農業に多大な関心を持っていたことも

あり、完根さんからアンボンやハルクの話を聞か

せてもらうのが、ことのほか楽しみであつた。私

はたまたま完根さんと同じ 6月 23日 生まれであ

り、また拙いながらもインドネシア語や韓国語を

勉強していたこともあって、お会いする度に親し

く声をかけていただいた。外で集会があったりす

ると、完根さんはよく「うちの支援会には農学博

士がいる」と私のことを紹介して下さったりした

のだが、学位をとっても仕事がなかった私は、完

根さんが喜んで下さっただけでも、博士号を取得

した甲斐があったと思ったものである。

ウジュンバンダンの空港で買ってきたガイドブ

ックをプレゼントすると、その中の一枚一枚の写

真について解説して下さり、現地の動植物や人々

の暮らしぶりに関するお話が次から次へと展開し、

まさに汲めど尽きぬ泉であった。

完根さんのお話は、その内容の豊かさやリアル

さが大変印象的であるとともに、聞き手の反応を

見ながらの闊達な話しぶりは、まさに達人芸とい

ってもよいほどで、いまでも場の雰囲気を盛り上

げる完根さんの身振り手振りがありありと目に浮

かぶほどである。

その後、私自身、大学で講義をするような仕事

を改めて思い知った。

立法化を見届けるべく、完根さんは長い間、待

ってくれた。待って、待って、待ってくれた。な

のに、間に合わせることができなかった。ただた

だ申し訳なく、なんとしても、立法成立を実現さ

せなければならないとの思いを新たにしている。

小塩海平

に就いたのであるが、日の前で学生に居眠りをさ

れてしまう度ごとに、いつも完根さんのことを思

い出しては、自分の不甲斐なさに苦笑いをしてし

まう。しかしよくよく思い出してみると、韓国の

清州で行った BC級戦犯者の写真展の際、徹夜作

業で疲れた大山さんは、「新婚で～す」とうれしそ

うにいいながら調子よく完根さんのお隣りでお酒

を飲み、話が佳境にさしかかった時に船を漕いで

いたようなこともなくはなかったように記憶する。

そんなことを考えてみれば、私の堅苦しい話で居

眠りをしてしまう学生がいるのは、当たり前とい

えば当たり前のことなのかもしれない。

もちろん、完根さんとは真面目なお話もたくさ

んさせていただいた。完根さんは私がキリス ト者

だと知ると、「小塩君、本当に神様がいるのなら、

日本に痛めつけられていた朝鮮人の私が、なぜそ

の日本の戦争責任を負って戦犯になり、存虜から

憎しみを買うだけでなく、祖国の家族までが、対

日協力者として近所の人々から白眼視されなけれ

ばならなかったのだろう。そして、本当に神様が

いるのなら、なぜ本当の責任者である天皇が、今

ものうのうと生きているのだろう。神も仏もある

はずがないではないか」とおっしゃられた。

完根さんは小学生のとき文男七牧師と九貞愛伝

道師から宗教教育・民族教育を受けた経験を持っ

ていらっしゃるのだが、完根さんの頭の中には、

信仰を持っていたがために、罪を認め、処刑され

た趙文相さんのことが脳裏に焼き付いていたのか

もしれない。あるいは聖書に手を載せて宣誓させ

られた裁判で、理不尽な判決を受けたことが棄教
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の遠因となったのかもしれない。私は当時、「それ

でもなお、神は生きておられるのだ」と自分の信

念を証言することができなかったし、「苦しみにあ

ったことは、わたしに良い事です」という聖書の

言葉は真実なのだということを、完根さんの前で

吐露することもできなかった。

先日、完根さんの葬儀に出席し、改めて、完根

さんから受けた影響がいかに大きいものであった

のかについて、思い巡らさざるを得なかった。完

根さんから直接色々なお話を聞く機会がなかった

なら、私の戦争理解はきわめて概念的なものに留

まっていたに違いない。完根さんという一人の優

れた人格を通して、戦争や植民地支配、戦後の名

誉回復などについて仲間と共に考え、語り合うこ

とができたことは、私にとってかけがえのない経

験になっている。

また、完根さんが、私とジョンミンの結婚式で

父の死を受けて

父は 7月 8日 、午前 0時 31分に家族に看取ら

れて静かに息を引き取りました。父と家族の願い

であった、祖母が亡くなった 90歳に追いつき、2

週間後の事でした。

平成 16年 10月 8日 、自宅で倒れて以来、約 8

年間の闘病生活でした。認知症を患い、晩年は特

別養護老人ホームで穏やかにくらしておりました。

生前の父は、なによりも家族を愛し、家族の為

には苦労を厭わない人でした。戦争中お腹を空か

せた経験から、子供たちに同じ思いをさせてはい

けないとの一心から、必死に働き、おなか一杯食

べさせてくれました。成人し、今までの生活状況

を聞くようになるまで、生活が苦しかつたとは感

じていませんでした。

人情という言葉が好きで、「情 (ジ ョウ)」 と書

いて「なさけ」と読む、常に人には「なさけ」を

持って接するように教えられました。また、墓石

には「情」と一文字描いて欲しいと言っておりま

した。その願いは、叶えてあげようと思っていま

す。

父が倒れて以来、母は献身的に看病を続けてお

祝辞を述べて下さったことも、忘れられない思い

出である。完根さんは、私たち夫婦が、韓国と日

本の架け橋になるようにというメッセージを下さ

ったのだが、思い返してみれば、完根さんたちこ

そ、両国の狭間で苦悩し、その車L蝶を修復し、橋

を架けようとなさった特別な存在ではなかったか。

私は、完根さんたちが裁判や立法運動を通して成

し遂げようとなさった志を受け継ぎ、それを社会

のために活かし、次の世代に伝えていくことが、

自分に与えられた使命ではないかと考えずにはお

られない。支援する会、応援する会には、そのよ

うな活動を、国際的に展開していくことが求めら

れているのではないだろうか。私自身は、立法運

動には、いま現在、なかなか積極的に参加するこ

とができていないが、改めて、そのようなことを

考えさせられているところである。

畠谷吉秋 (金完根氏ご長男)

りましたが、いやな顔一つせず父と一緒に過ごせ

る時間を楽しんでいる様でした。今後、毎日の日

課が無くなり、どう過ごそうかと思い悩んでおり

ますが、根っからの明るい性格から、生きがいの

ある楽しみを見つけて、楽しい人生を送ってくれ

ると思います。

私たち子供達も、母を支え、父の教えてくれた

「家族愛」「情」を受け継ぎ、家族仲良く暮らして

行きたいと思います。  (2012年 7月 17日 )
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後 記
一

お通夜・ご葬儀の様子から

7月 12日 のお通夜、13日 の葬儀には、当事者

のお連れ合いの方々や、2世 03世 04世を含む同

進会のみなさんが大勢いらしていました。久し振

りの再会を喜び、子や孫の成長に目を見張る。一・・。

苦しい時代は同進会メンバー全員が家族のようだ

った (そ うやつて助け合つていかなければ生きて

いけなかつた)と はよく聞きますが、時が経つに

つれ、それぞれの生活で忙 しくなるのは、当然の

成り行きかもしれません。

しかし、にぎやかなのが大好きで、人が集まれ

ば歌をうたい、酒を酌み交わし、人を楽しませて

いた金完根さんとのお別れには、本当に大勢の方

が集合しました。お通夜のお清めの席には、祭壇

にあるのと同じ、金完根さんのにこやかな笑顔の

◆活勁日誌

2012年  5月
5月

6月

7月

7月

『「同進会」を応援する会通信』

立法実現のための院内連続集会

立法実現のための院内連続集会

金完根氏逝去 (13日葬儀)

『「同進会」を応援する会通信』

写真。10年程前に、いずれ遺影用にと、自分で写

真館に行き撮ってきたお気に入 りの写真だつたそ

うです。

その金完根さんに見守られるように、みな懐か

しく金完根さんの思い出話に花を咲かせました。

ご遺族も、にぎやかなのは本人の一番の供養にな

るから、とおつしゃつてくださり、立法が間に合

わなかったのは本当に申し訳ない気持ちでいっぱ

いですが、「愛の家族」の中に生き続ける金完根さ

んに、きつときつと立法実現の報告をしたいと気

持ちを新たにしました。

毎月の集会となりますが、いま可能なことはす

べてやりきり、悔いの残らない闘いをしたく思い

ます。ぜひご支援のほどお願いいたします。

(大山美佐子)

No.17発行

第 2回 (ゲス

第 3回

No.18発行

卜高橋哲哉氏)

その他、随時国会ロビー活動

書籍販売のお知らせ

① 田中宏ほか編『未解決の戦後補償』縮J史社) 1800円  8月 上旬刊行予定

② 内海愛子著『キムはなぜ裁かれたのか』 (朝 日新聞出版)1500円

いずれも送料込み。振込用紙に書名を記載の上、代金を振込ください。

7月 31日 の院内集会で、販売もいたします。 (ただし、①は予約販売になる可能性もあります)

15日

28日

18日

8日

21日

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 10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)BC(D由 _COm または ZXF004』@nJycom
篠蘇話)  090-6548-7031(大山)

ホームページ httpttbcq.web.fc2.com/ (ブログ http:〃bcq.blog49■ 2.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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【真夏の緊急集会のご案内】

ご力    鋼繊第3″夢″ ノ』″リカa″賜″っこ 翁□舎″ げ

韓国●朝鮮人元BC級戦犯者のための立法実現を !

日時:7月 31日 (1火)16:00～ 17:30(■場15:30

会場:衆議院第 1議員会館 第1会議室鮨下lD
(*地下鉄「永田町」「国会議事堂」1番出日、審03-3581-51H*下 記地図

*15:30よ り衆院第 1議員会館玄関で入館票を配布 します )

7月 8日 にとうとう同進会副会長の金完根 (キムロワンク・ン)さ ん (享年 90歳)が亡くなりま

した。いよいよ時間が追っています。

今年は、朝鮮半島と台湾で「憚虜 (捕虜)監視員」が募集されてから 70年、サンフラ

ンシスコ講和条約発効から60年、不条理を訴えて当事者が「同進会」を結成して 57

年です。あまりに長く不条理が放置されてきました。韓国 0朝鮮人元 BC級戦犯者ヘ

の特別給付金支給法案を民主党が2008年に提出してからでももう4年が経ちました。

これ以上の先送りは許されません。今年こそ特別給付金支給法案の成立を !と 、こ

の4月 から毎月議員会館で集会を開催し、各党の国会議員の皆さんとともに多くの市

民や学生の方々にもご参加・発言いただいて、呼びかけを広げてきました。

延長された通常国会で、何としても、超党派での法案を提出・成立させるべく、今

月も集会を開催します。本当にもう後がありません。最後の総決起集会です。

暑い毎日ですが、ぜひご参加ください。
2012有二7ノ月 15日

(よびかけ)同進会 会長 李 鶴 来

同進会を応援する会 代表 内海愛子

〒162-0823新 宿区神楽河岸 1-110F東京ホ
゛
ランティア市民活動センター気付メールホ

゛
ックスNo.120

E―mail:BCO@nifty.com 当日連絡審Ю90… 6548‐7031(大 山)/070‐6567‐5461(有光)

衆議院第二議員会館

衆議院第∵畿員会館

41壼 轟 崇 舗

参議院議員会館



ナ声 織 可 今ヽ t゛FRI tl澳 7. 滋料 日 200日
A・● 秘▲ o■■口産 にべ全 しあ哺L〕下い ・ヽ

"la演

肉項い   ぼヽ薇義可れい
|。

創史社近刊案内 (8月刊予定)

未解決●戦後補償
一問われる日本の過去と未来

田中宏・中山武敏 0有光健 他著 四六判 1800円 織男1)

戦後 67年。日中国交正常化 ,2年 9月
"日から40年が経過し、

サンフランシスコ平和条約疇4月お商から60年過ぎました。

課題山積で、日本の戦後補償はこのままでいいのでしょうか !

まえがき 田中宏

戦後補償・残された課題―戦後67年、戦後補償・解決への道を考える 編螂

「慰安婦」問題の現況を考える一必要な追加調査と謝罪、賠償 有光 健

朝鮮人強制運行。強制労働問題―その課題と展望一政治的解決、立法化で賠償を 矢野秀喜

中国人強制連行・強制労働の問題点と経 過去清葛に取り組みアジアの信頼回復を田中宏

加害 (重慶爆撃)と被害 (東京空襲)の両裁判の意味

一国際法違反の戦略爆撃、無差別殺数を問う 中山武敏

「日本OHE」 にされた朝鮮人たち=求められる朝鮮人BCm聴 済 大山難 子

旧日本車毒ガス韓 の解映を一被害者らの要求を実現する政策を求めて 南 典男

シベリア抑留補償立法と今後の課題一国籍条項あり不公正残る 有光 健

元軍人・軍属に同情ではなく権利を、差別ではなく平等を

一旧植民地出身元澤人・軍属支援の「在日の戦後補償を求める会」が求めたもの 小椋千鶴子

供託と協定で奪われた未払い金一明らかになった朝鮮人未払い金の実態 竹内康人

疑問多い日韓条約での解決済み一日韓会談の文書公開と情報開示 李洋秀

【資料】戦後補償裁判一覧

発行 :脚 185-0013東京都国分寺市西恋ケ窪 4-7‐ 16 TEL,FAX:044‐987-5584 souSshmヽneJp

●嗜店に注文する場合は下記に記入してお申し込み下さしヽ また、お近くの図書館にリクエストして下さしヽ

書店名 注文 発行=創史社 発売=八月書館 (電話 :03-3815‐0672)

冊

未解決の戦後補償
一問われる日本の過去と未来

田中宏・中山武敏・有光健他若  本体 1800円

お名前         電話番号


