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東京中野で、

写真パネル展&関連イベント

を開催します !

昨年 11～ 12月 、韓国ソウルで初めての写真パネル展が開かれ、会

場のソウル歴史博物館には連日多くの市民が訪れました (韓国民族問題

研究所、韓国同進会、同進会ほか共催)。 この度は、東京 0中野で、

「戦後 69年、未解決の韓国口朝鮮人BC級戦氾者問題

―長すぎる当事者たちの苦難の歩みといま―」

と題し、写真パネル展と関係映像上映会を開催します。多くの方のご

来場をお待ちしています。

日時 4月 26日 (土)～ 29日 (火●祝)

10:00-19:00(*最終日17:00まで)

会場  「なかの ZERO」 本館地下 晨示ギャラリー

(中野区中野 2‐ 9‐ 7、 JR・ 地下鉄中野駅南日から徒歩約 7分

会場容03‐ 5340‐ 5000)

*ギャラリー・トーク (26027029日 14:00～、16:00～予定

*関係映像上映会&ト ーク・イベント

29日 (火・祝漁OЮO～ 16:10於 :西館(3的学習室 2

(⇒上映スケジュールは 3ページ参照)

主催 :韓国・朝鮮人元BC級戦犯者 「同進会」&同進会を応援する会

E‐ma■ bco@rttycom  審070・ 6517・ 5461  Fax03・ 3237‐ 0217

ツイッター httpst′′柿 itte■ com/bcqnakano フロ゙ク
゛
httpソゐcq.blog49.fc2.com/HP httpヽヽ cqoweb.fc2.∞m/

協力 :韓国・民族問題研究所、恵泉女学園大学



立法実現を願つて
――写真パネル展に寄せる思い

私たちは太平洋戦争中の 1942年、日本軍の捕

虜監視員として朝鮮全土から徴用され、東南アジ

ア各地の捕虜収容所に約二千名が配属されました。

しかし日本の捕虜政策は、食糧も医薬品も満足に

ない環境で捕虜を鉄道建設等に使役するもので、

軍属という最末端にいた私たち朝鮮人 148名 もが

戦後の連合国裁判により戦犯として裁かれたので

す。刑死者 23名 という重い罪で、生き残つた者

も何の生活の保障もないまま異国日本の巣鴨刑務

所から放り出され、生活苦から2名の自殺者を生

むにいたりました。

日本政府は私たちにあらゆる犠牲を強要しなが

ら、援護と補償は「日本人ではない」と排除した

ままです。この不条理を私たちは 1950年代から

一貫して日本政府に問うてきました。1991年に提

訴した国家補償請求裁判では、司法は付言判示で

立法措置を促しました。以降、私たちは立法実現

のため運動を展開し、2008年には当時野党だった

民主党から「特定連合国裁判被拘禁者等に対する

特別給付金支給法案」が提出されましたが、一度

も審議されないまま、今に至っています。日本政

李 鶴 来  (同進会会長)

府には自らの不条理を正し、司法の見解を真摯に

受け止め速やかに立法化措置を講じていただきた

いのです。

現在、日本の国会情勢がわれわれにとつて大変

厳しい中、何とか私たちの問題をあらゆる方法で

訴えていきたいと考えていたところ、昨年は韓

国・民族問題研究所の協力でソウルでの企画展が、

そして、この度、東京でも写真パネル展が開催さ

れることになりました。尽力くださつた関係者の

みなさまに感謝すると共に、ぜひ多くのみなさん

に足を運んでいただき、立法実現のために力を貸

していただければと思います。

ところで今年 2月 、私たちの仲間の一人、金昌

植氏が亡くなりました。存命するなかでは最高齢

の 97歳でした。ご冥福をお祈りいたします。こ

れで、日本に暮らす生存者は 5名になってしまい

ましたが、刑死した仲間、自殺した仲間、苦労を

共にし一緒に闘つてきた仲間のことを思うと、あ

きらめるわけにはいきません。ぜひともお力添え

の程、よろしくご支援お願いいたします。

民族問題研究所より届いた

写真パネル



写真パネrL晨へのご協力をお願いし春すr

★その 1 プレ・イベン ト開催 !

ワークショップ「韓回口朝鮮人B囀 犯者問題つて何 ?」

4月 12日 (土)18:15～20:00(18時開場)  会場  「なかのZERO」 西館(3的学習室4

(発言=畠谷吉秋0内海愛子・岡田泰平さんらを予定)

何が問題か、基礎からわかるミニ講座。写真パネル展の簡単な説明もします。ボランティア・協

力者の方、ぜひご参加下さい。

★その 2 ボランティア ロスタッフ大募集 !

4月 12日 のプレ・イベントには出られないけれど、4月 25日 (午後設置準備)、 4月 26～29日 の会

場係等のお手伝いをいただける方は、下記連絡先に、可能な日時等をお知らせください。   1

★その 3 宣伝にご協力 ください !

写真パネル展のチラシ配布に協力いただける方は、下記連絡先までご連絡ください。必要枚数をお送

りいたします。また所属グループのニュース等でイベント案内をいただければ助かります。

★その 4 カンパにご協力 ください !

会場費、資料製作費、運搬費、宣伝費、など、費用が必要です (約 30万円の見込み)。 度々のお願い

で恐縮ですが、カンパにご協力をお願いいたします。

《連絡先》 E‐mai■ bcq@nittcom 富070・ 6517・5461 Fax03‐ 3237‐ 0217

*写真パネル展・同時開催  関係映像上嗅会&トーク・イベント案内

4月 29日 しk・ 祝江000～ 16:10  於:なかのZERO西館(3階)学習室2

-一映像に記録された当事者たちの長い歩みを振り返ります

10Ю O‐ 10Ю5 主催者挨拶

10:05‐ 1055 「ある告発 24年目の戦犯」 (民放、1969年 )、 50分)

1130‐ 1130 「第 18田無住宅の夏」(NHK、 1976年 8月 28日 、 30分 )

11:30・ 12:00 トーク 李鶴来さん (同進会会長)・ 内海愛子さん (同進会を応援する会代表)

1230‐ 1380 「チョウ・ムンサンの遺書―チャンギーBC級戦犯裁判」岱阻K、 1991年 8月 15日 60分 )

1380‐ 14ЮO トーク 桜井均さん (立正大学教授)予定

14Ю 5・ 1425 「ミッドナイ ト・ジャーナル」の提訴前日報道 (NHK、 1991年、20分)

1480・1530 「朝鮮人 BC級戦犯の記録」 (監督・本橋雄介。日本映画学校卒業作品、1997年、60分 )

15:30・ 16:00 トーク有田芳生さん (参議院議員)

16Ю O・16:10 主催者挨拶



写真パネル展開催に寄せて

1995年 11月 、同進会とその運動を支援する会

が、今回と場所も同じ「なかの ZERO」 で写真展

を開いた。今回のパネルは、その時の写真資料を

元に、新たに韓国・民族問題研究所が韓国語版の

パネルを作成し、それに再度、修正を加えて日本

語に翻訳したものである。日本と韓国の市民運動

の協力で、このパネルができあがった。

2013年 11月 8日 から5週間、ソウル市立歴史

博物館で「第 3回東アジアの平和のための韓日共

同企画特別展」が開催された。「特別展」と銘打つ

た写真展示は、韓国の人たちに韓国人 BC級戦犯

の存在を知らせるために企画された。ソウルで初

めての写真展である。5週間の間に、少なく見積

もつても 1万人以上が観ているという。

韓国では、1995年 12月 、忠清北道の清州 (チョ

ンシ
゛
ュ)で写真展を開催したことがある。父親がオ

ランダ裁判で刑死した下光沫 (ヒ

゜
ョンク

゛
アンス)さ んの

出身地である。この時、ぜひソウルでも写真展を

開こう、韓国人がなぜ日本軍の戦争犯罪を担つて

戦犯になつたのか、その問題を知ってもらいたい、

そのために写真展を開きたい、そう願つてから 18

年もが経過 した。問題は今なお解決 していない

2013年、ソウルでの開催が実現した。

主催者 した民族問題研究所は、韓国社会に彼ら

の存在を知らせ、日本政府を相手にした闘いに韓

国政府と韓国人が関心をもつことを願らていると

のメッセージを送つてきた。同研究所は、『親日派

辞典』を刊行している。全 3巻 10oO頁をこえる

大辞典は、日本植民地統治下で日本に迎合し、親

日行為を行つてきた政治家、知識人、官僚、軍人

など取り上げた親日派韓国人に関する詳細な辞典

である。

この中にはフィリッピンの停虜収容所長でアメ

リカのマニラ裁判で刑死した洪恩翅 (ホンツク)中将

も収録されている。日本軍に協力して戦争犯罪に

なった韓国人一二韓国の人たちが戦犯に向ける日

は厳しい。だが、洪恩翅中将と軍属傭人だつた李

鶴来 (イハンネ)さんたちでは置かれた立場がちがう。

日本軍の階級をふまえ、捕虜問題にたいする日本

内 海 愛 子 個 進会を応援する会代表)

の政策をしらべ、連合国の裁判記録を読み込んだ

うえで、民族問題研究所が写真展を開催すること

になったのである。単純に「親日派」などと批判

できない問題がそこにあると考えたのだろう。最

も「親日派」に厳しい民族問題研究所がこの写真

展を開催したことに大きな意義があつた。問題の

難しさを「共有」したのである。

李鶴来さんはしばしば「独立運動をやった人も

いるのに強制されたとはいえ日本軍に協力して戦

犯にまでなってしまった。祖国に顔向けができな

い。韓国には負い目がある」と話しているが、こ

の言葉にこめた想いを、韓国の主催者は受け止め

ようとしたのである。李さんたちを単純に日本の

「協力者」という形で批判するのではなく、軍属

の動員過程から戦犯裁判のあり方にまで踏み込ん

で問題を考えていた。そして日本の戦後処理の不

条理も考えていた。

なぜ、韓国人が戦争犯罪人になったのか、併せ

て開かれたシンポジウムでは、韓国人研究者によ

る韓国人戦犯に関する報告があつた。裁いた連合

国の裁判記録にふれながら、親日」「反日」では語

りきれない韓国人戦犯の問題に向き合つた報告だ

つた。報告した金敏詰 (キムミ″ョル)氏は民族問題研

究所の研究員であり、写真展を開催した責任者の

一人である。このような研究の進展が写真展にも

反映して、韓国人BC級戦犯たちの苦悩が観る者

の心に響いたのではないだろう力ゝ 本卜元淳 (′ クヾウ

ォンスン)ソ ウル市長も今回の展示を見て、「とてもい

い展示だ」と評価していたという。韓国人の反応

が気がかりだつた李鶴来さんにも心が軽くなる言

葉である。

今度は、日本で開かれる写真展、日本人がこの

問題をどう考えるの力、 今回の写真展を見た日本

の若者と韓国の若者たちが話し合うことができな

いだろう力、 それは次の課題である。まず、写真

パネルを見に足をお運びいただきたい。また、こ

のパネルは貸出しが可能なので、みなさんのお住

まいの町でも、ぜひ展示を企画いただき、共に考

えていただければと思う。



韓国にとうての戦犯問題と、

私は 1998年に来日しましたが、それまで韓国・

朝鮮人元 BC級戦犯に関しては聞いたことがあり

ませんでした。日本軍の中に朝鮮人兵士がいるこ

とはなんとなく聞いたことがありましたが、その

中に「朝鮮人戦犯」がいて、それも死刑までされ

ていることは初耳でした。内海愛子先生と出会っ

て韓国・朝鮮人元 BC級戦犯問題に関して少しず

つ知識が深まりましたが、10年以上経った今なお、

内海先生とこの問題に関して話をしている時間は、

自分が気づいてなかった様々な歴史の視点を学ぶ

生きる歴史教育の場になっております。

李鶴来さんに初めて出会つた時、「朝鮮人戦犯」

という言葉が、李さんの人生とその背景を理解す

るのに妨げになっていたのも事実であります。韓

国人にとつて新 日派問題も理解に苦しむのに、朝

鮮人戦犯問題になると、それは同情や理解の範囲

を超える「確信犯」としてのイメージが社会的に

強く刻まれているからです。

ところが、李さんの韓国での出身地が、私と同

郷である全羅南道の宝城 (ホ
・
ソン)であることを偶

然知ってから私の意識に中に変化が起きました。

宝城は全羅南道の中でも貧しくて小さい農村です

が、古くから支配勢力に抵抗した知識人や政治家

を多く輩出した地域でもあります。 日本植民地の

時代に小作争議も多く発生し、また独立後には土

地分配を要求する農民運動で、イデオロギー対立

に巻き込まれた地域でもありました。そのような

地域で日本に協力していた親日派や戦犯になつた

人やその家族は、もつと苦しい戦後の生活をして

きたと思います。

宝城は、貧しく孤立していた地域でもあり、子

供の時からそこから外に出るのは想像もしません

でした。さらに、もし私が李さんのように植民地

時代に生まれて、戦場に行かれるより、海外でい

い条件で兵役の義務が果たせる制度があつたら、

何も考えずその道を選択していたと思います。昨

恵泉女学園大学での写真展

拳 詠 栞 徳 隷 朝 鮮 額 )

年は、内海先生とともに李さんに何回もインタビ

ューし、また李さんの故郷・宝城とその実家の跡

地まで一人で訪れました。村を歩きながら、その

地における私の子供のときの思い出と、李さんの

子供のときの痕跡が重なり、不思議な歴史のデジ

ャヴを実感しました。もし時代が間違つていたら、

私も李さんのように朝鮮人戦犯と死刑囚の人生を

送っていたと思ったら、BC級戦犯の問題は他人

の問題ではなく、まさに私自身の問題であること

を重く気付かされました。

去年 11月 、韓国のソウル歴史博物館でソウル

地域では初めて韓国・朝鮮人元 BC級戦犯の写真

展が開かれました。韓国では、海外で独立運動を

していて犠牲になり、いまだにその行方さえも分

からない人々が大勢います。一方、独立運動家を

弾圧し、日本に協力していた親日派が、1945年の

独立後も新政権から粛清されず、国家樹立のため

に仮雇いされることすらあり、戦後、韓国社会の

韓国での名誉回復と韓国同進会結成を伝えるパネル



エリー トや主流勢力として君臨するようになりま

した。金大中←ムテ
゛
シ
゛
ュめ、慮武鉱 (ハヒョン)政権

に代表される、いわゆる民主化政権の時代があつ

たものの、李明博 (イミョンハ
゛
ク)と 朴模恵 (ハ

゜
ククネ)

政権に代表される保守政権が再び登場し、韓国当

局は、親日派に対する歴史的美化も始まっていま

す。

このような社会情勢の中で、韓国社会が朝鮮人

戦犯の問題を客観的に考えるのは時期尚早かもし

れません。しかし、民主化以降の韓国人社会が、

自ら親日派問題や朝鮮人戦犯の問題を多面的な側

面から見つめようとしたその努力は大きく評価さ

れるべきだと思います。

写真展を見た人々の中で、若い人々は日本人で

なく、「朝鮮人戦犯」が存在していたその事実に驚

いたようでした。一方、年輩の人々は、彼らの人

生を少し一歩離れた距離から理解しようとする姿

勢も見られました。この写真展には様々な限界は

あつたものの、ソウル市長や一般市民の熱い反応

で、会期を 1週間延長するほどに、韓国社会で反

響を呼び起こしました。

恵泉女学園大学では今年 5月 31日 に春の学園

祭を迎え、その前後の5月 28日 (水)から6月 5

日 (木)まで特別写真展「忘れられた青年たち一一

韓国・朝鮮人元 BC級戦犯」が企画されます。それ

は恵泉女学園大学名誉教授、内海愛子先生の意志

を引き継ぐ意味もあります。また、若い大学生ら

が日本の歴史や植民地戦争の問題を一面的なもの

ではなく、多面的な側面から考えるきつかけにも

なると思います。そして、最後に、激しい歴史論

争を交わしている日韓関係において、李鶴来さん

のような朝鮮人元戦犯問題を通じて、日韓の新し

い歴史認識が生まれることも願つております。

★ 恵泉七学日大学 ス7ルチ7潔夕(5日 3'日〔土〕)階べ沐

く特腰詢D「恵れられた青年たち一―韓回・朝鮮Att BC級戦犯J

日時5月 28日 (ホ)～6月 5日 (ホ )

午前 10時～年後4時債鷲:し 1月 ,日〔日H琳饉 )

場 所 恵泉七学□大学南校舎2F
〒206‐8586 東京都多摩市南野 2‐ 10・ 1

京王線 0小田急線「多摩センター駅」下車、スクールバス・路線バス利用

(httpWww‐ keisen.acjpノ  Ъ1042・ 376‐8211〔代表〕)

※詳細は、会期が近づきましたら、同大学のホームページ等でご確認ください。

◎こばれ話

ちょうど写真パネル展開催時期に、『 レイルウェイ 運命の旅路』という映画が公開される (4月 19日 ～)。

原作は、タイ件虜収容所に収容された英国人元捕虜・エリック・ローマクス氏の自叙伝 “The Railway Man"。

彼はタイ・ ビルマ間をつなぐ鉄道 (泰緬鉄道)の建設に従事し、この時の苛酷な体験とその後の トラウマ、

日本軍通訳・永瀬隆とのかかわりと50年の時を経ての再会・和解を描き、その実話に基づき映画化がされた

という。映画の評価は公開を待つとして、永瀬隆氏 (1918-2011)は 、韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題に対

しても支援くださつていたことを記しておく。
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「未解決の韓口0朝鮮人BC級戦犯者問題

―長すぎる当事者たウη     J猪 卜  」

口でも太好評の写真パネrL貫し出し春す r

あなたの町や学校で写真バネル展を企画しませんか?
≪内容≫

①捕虜監視員の動員

捕虜監視員とは/『京城日報』捕虜監視員募集の記事/金完根さん証言/文済行さん証言/野口部

隊/李鶴来さんが描いたヒントク分駐所/最下級の階級章

②戦犯裁判、不当な告発と断罪

戦犯となった捕虜監視員/下村通達/朝鮮人を日本人として裁く/死刑房Pホール/趙文相さん遺書

/刑死した 金貴好さんの自画像と仲間のよせ書き/スガモ・プリズンヘ移送される直前の戦犯たち

③出所後の状況

生活苦と出所拒否/2名の自殺者/祖国の遺族・

家族の苦悩/李永吉さんの死/韓国同進会の結成

④同進会の活動

補償要求運動/首相官邸前での座り込み/刑死者

遺骨の送還運動

⑤補償請求裁判から立法ヘ

文泰福さんの葬儀/立法を促す各判決/今日の同進会

*付録:敗戦後の朝鮮人捕虜監視員の日常/安承甲さん

のスケッチ/独立運動に飛び込んだ朝鮮青年たち

≪仕様≫パネル 36点

(大きさ=60X42.5Xl.5cm、 壁面に吊るすことも、テーブルな

像の一部は、下記ホームページでご覧いただけます)

*62X43X30ullの 段ボール2箱に入れて宅急便でお送りします。

≪貸出条件≫ 貸出料は無料です。往復送料 (宅急便)実費をご負担いただきます。 *往

復で2,500～ 6,000円程度かかります。(地域によって変わります。)1会場2週間

以内の展示を想定していますが、期間に関しては相談に応じます。

≪申込先≫下記にメイル・ Fax・ 電話でご連絡下さい。

韓国口朝鮮人元BC級戦犯者「同進会」を応援する会
E口ma■ bcq@面 fty.oom 8090‐ 6548‐ 7031(大山)Fax03032370021 7

URL:http://kbGq.web.f12.com/ http://bcq.blog49。 fG2.com/

製作協力:民族問題研究所・恵泉女学田大学



日韓両政府に BC級戦犯者問題についての見解をただしました

有田芳生参院議員が通常国会開会日の 1月 24日 に以下の質問主意書(①)を政府に提出し、韓国人 BC級

戦犯者問題についての政府の見解を質しました。これに対する安倍政権の回答(②)が 2月 4日 に届きまし

たが、大変短い極めて冷たい返答でした。現在の安倍政権の姿勢を明らかにしたもので、極めて消極的で

す。これに対するコメント(③)を 2月 10日 発表しました。また、韓国政府の見解を質す公開質問状(④)を

2月 25日 に送付しました。 (韓国政府の回答書は3月 20日 現在まだ届いていません。編集部)

① 第186回国会 (常会)質問主意書 質問第一号

韓国人元BC級戦犯者問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

平成二十六年一月二十四日 有田 芳生

国人元BC級戦犯者問題に関する質問主意

韓国人元BC級戦犯者の李鶴来氏らは、一九五二年二月に「同進会」(一九五五年四月結成)

の前身である「韓人会」を結成しました。日本政府に名誉回復と正当な措置を求めるのが目

的です。それからすでに約六十二年の歳月が経過しました。

今年八十九歳になる李鶴来会長らは、この問題の解決を求めて歴代首相に要望書を提出し

てきました。安倍晋三総理で二十九人日となります。韓国人元BC級戦犯者問題が早期に解
決されることを願う立場から、以下質問します。

一 韓国政府は、韓国人元BC級戦犯者問題が国交回復のための日韓会談では議題として扱

われなかったことを明らかにしています。ところが日本政府は、議論の有無を明らかにしな
いまま「完全かつ最終的に解決した」と主張しています (二〇〇六年六月二十日付け参議院

議員福島みずほ君提出韓国 0朝鮮人元BC級戦犯者への人道的措置に関する質問に対する答

弁書 (内閣参質一六四第七二号))。 日韓基本条約・請求権協定締結四十九年後の今日まで、

議論を十分に尽くさなかった結果が、戦後処理問題の隙間に取り残されてきたのではないで

すか。当事者が納得せず、裁判所も「適切な立法措置」への期待を表明 (一九九八年七月十
二日東京高裁判決)しているにも関わらず、今日まで放置されてきた事実は深亥1です。政府

は、人道的・政治的見地から、適切な措置を講じるべきではないですか。

二  「慰安婦」や強制連行・強制労働事件と異なり、戦犯者に関する資料は連合国による裁

判資料もふくめて数多く保存されており、事実関係をめぐっての争いは少ないです。日本の

ために青春と命を捧げた朝鮮半島や台湾出身の元BC級戦犯に、国が相応の措置を採ること

に対して異論をはさむ向きは少ないと思います。人道的 。政治的見地から新たな措置を採る

ことに対して、障害があるとすれば、何ですか。

三 民主党は二〇〇八年五月に「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」を提出しました。衆議院解散のため未了となりましたが、一部他党の支持も得
ていました。本来は、裁判所も認める「著しい不利益」を受けとめて、政府が閣法として法



案を作成・提出すべきと思いますが、いかがですか。

四 戦後六十九年目を迎える今日では、当事者の平均年齢は九十歳に迫り、遺族もまた高齢

化しています。早急な対応を求められている課題に政府は緊張感をもつて対処するべきです。

政府内で、現在この問題を担当している部署はどこですか。

五 日韓両国の厳しい関係が続くいま、未解決のこの問題に取り組み、早期に処理すること

は、両国の友好を促進する面からも有益であると考えます。この点について、政府の認識を

お示し下さい。

右質問する。

(*httpノ/www.san」 h.gojpん apa■Ωseんohp_1/kouse/syutyo/186/syuh/s186001.htm)

② 第186回国会 (常会)答弁書 答弁書第一号

平成二十六年二月四日             内閣総理大臣 安倍 晋三

参議院議員有田芳生君提出韓国人元BC級戦犯者問題に関する質問に対し、別紙答弁書を

送付する。

国人元BC級戦犯者問題に関する質問に対する

一、
。
二及び五について

お尋ねの「戦後処理問題の隙間」及び「未解決のこの問題」の意味が必ずしも明らかでは

ないが、大韓民国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する

日本国と大韓民国との間の協定 (昭和四十年条約第二十七号)第二条 1において、「両締約国

は、両締約国及びその国民 (法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国

民の間の請求権に関する問題が 。・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」

しており、政府としてはお尋ねの措置を講ずることを検討する予定はない。

三について

政府として、お尋ねの法案の作成について検討する予定はない。

四について

お尋ねの「担当している部署」については、事項の内容等によつて様々であり、また、お

尋ねの「この問題」の意味が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で

ある。

(*httpノ/呻。san」h.gOjpん apaneseん oho1/kousd/syttsy。/186/touh/t186001.htm)



③ ・ メ ン ト

韓国人元BC級戦犯者問題に関する質問主意書 (有田芳生参議院議員、

1/24提出)に対する政府答弁書(2/4)について

2014年 1月 24日 に有田芳生参議院議員が提出した「韓国人元BC級戦犯者問題に関する

質問主意書」に対する安倍総理大臣からの答弁書が 2月 4日 付で発表 されました。

(http://wwwo sangiino goo jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/meisai/m186001.htm)

有田議員は、「1952年 3月 に韓国人元BC級戦犯らが日本政府に名誉回復と正当な措置を

求めて組織を結成してから62年が経過する。今年 89歳になる李鶴来同進会会長らが要望書

を提出してきた歴代首相は29人になる。」とした上で、「韓国人元BC級戦犯者問題の早期解

決を求める立場から、①韓国政府は、韓国人元BC級戦犯者問題が日韓会談では議題として

扱われなかつたとし、日本政府は『完全かつ最終的に解決した』と主張。議論を尽くさなか

つた結果、戦後処理問題の隙間に取り残されてきた。当事者が納得せず、裁判所も『適切な

立法措置』への期待を表明しているにも関わらず、放置されてきた。政府は人道的・政治的

見地から適切な措置を講じるべきではないか。 ②日本のために青春と命を捧げた朝鮮半

島 0台湾出身の元BC級戦犯に国が相応の措置を採ることに異論をはさむ向きは少ない。障

害があるとすれば何か。③2008年に民主党が提出した『特定連合国裁判被拘禁者特別給付金

支給法案』を政府が閣法として提出すべきではないか。 ④当事者の平均年齢は90歳に迫り、

遺族も高齢化している。早急な対応を求められているが、政府内で現在この問題の担当をし

ている部署はどこか。 ⑤日韓関係の厳しい関係が続くいま、この問題に取り組み早期に処

理することは、両国の友好を促進する面からも有益。」と政府の認識を質したものでした。

これに対し、安倍総理大臣名の答弁書は、「①②⑤:韓国との間では (1965年請求権)協定

第二条 1において、『両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解

決されたと確認』しており、政府としてはお尋ねの措置を講ずることを検討する予定はない。

③:政府としてお尋ねの (特定連合国裁判被拘禁者特別給付金支給)法案作成について検討す

る予定はない。 ④:担当部署は、内容等によって様々であり、一概に答えることは困難」と

いう簡潔極まりないものでした。

およそ誠意の感じられない、本で鼻を括つたような無内容な答弁に、深い失望と遺憾の意

を表明します。

私たちは、改めて以下の諸点を指摘し、韓国人元BC級戦犯者問題に対する理解と措置を

強く求めるものです。

1。 2005年の韓国政府による日韓会談の外交文書・議事録の公開で、日韓会談で元BC級戦

犯者問題が議題として扱われず、「それは別個の問題だから別途研究したい」との日本政府

側の提案があったことが明らかになっている(1952年 2月 24日 第29回予備会談・在日韓僑法的地

位分科委員会)。 日本政府が、議題にして解決したというのであれば、その証拠を明らかに
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すべきである。

2.韓国・台湾人元BC級戦犯者問題の解決に向けた国会の取り組みと並行して行政府が解

決に向けて取り組み、歴史的な責任を踏まえて、私たちに対して真摯な対応を行うのは当

然のことである。

国政府の姿勢は、今に至るも、条理に反立登ものである。

3.来年は戦後 70年、1965年の日韓の国交樹立・請求権協定からも50年を迎える。

当事者・遺族の高齢化が進む中、これ以上問題を先送り、解決を遅らせるべきではない。

日韓に生存する当事者の眼の黒い内に、当事者に対する名誉回復と適切な措置が政府と国

会によって早急に取られるべきである。

2014年 2月 10日   韓国・朝鮮人元BC級戦犯者 「同進会」会長 李 鶴 来

④               <公 開質問状>
大韓民国政府外交部長官 ヂ 柄 世 殿

私ども韓国人の元BC級戦犯者およびその遺家族は、昨年 7月 29日 付で貴長官宛に公

開質問状を送り、BC級戦犯者問題について韓国政府がどのような見解・立場を取つて

いるのか質しました。8月 14日 付で回答を得ましたが、内容は極めて中身に乏しく、深

く失望しました。この上は、憲法裁判所に訴願を行うことも視野に入れつつ、再度以下

の諸点について質問します。参考までに2月 4日 付で日本政府が有田芳生参議院議員の

質問主意書に対して回答した答弁書を、直近の日本政府の公式見解として添付します。

なるべく速やかかつ明快に回答いただけますようお願いいたします。

<質問事項>

1。 1965年に妥結した韓日会談の中で、日本政府から、BC級戦犯者の問題は別途研究

する旨の提案があつた旨の記録(1952年 2月 24日 第 29回予備会談)が韓国では公開され

ていますが、1965年以降にBC級戦犯者の問題を韓日の政府間外交ルートにおいて韓国

政府が提起し、それに対して議論・研究されたことがあるのでしょうか?

2。 日本政府は、BC級戦犯者の問題も含めて1965年の韓日請求協定によつて完全かつ

最終的に解決済みと主張していますが、韓国政府外交部も同様の見解ですか? それと

もBC級戦犯者の問題は、未解決で、1965年韓日請求協定の対象外と考えているのでし

ょうか?

3。 生存する被害当事者はすでに一番若い人でも今年 89歳になります。これ以上問題を

先送りせず、進んで日本政府に提起し、日本政府が協議に応じない場合は、仲裁を求め

るべきと考えます。韓国政府には、これらの問題を被害者が生存している内に必ず解決

しなければならないという責任があると私たちは信じますが、外交部にその決意がおあ

りでしょうか?

2014年 2月 25日  「同進会」会長 李鶴来・韓国「同進会」会長 姜道元

11
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1 2014年通常国会も会期後半に入りました。非常に厳しい国会情勢ではありますが、韓国・朝鮮人 BC級

戦犯者問題の一刻も早い立法実現を訴え、下記のとおり集会を開きます。署名提出も行う予定です。

5月 20日 (火 ) 午後1時 30分～

(開場 1時。入口で入館カー ド配布)

衆議院第 1議員会館

当日連絡先 :090‐ 6548・ 7031(大 山)

第 1会議室

080・ 5079‐ 5461 (有 光 )

INFORMA丁10N

韓回・朝鮮人元BC緞戦JE国家補償請求
訴訟の全記録を 1枚のCDに4R録し審したf

1991年の提訴から23年、99年最高裁判決から15年 "・

国・朝鮮人元BC級戦犯国家補償請求訴訟全記録CD(pdfファイル

署名にご協力お願い

します。(今国会提出の

ためには 5月 10日 まで

に送付ください)

頒価:21000円 継料ЮO円)にて販売中 !

振込用紙で代金をお振込ください。

写真パネル展会期中、会場販売もいたします。

◆活動日誌

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

(李鶴来、姜福順、自井セツ、岩本菊子、畠谷サダ子、畠谷吉秋、内海、有光、岡田、本庄、

森川、高橋、林、大山。於東京ボランティア市民活動センター)

ネット対策打ち合わせ  (畠谷、岡田、高橋、田日、本庄、大山)

同進会・応援する会合同役員会  (写真展準備等)

(李鶴来、姜福順、畠谷吉秋、内海、有光、岡田、森川、高橋、大山。於大阪経法大学セミ

ナーハウス)

3月 25日  『同進会を応援する会通信』No.24発行

発行 :韓国・朝鮮人元BC級戦犯者「同進会」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 1-1 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@融助κOm または ZXF0041∝狂itμCOm

(電話) 090-6548-7031(大山) ◆ツイッター https:〃twitte■com/bcqnakano

◆ホームページ htぃ 黙ヽ cqoWeb.fc2.com/   ◆ブログ http:〃bcqoblog49.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

2月 17日

3月 15日

12



戦後69年口の

韓口・朝鮮人BC級戦■者問題
長 す ぎ る 苦 難 の 歩 み と い ま

4月 26日 (土 )～ 29日 (火・祝)

ゼ ロ

なかのZERO本館地下展示ギヤラリー
JR中野駅南口より徒歩約 7分

〒164-0001東 京都中野区中野2-9-7
03-5340-5000(代表 )

*26・ 27・ 29日 の14:00～ /16:00～よリギャラリートーク開催

恭

入場無料

主催 談韓 国・朝 鮮 人 元 BC級 戦 犯 者「同進 会 」 &同 進 会 を応 援 す る会



|     1 69年前に警わったはずでした。
そして1戦後の戦犯裁判で、東條英機 らA級戦犯のほか、

多:く
の軍人・軍属がBC級戦犯として裁かれまし.た:

|1奪
:‐1..|∵・■L壼量FT侵鷲竺lif憔翡撃1愛

`ト

IT竿|二
.:‐ユニ轟奪 魃燒躊鐸事

.::

改めⅢ軒朝畝売bl警糧託量電麓童襲
パネル写真と映像でたどる

戦後69年目の韓国・朝鮮人BC級戦犯者問題
16  1の .渉‐み .む‐・弩 ‐

パネル展示 卜4月 26日 (土)～ 29日 (火・祝)なかのZERO本館地下展示ギャラリー (*表面地図参照)

ギャラリ…トークト4月 26・ 27・ 29日 14:00～ /16:00～

①鸞魔室ま∴説1≦輛菫藷靡冬望
■タイムテープル

10:00-10:05   主催者挨拶

10:05‐ 10:55 「ある告発 24年 目の戦犯」(民放 1969年 50分 )

H:00-H:30 「第18田無住宅の夏」(NHK 1976年 30分 )

H:30-12:00  トーク :李鶴来さん (同 進会会長)。 内海愛子さん(同進会を応援する会代表・恵泉女学園大学名誉教授)

12:30-13:30 「チョウ・ムンサンの遺書一―チャンギーBC級戦犯裁判」(NHK 1991年 60分 )

13:30-14:00  トーク :桜井均さん (立正大学教授。映像ジャーナリズム論)(*予定 )

14:05-14:25 「ミッドナイ ト・ジャーナル」の補償請求裁判提訴前日報道 (NHK、 1991年 20分 )

14:30‐ 15:30 「朝鮮人 BC級戦犯の記録」(監督。本橋雄介 日本映画学校卒業作品 1997年 60分 )

15:30-16100  トーク :有田芳生さん (参議院議員)

16:00-16:10 主催者挨拶

④  F8T淵た115讐鼠覇星∬鳳之
)

■発言=畠谷吉秋さん (故金完根氏子息)。 内海愛子さん。岡田泰平さんほか (*予定)

ボランティア0スタッフを募集しています
本イベントの設営や運営等を手伝ってくださるボランティア・スタッフを募集中! お申込。お問い合わせは下記まで。

ご関心のある方は、ぜひ上記プレイベントに足をお運びください。多くのみなさまのご参加。ご協力をお願いします。

■お問い合わせ 同進会を応援する会

Tel:070-6517-54611メ ール:BCQ@nifty.com lブ ログ:http:〃bCq.blog49.fc2.com lツ イッター:httpsi//tWitter.com/bcqnakano

膨予石暮った義争は、


