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戦後 69年目、

いまだ競く「不彙理Jに、けじめを

2014年の新たな年がスター トしました。衆参で圧倒的多数を握つた第 2次安倍政権が、何でもでき

るとばかりに国家権力を強大化するなか、韓国・朝鮮人・元BC級戦犯者問題の立法運動は、大変厳し

い状況に置かれています。しかし、当事者らが 60数年も訴えてきたこの問題は、「国家Jが強いた「不

条理」そのものを問うものです。その「不条理」を放置したまま、また国家を強大化させてよいはずが

ありません。

韓国、日本とも国家元首が変わつたばかりの昨年は、両国の関係改善も期待しつつ、外交面を意識し

た運動を行いました。7月 には、同進会・韓国同進会と共同で、韓国政府 (外交部)に質問状を提出。

11～ 12月 には、韓国 。民族問題研究所の協力も得て、ソウルでの初めての写真および資料展示を行い

ました (次頁以降で報告)。 ただ、両国のぎくしゃくした関係は依然続いており、BC級戦犯者問題に

関しても推進力にはまだなりえていません。

現在中心となつて活動している李鶴来・同進会会長は、今年 2月 には 89歳です。独房から死刑台に

向かつた仲間・林永俊さんを見送つたのが 22歳の時。自らは減刑され、処刑は免れましたが、その後

は同進会の一員として、一貫して日本政府に謝罪と補償を訴えてきました。何と長い歳月でしょう……。

そして何人の方が後を「仲間Jに託し、亡くなつていつたのでしょう。

課題がどんどん降りかかつてくるであろう今年も、また大変な年となりそうですが、韓国・朝鮮人元

戦犯者の人権回復がなされるよう、どうぞお力をお貸しください。

請願署名にご協力を r

昨年 11月 、「立法措置を求める請願署名Jを提出

しました。今年の通常国会でも署名提出いたしま

すので、ぜひともご協力ください。

構切 =014年 5月末日

ソウル歴史博物館、特別展の入リロパネル



ソウル歴主博物館の晨示、期間延長し成功裏に終わる
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■半年間準備 し、パネルや資料を特設展示

韓国でもBC級戦犯者問題をもつと知つてもら

い、世論を盛り上げてもらいたいと、写真展とシン

ポジウムを提案し、民族問題研究所に協力を要請し

たのが昨年 3月 だつた

すでに同研究所の昨年 1年間の事業計画は決ま

つていて、それにカロえるのは難しいとも言われたが、

当事者が高齢化し、日本での運動も厳しくなつてき

ている事情を理解し、すぐに動き出してくれた。

当初、素材として東京の在日韓人歴史資料館に預

けてあつた「日本の戦争責任を肩代わりさせられた韓

国・朝鮮人BC級戦犯を支える会」が製作し、1"5年 H
月 24日 から26日 に中野区の「なかの ZERO」 、12月

10日 から 12日 に韓国・「?剖11市文化センター」で短期

間展示した写真などのパネルを使うことを考えたが、

すでに 18年が経過しているため、その後の写真や活

動の資料を大幅に追加することになつた。裁判の訴状

や準備書面、支える会、支援する会の通信なども集め

て、私自身が訪韓する際や韓国側関係者が帰国する際

に託して運び、デジタノイヒした画像やデータのファイ

ルはインターネットを経由して送った。

韓国のNGOは 日本以上にデジタルの技術に習

熟しているので、その点は比較的スムーズにやりと

りできた。韓国同進会などの資料も加えて、在日韓

人歴史資料館の協力を得て、同館展示・所蔵の故金

完根さんが刑務所で使つていたタオルや手帳、李鶴

来さんの引揚証明書や釈放証明書、人身保護法によ

る保釈請求裁判記録なども貸りて展示した

ソウル歴史博物館での展示の様子  右上は故金完根さんのタオル

■朴元淳ソウル市長も感動、会期を延長

完成したパネルは32点と展示品は11月 8日 から

12月 15日 まで5週間にわたつてソウル市内の光化

門近くの大通りに面したソウル市立ソウル歴史博

物館に展示された。展示の正式名称は、「第 3回東

アジア平和のための韓日共同企画特別展・戦犯とな

つた朝鮮青年たち一韓国人BC戦犯の記録一(The

History of Korean BC class war criminals)」 、

主催 (共催)=韓国・民族問題研究所、韓国同進会、

同進会、「同進会」を応援する会、後援=東北アジ

ア歴史財団、 資料提供=在 日韓人歴史資料館、同

進会、被害者遺族、民族問題研究所として行われた 。

展示された場所は 1階玄関から入つて正面の 2

階に上がる階段の左脇に作られた特設ブースで、ブ

ースの壁の両面に 32点のパネルが展示され、他の

資料や展示物がショーケースに入れて置かれてい

た。高麗独立青年党関連の資料も20点余りが展示

された。

当初 4週間の予定だつたが好評につき 1週間延

長され、推定で 1万人以上が展示を見たことになる。

期間中に会場を訪れた朴元淳1/Sク
・ウオンスン)ソ ウル市

長も展示を観て、「大変感動した」と感想を述べて絶

賛したという。

■韓国与野党 12臓員に理解と協力求める

11月 15日 に記念のシンポジウムと式典が行われ

ることになり、13日 から 16日 にかけて、李鶴来、

内海愛子、林るみ、李泳采(イ
0ヨンチェ)、 有光の5人が



訪韓し、下連の催しに参力日した。

シンポジウムに先立ち 15日 朝、韓国国会を訪れて、

歴史問題と取り組む議員らと醜 国会本館内の会

議室で、朝食をともに共にしながら委員会前の多に

な議員らに、BC級戦犯者問題について説明し、理

解と協力を要望した。出席議員は、金セヨン、金ヒ

ョンスク、南景弼 (ナム・キ
゛
=ン
ピル)、 柳勝優 (ユ・スンウ)、 李明

沫(イ・ミョンス)、 李相逸 (イ・レイめ、ジョンムンホン(以上、

セヌリ党)、 朴ホングン、柳基洪∈ ギ彬)、 柳成葉 (ユ・ソン

ヨプ)、 イムスキョン(以上、民主党)、 安哲秀 (アン0チョ以)

の与野党の 12議員だつた

訴えに耳を傾ける韓国国会議員   要望する李鶴来、内海愛子さん

■韓口で初めての BC級問題シンポジウム

その後、東北アジア歴史財団の大会議室で午前 10

時から「韓国人BC級戦犯の歴史と残つた課題Jと題

するシンポジウムが開催され、約 100人が参加した。

最初に同進会会長の李鶴来さん、韓国・同進会会

長の姜道元 (カン・卜
゛
ウォン、下づ さんが、「韓国人BC級

戦犯被害者の人生と運動Jと題して、それぞれの体

験と訴えを行つた。

ついで内海愛子さん(上写真神が、「キムはなぜ裁

かれたのか‐植民地支配・戦争裁判・戦後補償を考

える」と題して報告、韓国側からは金敏詰 (キム・ミン

チョ′り民族問題研究所研究員優 熙大学兼任教授、下写

真中央)が 「オーストラリア軍と朝鮮人BC級戦犯」

についてオース トラリア国家記録院が公開する裁

判資料を分析して報告。

「韓国人BC級戦犯の被害補償を促す立法運動」

について有光が報告、金孝淳 (キム・ヒョスン)元ハンギョレ

新聞記者、イ・サンイ
`同

|1大鞭 、張完翼 (チャン・ワイク)

弁護士が報告にコメントし、報告者が応答して2時間

半のシンポジウムを終えた。

韓国でBC級戦犯者をテーマにしたこうした集

会が開かれることも、李鶴来さんと姜道元さんがそ

ろつて韓国の聴衆に訴えたのも、韓国側研究者がB

C級戦犯者問題で発表したのも初めてで、画期的な

集いとなつた わざわざ釜山から聴きに来てくれた

参カロ者もいた

体験を述べる李鶴来さん 姜道元韓国同進会会長



■ソウル歴史博物館で記念式典

慌しく昼食を済ませて、ソウル歴史博物館に移動

し、午後3時から2階の視聴覚室で「犠牲者追悼と

特別展観覧・韓国人BC級戦犯の記録を探して」と

題する記念式典が開催され、約 50人が参加した。

任軒永(イム・ルヨン)脚      、対日抗争期強

制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会

の朴仁燥 (ノ クヾ・インファン)委員長、李鶴来同進会会長、姜道

元韓国同進会会長さん、韓国側資料提供者のアン・ヨ

ングン教授、林るみさんなどが次 挨々拶し、犠牲者を

追悼するとともに、初の展覧会の意義を語り、感想を

述べ合つた。

その後、1階の特設ブースでじつくり展示を観なが

ら、懇談した。朴仁炊委員長もかなり長く展示を観て、

質問したりしていた。

夜も韓国側協力者や韓国同進会の遺族らと交流

が続いたが、体調が危ぶまれた李鶴来さんも車椅

子で日程をこなした。かなり無理をされたと思う

が、写真展の予想以上の出来に、率直に喜んでお

られたよう亀

韓国のメディアには「ハンギョレ新聞」11月

19日 、「オーマイニュース」12月 17日 などで紹介

された。

意義深い写真展を成功裏に実現させて下さつた

民族問題研究所の金丞根 (キム・スンウン)資料室長はじ

めスタッフ、ソウル歴史博物館、東北アジア歴史

財団、在日韓人歴史資料館、玄大松国民大学日本

研究所長、許善子さんらに深くお礼を申し上げた

い。

好評を博したパネルは、今秋釜山の野田部隊資

料館で一部が展示される予定で、韓国内で貸し出

し、大学などで展示を行う予定

日本語版も製作中で、今年4月 以降に各地で展

示を行つていただけるよう貸し出しも行う予亀

ぜひ活用して、各地で展示していただきたし、

シンポジウムで発表された姜道元さんの報告の

訳出なども今後の作業になるので、協力者を募り

たい。         (有 光 健・世話人)

朴仁農委員長(わ と李鶴来さん 上から見た展示会場特設ブース

韓国同進会役員、       、協カボランティアらと



ソウル写真展に行つて思つたこと

米寿を迎えられた李鶴来さんがソウルでの写真

展に行かれると聞き、いてもたつてもいられなく

なつて、ソウルに飛んだ:会場の歴史博物館はソ

ウルの中心街にあり、市民なら誰もが知る立派な

建物だ。展示が実現に至ったのは、幾度も現地に

赴いて準備してきた有光健さんの尽力によるが、

BC級戦犯問題がいまの韓国社会でどのように受

け止められるのかが気になつた。日本の政治が急

速に右旋回し、日韓関係が “最悪"と言われてい

る状況下、日本で「嫌韓Jの排外的な雰囲気が高

まるなか、私たちは何ができるか、何をすべきか

を少しでも探りたいという思いもあつた。

会場に入るなり驚いたのは、その展示のリテラ

シーの高さである。パネルは文字と日本から提供

された写真がうまく合成され、ビジュアル的かつ

デザイン的に仕上がっていた。韓国では硬派の出

版物もデザイン的に優れたものが多いが、こうし

た展示にもそれは当てはまる。多くの人を惹きつ

けるにはこのようなセンスも重要だ。韓国の市民

運動の底力を感じる。

パネルは、民族問題研究所の 30代のスタッフ

たちが必死で作つたものだつた。同研究所のスタ

ッフは総勢 25人 (!)、 デザイナーも一人いると

のこと。しかし、今回は経費節約のために、スタ

ッフ自ら、図版までパソコンで作り、最後にデザ

イナーが調整、パネノ劾口工だけ業者に頼んだとい

う。IT国家、韓国らしい業だと思う。

スタッフの一人と言葉を交わすと、今回、なに

よりも李鶴来さんとソウルで会え、話を直接に聞

けたことに大きな意味があつたという。日本での

支援運動には、さまざまな背景をもつ市民が関わ

つていることも興味深いといわれた。韓国では

BC級戦犯問題は知られていないため、もつと時

間をかけて取り組みたいのだが、このところ韓国

の反動的な教科書問題への対応に追われて叶わな

いと残念そうだつた。ぜひ、日本でこの運動を支

援する人々と情報を交換し、じつくり話をしてみ

たいという。

市民運動という点では、いま、保守政権下の韓

林 るみ

国も大変な状況のようだ。が、短い会話のなかで

も、日韓の市民が手をとりあっていかないといけ

ないという共通認識があることは伝わつてきた。

会場では通りがかりの市民がパネルに見入つて

いた。若い人や親子連れも多い。展示は好評で延

長され、5週にわたつた。パク・ゥォンスン市長

も訪れ、見学したという。

展示にあわせて開かれたシンポジウムでは、学

術報告のあとにパネルディスカッションがあり、

李鶴来さん、内海愛子さん、有光さんのほか、4

人の韓国人パネラーから興味深い問題提起がされ

た。

その一人、仁川大学のイ・サンイ教授は、解放

後の韓国の軍政で、政治家、官僚たちがこの問題

にどんな態度をとつたかと韓国社会の責任も指摘

した。毎年、授業で 1週間にわたつて、BC級戦

犯問題をとりあげているそうだ。学年末、学生に

年間のテーマのなかで一番印象に残つたものをた

ずねると、全員がこの問題をあげるという。「最も

理解が難しいから」というのがその理由注

そもそも植民地下、帝国主義によつて動員され

た者がなぜ解放後も「日本人」として刑を受けね

ばならなかつたのかということ自体が理解しがた

い。なぜ 20世紀の問題が 21世紀になつてもかく

も解決されないのかも理解しがたい。さらに、学

生たちは、捕虜の側から見ると捕虜監視員も加害

の責任があるのではないかと指摘してくるという。

韓国の若者たちの視点は、李鶴来さんたちが体

験した不条理の本質を鋭くついている。こうした

疑間の声を聞くと、日韓でこの問題を深いところ

で論じることが出来る可能性が出てきたと思う。

日本の状況はうんざりするほど暗いが、BC級

戦犯問題を真剣に考えようとする韓国の人々の

生の声を聞き、少し元気が出てきた。こういう

時代だからこそ、日本の政治状況を動かすため

にも、日韓の市民が手をとりあつて、今回、築

かれた連帯を維持 0発展させていく必要がある

と切に思う。

(応援する会世話人)



ソウル歴史博物館「特別展」報告集会 仁2月 21日 )

―-2013年 活動のまとめとこれか らを考える一―

年もおしつまつた、12月 21日、大阪経済法科大学・麻布台セミナーハウスで、ソウルでの「特別展Jの報

告、および今後の運動に向けた集会を開催しました。報告は、李鶴来さん、内海愛子さん、有光健さんの 3

人、司会大山美佐子。参加29名でした。

李鶴来さんはソウルでの特別展について、「これ

まで韓国では、BC級戦犯については触れられな

いか、触れたとしても「対日協力者Jと いう厳し

い批判であつた。2006年、韓国政府は、BC級戦

犯は強制動員の被害者であると認め、名誉回復を

してくれた。それもあつて、初めてソウルでのシ

ンポジウム・写真展に結び付いたことは感慨深し、

関係のみなさんが大変苦労し、思つた以上に立派

な展示となった。また多くの人が見てくださつた。

国会議員との懇談会もできたし、今後ある程度の

期待もしていいのではないかと思つた」と、感想

を語られました。

一方、日本の状況についてですが、「民主党政権

の時には大きな期待を持つていたが、残念ながら

進展がなかつた。2012年 12月 に再度自民党が政

権与党になり、13年 7月 の参院選で多数を握り、

政界が大きく変わつたが、私たちの運動には進展

がない。厳しい状況にある。いままでの運動をさ

らに強力に進めないといけない。来年 (2014年)

あたりが運動の正念場になるのだろうと思つてい

る。みなさんのいっそうの協力と支援をお願いす

る」と、何とか運動を進展させたいという強い気

持ちを述べられました。

内海愛子さんは今回は上海からソウル入り。上

海交通大学で、東京裁判の国際学術シンポジウム

が開催されていたためです。そのため内海さんに

は、「東京裁判と日本の捕虜政策」に関するミニ講

演もお願いしました。ほば、同時期に、オランダ・

アムステルダムでも、泰緬鉄道建設 70年のシン

ポジウムが開かれていたとのこと。日本の戦争責

任、なかでも「捕虜虐待Jについては厳しく問わ

れつづけてきたことがわかります。

東京裁判は戦争指導者など「平和に対する罪」

を裁いたと言われますが、2282ある書証のうち、

680件は捕虜虐待に関するもの、つまり「通例の

戦争犯罪」だそうです。捕虜 (民間抑留者含む)

への虐待が、BC級戦犯裁判を含む戦犯裁判の大

きな柱をなしました。捕虜の処遇を重視した連合

軍と、酷使し捕虜の死亡率も高かつた日本軍。結

果として、捕虜監視員となつた多くの韓国・朝鮮

人青年が、戦犯として罪を負いました。

今回のソウルでのシンポジウムでは、韓国側研

究者がこの問題を報告したように、人的にも、思

想的にも、歴史認識の上でも、韓国でBC級戦犯

者問題を受け止め考えていこうという流れを感じ

たと内海さんは言います:裁判資料を読むこと、

そして裁いた側の記録からは見えてこないものを、

韓国側でももつとインタビューし記録を集めるこ

とを期待しておられました。

また、安倍首相の祖父・岸信介は、東京裁判の

被告としてスガモプリズンに収監LしかしA級戦

犯が処刑された翌日、釈放されている。東条内閣

の商工大臣であり中国人強制連行の責任者でもあ

る岸は、責任迫及を免れ、やがて政界に復帰する。

中国・韓国抜きのサンフランシスコ条約、日韓条

約など、結局、植民地支配の責任が間われぬまま、

いまの安倍政権につながつている、と指摘しまし

た。

今後に向けては、有光さんの発言によれば、「首

の皮 1枚でつながっている状態」とのことですが、

日韓/韓日議員連盟は 11月 末、ぎくしゃくした

関係はありながらも2年ぶりに総会を開催Ь戦後

補償議連も、新たに江田五月参院議員を会長に、

神本美恵子参院議員を本部長に再始動したことが

報告されました。

李鶴来さんは、日本政府は元連合国捕虜の招待

事業を継続しているのに対し、韓国・朝鮮人戦犯

者は無視したままなのは酷すぎる、と心情を吐観

裁判所は判決で立法措置を促しているのだから、

国会は真摯に対応してほしいと訴えました。

厳しいながらも、日韓請求権協定から 50年と

なる 2015年を前に、年明けの通常国会で何とか

見通しを、との話がなされ、閉会しました。

(大山美佐子・世話人)
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備鵬踊〉なぜ私は「行動Jするのか

2012年末に衆議院選挙が行われ、自民党が圧

勝し、第 2次安倍晋三内閣は憲法改正に意欲をだ

し、2013年の 1年間は大変な年でした。

2014年になりましたが、私の周りはいつもの

「あけまして…」という挨拶を書いた年賀状はほ

とんどなく、「今年もよろしくねJで終わりです。

私は1971年から25年間大阪市生野区の公立中

学校に勤めていました。区民の約 4分の 1が在日

韓国・朝鮮人である生野区に勤め始めた頃はいろ

いろ考えることが多く、試行錯誤の毎日でした。

初めての入学式で、生徒たちの名前を覚えるのは

大変で、日本人生徒ならば当然、親がつけた名前

で呼べばいいのですが、在日の生徒の名前は本名

を呼ぶ、本名を日本式に呼ぶ、通名 (日 本名)で
呼ぶ、のいずれかを生徒本人、保護者の希望 ?

(どれだけ悩んで決めたこと力つ で決めるので、

生徒の顔を見て、「キムさん、キンさん、金子さ

ん?J「パクさん、ボクさん、新井さん?Jといっ

た具合でした。

呼び名だけではなく、卒業証書や高校入学願書

等に書く名前もその都度、生徒たちは悩みながら

決めていました。戦後 25年以上たっているのに、

本名すら、すつきりと呼べない不条理な現実の前

で悩みました。

しかし、1970年代の頃の生徒は元気なもので

「俺ら、韓国・朝鮮人や、朝鮮語で授業しいや」

と若い私に対し、はつきりと要求を突き付けてい

ました。家庭訪間をしたり「聞き書き」をしたり、

たくさんのことを保護者から学びました。学生の

頃の本で学んだ知識は生徒を見ながらの現実の前

ではとまどいの連続でした。その時何度も「戦後

処理Jがきちんとされていれば、 トラブルはほと

んど解決できるという思いであり、日本政府は何

をしているのかという怒りでしだ。そのころ「内

海愛子さんJの論文等を読み、私にとつて大きな

支えになりました。

十数年前から東京に住むようになり、あこが

れの内海愛子さんの話を直接聞く機会があり、

BC級の集まりに参加させていただくようにな

りました。

今でも、本名を自由に名のれない状態が続い

――在日韓曰・朝鮮人生徒との出会いを原点として一―

角井敦子

ています。昨年 2013年 11月 26日 、建設現場

で通名を強制されたとして建設業者や国を訴え

ていた在日韓国人が大阪高裁で敗訴しました。

高裁は大阪地裁の判決を支持し、控訴を棄却し

たのです。戦後 68年経つても、建設業者は通

名を強制し、裁判所もそれに加担する現実に憤

りを覚えます。それにヘイ トスピーチが横行し、

なんと住みにくい世の中になつたこと力、

私は敗戦直後の 1946年生まれ。私たちの世

代は親たちに「どうして戦争を止められなかっ

たのか」と、生意気な口調でよく抗議をしてい

ました。しかし、自分が 60代後半になり、次

世代に継承する世の中は親の世代が私たちに伝

えたものよりも悪くなつていて、次世代の若者

たちに申し訳ない気持ちになります。そのため

できるだけ世の中の動きで認められないと思つ

たときは行動するようにしています。

昨年末の「特定秘密保護法Jの成立は許せな

いという思いで、何度も集会や学習会や傍聴に

行きました。12月 5日 の参議院の「国家安全保

障に関する特別委員会Jは傍聴人が多く、約 3

時間立ち見でした。動議が出て、騒然とした中

で採決 ?ら しき動き。速記録には、聴取不能と

書かれ、採決の体をなしていないまま可決とな

り、6日 本会議で強行採決されました。まさに

問答無用の政治が行われています。

(12月 5日 、

参議院「国家安

全保障に関す

る特別委員会』

速記録)



福島原発事故の後、これからどんな世の中に

なるのだろうかと不安な気持ちになり、毎月 1

回、阿佐ヶ谷の個人宅でミニ学習会を続けてい

ます。憲法を読んだこともないという若者たち

と「自民党の憲法改正草案」を読んだり、福島

原発事故、雇用や貧困のことなど、テーマは若

者が中心になつて決めていますが、参加者は80

代から 10代の老若男女、話題は様々で、若者

終了後、李鶴来さんが有光健さんと共

に、車いすで請願署名提出の依頼のため、

各議員を訪ねました。2013年秋の臨時国

会で講願署名提出の紹介議員となつてく

ださつたのは、右の議員のみなさんです。

今通常国会でも署名提出をします。会

期ごとに提出できるので、すでにお送り

いただいた方も、改めて集めていただけ

ますと幸いです。

が全然知らない「韓国・朝鮮人BC級戦犯」の

問題を私は伝えています。

厳しい年明けですが、安倍政権の暴走を許し

てしまったら、大変な世の中になると気づき始

めた若者が増えていることは確実であり、希望

です。

(かくいあつこ、同進会を応援する会会員)

韓国・朝鮮人元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置を求める請願署名

締 切  5月末日

送り先  162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-110階
東京ポランティア市民活動センター気付 メールボックス No。 120
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国会議員会館内集会 鮮11月 26日 )、 開催

「立法措置を求める請願署名」を提出

昨年秋、国会周辺は、特定秘密保護法案の拙速な審議、採決の強行に反対する市民で騒然としてい

ましたが、衆院特別委員会での強行採決がなされた 11月 26日 、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者への立

法措置を求める議員会館内での集会を開催しました。           |
集会には、初参加の森本真治参院議員 (民主・広島、戦後補償議連)、 直前の特別委で質問したば

かりの近藤昭一衆院議員 (民主・愛知、戦後補償議連副会長)、 石毛えい子前衆院議員 (民主・戦後

補償議連副事務局長)、 泉健太衆院議員秘書、有田芳生参院秘書、神本美恵子参院議員秘書 (以上、

民主)、 塩川鉄也衆院議員秘書 (共産)らが出席。参加者約 30名。

応援する会世話人・有光健さんの、韓国ソウル歴史博物館での展示およびシンポジウムの報告、ス

ライド上映につづき、李鶴来・同進会会長、森本議員、近藤議員、石毛前議員らのあいさつ、同進会

から、自井セツさん (表禎高さん遺族)、 畠谷サダ子さん 0畠谷吉秋さん (金完根さん遺族)、 姜福順

さん (李鶴来さんお連れ合い)に発言をいただいた。ソウルに同行した林るみさん (応援する会世話

人)からも報告。

【衆議院】

泉健太 (民主)

横路孝弘 (民主)

阿部知子 (み どりの励

岩屋毅 (自 民)

郡和子 (民主)

近藤昭一 (民主)

塩川鉄也 (共産)

中川正春 (民主)

【参議院】

福島みずほ (社民)

神本美恵子 (民主)

有田芳生 (民主)

森本真治 (民主)

那谷屋正義 (民む



【新聞報道から】

●2013.11.27 『民団新聞』

【ソウル】鍾路区のソウル歴史博物館の 1階ロビーで韓国人BC級戦犯者問題の写真展が始まつた。ソウル

で同問題に関する展示が行われるのはこれが初めて。パネル32点 と資料やスケッチ、さらに在日韓人歴史資料

館提供の資料などで構成。博物館を訪れた参観者の多くが熱心に見入つていた。

第2次大戦中に同胞青年約3000人が捕虜監視員として動員され、戦後は捕虜虐待の責任を問われた。このう

ち、148人が処刑されたり、有期刑を受け、多くが帰国できず、日本に戻つても困難な生活を強いられてきた
「不条理の歴史」は韓国でもほとんど知られていない。 特別展の開催を記念して 15日 には東北アジア歴史財

団でシンポジウムが開催された。日本から当事者の李鶴来「同進会」会長、内海愛子恵泉女学園大学名誉教授

(「同進会」を応援する会代表)らが参加して報告、意見交換を行つた。また、国会を訪問して与野党議員 11

人に問題点と日本の国会で補償法案が準備されていることなどを説明し、理解と協力を要請した。

李会長は、「初めて祖国で私たちの問題を広く知ってもらえる機会をつくっていただき大変うれしい。関係

者に感謝したい」と語つた。展示は 12月 8日 まで。

2013.12.17『オーマイニュース』

「職犯Jと レッテル貼られた朝鮮青年のこと、ご存じですか?

ソウル歴史博物館で開かれた「戦犯になつた朝鮮の青年たちJ特別展を観て

カン・ソニル(superduke)訳 =李洋秀

BC級職犯写真ソウルで初晨示…シンポジウムも

第 2次世界大戦の戦犯といえば、太平洋戦争挑

発の主犯東条英機や生体実験で悪名高い731部隊

長石井四朗らがまず頭に浮ぶ。 しかし極めて平凡

な朝鮮青年の中に、戦犯がいたとは簡単に想像で

きない。 まさにその「朝鮮人戦犯」に対する展示

会である「戦犯になった朝鮮青年」特別展が、去

る 15日 までソウル歴史博物館で開かれた。 この

展示会は民族問題研究所とソウル歴史博物館、そ

して「朝鮮人戦犯」と烙印を押されたまま一生涯

暮して来た人たちの集りである同進会の主催で開

かれた。

▲毎日新報の軍属採用宣伝 1942年 5月 末から日

帝は本格的な連合軍捕虜監視員募集宣伝を行つた。

写真は毎日新報 1942年 5月 23日 付く度重なる半島

青年の光栄、軍属に数千名採用>の記事

1942年 5月 珊瑚海とミッドウェイ諸島での戦

闘以後、太平洋海域で日本軍の戦況は次第に不利

になつた。 日本軍は差し迫った状況を打開しよう

と総動員体制を強化 した。この時期に日本陸軍省

は米軍と英国軍など、連合軍捕虜監視のための特

殊部隊を編成することを決めた。動員された人の

中には朝鮮人青年 3016人がいた。 彼らは釜山の

臨時軍属教育大に連行され、苛酷な軍事訓練を受

けてから東南アジアの各地に派遣された。徴用対

象に選ばれた人たちには拒絶する権利などなかつ

た。



命令に従わなければ銃殺――行かなければ死 し

かなかつた

(初 めに捕虜監視の仕事を薦められ拒絶 して出

て来て)区長はあきらめず、次は駐在所の日本人巡

査部長を連れて来て、行かないと「お前の家の配

給を全部切る」と言いました。 それで私が 晒己給

が中断すれば、うちの家族全員、飢え死にせよと

いうのですか ?」 と聞くと、「そうだ」と言い「天

皇陛下の命令だから、お前が命令に従わなければ

銃殺する」と脅迫しました。(金完根(キム・ワン

グン)さ んの証言、1994年対日補償請求裁判で)

金完根さんはインドネシアのジャワ捕虜収容所

に配置された。彼は日本軍により飛行場建設に動

員された。熱帯地方の暑さの中で飲み水は雨水で

解決しなければならなかった。また日本人は彼を

はじめ朝鮮人捕虜監視員を、軍馬や軍犬以下に扱

った。 一方、日本人は連合軍捕虜の前に直接的に

は現れなかった。その理由は何だつたの力沌

捕虜は私たちがバンブーモリ(Bamb∞ 森、金氏

を困らせた日本軍副士官のニックネーム)に殴ら

れるのを見られないばかりか、捕虜が直接接する

のは結局私たち捕虜監視員だったので、ほとんど

皆私たちを恨んだでしょう。(金完根氏の証言、

1994年対日補償請求裁判で)

日本軍の暴力と無視、連合軍捕虜の憎悪の間で

朝鮮人捕虜監視員は日本人からの暴力と無視に

苦しめられながら、一方では連合軍捕虜の憎悪の

対象になった。彼らは願わなくても被害者なのに

被疑者になつた。 しかし連合国の立場からは、彼

らはただ日本軍と同じ純粋な「被疑者」であるの

みだつた。1945年 10月 ～1951年 4月 まで東南

アジア各地で米国・英国 。中国・オランダなど 7

ヶ国が主導した、BC級戦犯裁判が開かれた。 こ

の裁判は色々な問題点を抱いていた。

特に裁判官が植民地宗主国である英国、オラン

ダ側の人たちで構成されたのが問題だつた。なの

で日帝の支配下にあつた朝鮮人が、不当な命令に

服従せざるをえなかった立場を理解する観点がな

かつた。 結局朝鮮人 23人が BC級戦犯で絞首刑

や銃殺刑に処された。 一方 A級戦犯で処刑 され

た日本人は 7人のみだつた。

▲捕虜収容所の残酷な実状を表現した絵

タイの泰緬鉄道建設現場で捕虜動員の仕事を受

持つ呉ヘンソクさんが描いた捕虜収容所の実

状。 写真左上段に「栄養不足、負傷、コレラ、

マラリア、数万人が死んだ」と記されていて、

その下には日本軍が死者の遺体を谷間に投げる

場面が描写されている。

展示内容の中には、日本が捕虜虐待に対する責

任を免れるためにどんな手段を使ったのかに関す

るものがあった。最も目を引いたのは「下村通達」

だつた。この命令は 1945年 9月 17日 陸軍大将の

下村定が出したもので、東南アジアの各捕虜収容

所長に連合軍側から尋問された時の「模範答案」

を出したものだ。
「模範答案」の内容は、朝鮮人と台湾人の指揮

体系編成が遅れて、日本軍の正当な命令がまとも

に履行されなかつたという風だつた。一方、米国・

英国等の連合国は、植民地民衆の状況を理解 しよ

う努力しなかつた。したがって朝鮮人に対して日

本人と同じ、戦犯扱いをした。

"全部運命と考え、笑つて去ります"

金貴好(キム・グィホ)氏は'戦犯
0に

なつてシンガ

ポール チャンギ(Changib刑務所で処刑された中

の一人だ。彼は遺書に「全部運命と考えて笑つて

去ります」、「ブルンブルン飛び回る蚊の声も戦犯、

戦犯と鳴いているようで心が痛む」と書いた。
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▲"運命と考え、笑つて去ります '

金貴好氏は「戦犯J判決を受けシンガ

ポール チャンギ刑務所で処刑された

朝鮮人青年の内の 1人だつた。彼は処

刑前に残した遺書に「運命と考え、笑

って去ります」という文を残した。

処刑された人々を除く残りの朝鮮人は日本東京

の巣鴨刑務所に移送された。彼らは釈放以後も、

釈放されていない生活を送つた。日本政府は彼ら

はもう日本国籍を喪失したとして、生活支援をし

なかつた。

したがつて彼らは貧困に苦しむ他なかつた。生

活苦に加えて 「戦犯」というレッテルによる差別

と蔑視も受けた。精神病に苦しみ、自ら命を絶つ

人も増えた。1955年許栄(ホ・ヨン)氏が自ら首を

吊つたし、その翌年には梁月星(ヤ ン・ウォルソン)

氏が走つている汽車に飛び込んだ。 しかし当時韓

国と日本のどの言論も、この問題に関心を持たな

かった。

一生 「安寧でなかつた」在日韓国人戦犯と遺族

約 70人余は 1955年同進会を結成した。日本政府

の差別的行為に怒った同進会の会員は、1955年か

ら激しいデモと陳情書提出を続けた。同進会の努

力にもかかわらず日本政府は、今日までも補償を

実施しないでいる。それでも 1991年 11月 12日

東京地方裁判所で起こした訴訟を通じて、判決文

で 「韓国人戦犯の被害を認め、その心情を理解す

る」という発表を引き出す成果を得たりもした。

▲日本の首相官邸前で抗議する同進会の会員たち

同進会の会員たちが 1956年 日本の首相官邸前で抗議

の座り込みを行つている。

残された被害者 7人 .一一彼 らの恨をどのように

解くのか

現在、日本に残る被害当事者の会員は 7名 であ

る。残る 43人の遺族会員である。当事者は皆高

齢で、いつこの世を去るか分からない。それでも

同進会は今、この瞬間も日本政府の責任ある姿勢

を求めて活動中である。 2007年 2月 には韓国同

進会が結成され、日本政府に被害者補償と死刑者

の靖国神社合祀取り下げ要求請願書を提出する等

の活動を行つている。

植民地に生まれたという理由ひとつだけで苦痛

を受けただけでも足りず、「戦犯」であり「扶 日協

力者」という存在で規定されてしまった 3016人。

彼らの恨を解いてあげるための第一歩は、まず彼

らを、そしてその悲劇の歴史を記憶することだ。

その記憶を忘れないために今、私たちができるこ

とは何なのか、今後より多くの苦悶が必要ではな

いか。

▲ 1991年 同進会の会員が日本池上本門寺に集まり

撮った写真。



刷 のご案内 (応援する会で取扱つています)

『日韓 歴史問題をどう解くか』

和田春樹・内海愛子他編、岩波書店、2900円

「韓国併合」100年の 2010年に日韓知識人らが共同声明を発表。

今後に向けた課題を、日韓双方の歴史研究者がひもとく。

岡田泰平「朝鮮人BC級戦犯運動の現在」(応援する会世話人、成曖

大学助教)所収。他に、

内海愛子「戦後補償一一緊張する日韓関係の中で」

李元徳「「日本軍慰安婦J問題の過去と現在」

田中宏「日韓関係に見る「在日」処遇の点描など。

同進会を応援する会で取り扱い中の書籍

① 和田・内海他編『日韓 歴史問題をどう解くか』(岩波書店、2013年)29∞ 円
② 内海愛子『キムはなぜ裁かれたのか』(朝日新聞出版、2008年 ) 1500円
③ 大森淳郎・渡辺考『BC級戦犯 獄窓からの声』(■lK出版、2∞9年) 1500円
④ 田中宏他編『未解決の戦後補償』(創史社、2012年 ) 1800円

*「「日本の戦犯」にさせられた朝鮮人たちJ(大山美佐子執筆)所収

ご注文はBC¨ ∞mで。あるいは、振込用紙に書名を書いてお振込を (送料込)。

◆活動日誌

2013年

10月 25日  『同進会を応援する会通信』No.22発行

11月 7日 ～12月 15日 韓国・ソウル歴史博物館にて、「戦犯となった朝鮮青年たち」開催

(11月 13～ 16日 、李鶴来、内海愛子、有光健、林るみ訪韓)

11月 26日 衆議院第二議員会館にて集会、署名提出

12月 21日 集会「2013年活動のまとめとこれからを考える」、於・大阪経済法科大学麻布台セミ

ハウス (李鶴来、内海、有光報告、参加 29名 )

2014年

1月 12日  同進会・応援する会合同役員会 『同進会を応援する会通信』No。23発行

発行 :韓国・朝鮮人元BC級戦犯者「同進会Jを応援する会 (代表 :内海愛子)

◆連絡先  (住所)162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-110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・回副ゆBCQ鋭出し∞m または りF004ЮOdし∞m
(電話)090‐ 6548-7031(大山)

◆ホームページ htゎ潮bcqeWeb.fc2.comr  ◆プログ h的ガ触尋b10g49。 fc2.∞mr

◆郵便振替口座 「同進会を応援する会」∞100-1-463945

◆銀行振込日座 「同進会を応援する会」三菱東京UFJ銀行 神保町支店 普通 2414414

12



/
/‐ ヽ

Xl13コ 黎 H。1■斗暑鋼量量魁号暑71暑 尋嘔祖

4■ 01■

五祖■嘔
=

聯=A,覧 ‐響

ゝぼ

…

黎撃申 1壼署包:型留詈

=



‐>シ駒F警
噂‐

啜 |■ :

講11● :
着猛.=..ニャ

=“
二球

＼
■  ■

P書体:ヨ今 き),0田 16屁哄
L:

‐・・ ・

…

Ⅲ・ ‐i・琴 ■r・‐■オ■■■・・・・守■|■‐‐■‐

E‖ 里型三 召埋q15望晏 二星昌 者人1穀曰
2剋401二星今

=△
到 」な詈 ユ雪コ ユ引

魁暑想早ql想警里智詈 2子 81暑 暑型到 到留詈 1991曰 E‖留里な智子△舎詈 剰|フ |コ 吾担重
|

笏
兌
ド

納 轟 型ヨ1 176-oo82東 京都板橋区高島干 7-1-24 丁巨L03-5968-3904 FA× 03-5383-0590

1943巨 7理 ,早世ql川 書gせ `L子ス1早 [H'ユ暑想詈

世窪ユ司暑∃]巨 B型フ
|

天い4ql川 雹
「

1望 詈雀|ヨ 01Zゴ到コ 天医1世剰1望 Zシ」望瓢重|せ剋天情己

早1智き己1吾 38-29T巨 L02-2612-9934 FA× 02-2612-9934


