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■回・朝鮮人BC級職犯者同■、

日韓共同シンポジウム■籠 :

日時 :2007年 12月 8日 (土)10時 ～ 17時 (9時半開易

会場 :韓国 YMCAア ジア青少年センター 9F国際ホール
(千代田区猿楽町 2-卜5 曽03-3233-0611)

来 日予定者

金珠八 (元 BC級戦犯者 )

姜道元 (故姜泰協氏遺族、韓国遺族会会長 )

下光深 (故下鐘ヂ氏遺族 )

朴粉子 (故朴栄祖氏遺族 )

李世日 (日 帝強占下強制動員被害真相究明委員会主席調査官)

金銀植 (太平洋戦争被害者補償推進協議会事務局長)

プ ログラム (予定)

10～ 12時  ●「韓国人 BC級戦犯問題の現在」(内海愛子)

●「私たちの歩んできた戦後 I」 (李鶴来 。金珠人 0姜泰協)

●「韓国真相糾明委員会調査報告」(李世日)

13～ 17時  ●「私たちの歩んできだ戦後Ⅱ」(韓国遺族会。同進会 2世会)

●「韓国の過去史精算運動の中でのBC級戦犯者問題」(金銀値)

●「韓国人 BC級戦犯・遺族の法的諸問題」(今村嗣夫)

●「政治的解決の可能性について」(国会議員)

●「問題解決の課題を考える」 ●「資料調査・研究の課題を考える」etc

■参加費 1,000円 (学生 500円)*同時通訳付

終了後 2Fレス トランにてレセプション。会費 3000円 (学生 2000円 )

主催 :「韓国人BC級戦犯者問題・日韓共同シンポジウム」実行委員会

共催 :同進会、韓国BC級戦犯者遺族会、同進会を応援する会



日韓共同シンポジウム開催にあたつて

内海愛子

日本軍の戦争犯罪を裁く法廷で朝鮮人をさばけるのだろうか。

敗戦後、アジア各地で開かれたアメリカやイギリスやオース トラリアやオランダによ

る日本軍の戦争犯罪を裁く軍事法廷は、朝鮮人を「日本人」として裁いた。朝鮮人もまた

天皇の軍隊の一員だったとの理由である。

朝鮮人 148人が戦犯となり、23人が刑死した。軍事法廷は、何を、誰を、どのような

理由で裁いたのか。こうした疑問への答えもないままに、韓国では、戦犯とその遺族に対

して対日協力者・親日派として厳しい眼が注がれてきた。日本の強制占領に協力した者と

いうのである。日帝時代の軍事動員について韓国内で冷静に議論するには、解放後の韓国

の道のりはあまりにもけわしかつた。アメリカ軍政、統一運動の弾圧、南北分断、朝鮮戦

争、軍事独裁政権、民主化闘争など、その厳しい道のりの中で、「日帝協力」の真相糾明

はなされなかつた。その中でも、・「戦争犯罪人」との呼称から元朝鮮人戦犯たちは「日帝

に協力した犯罪者」とみなされて、家族ともども厳しい試練にさらされてきたのである。

2006年、韓国の強制占領下日帝強制動員被害真相糾明委員会は、戦犯もまた強制動員

の被害者であると認定した。戦後 60年をへてようやく、日本軍の強制動員、戦争裁判の

あり方をふまえた「元BC級戦犯」への検証がなされたのである。これを機に韓国で「韓

国元BC級戦犯者遺族会」が発足した。遺族たちがお互いに連絡を取り合い、顔を合わせ、

ひとり、心にしまってきた苦しみを分かち合うべく集ったのである。

韓国の遺族とそれを可能にした真相糾明委員会の委員、支援者をむかえて、日本と韓

国の元戦犯とその遺族が話しあい、BC級戦犯者問題に関する日韓の研究や調査の結果を

総合的に検証する、初の日韓共同シンポジウムを開催する。

12月 8日 、アジア太平洋戦争のはじまった日に、日帝下で「3.1独立宣言」が出さ

れた東京の「在日本韓国人YMCAア ジア青少年センター」で、日本と韓国の遺族が初め

てのお互いの過去と現在を語り合うシンポジウムに、ぜひご参加ください。

(日 韓共同シンポジウム実行委員長)



連続セミナー、成功裡に終了
在日韓人歴史資料館の韓国・朝鮮人 BC級戦犯者問題の企画展示に併せて、7月 より5回にわたり連続セミ

ナーを開催してきましたが、のべで 200人以上の方にご参加いただき、先日成功裡に終了しました。第 1回

は李鶴来さんに、第 2回は内海愛子さんにお話いただき、その内容は『通信』NO.3で ご報告しましたが、今

回は、第 3～5回のお話を紹介いたします。

なお、資料館での展示は 12月 27日 (木)で終了になります。まだご覧になつていない方は、お早めにお

越しください。 (港区南麻布 1-7-32 韓国中央会館男1館 3F 最寄駅「麻布十番」)

第 5回セミナー講演要旨 (2007.10_21)

二世・家族が語る韓口・朝鮮人 BC級戦犯者問題

尊敬する父・朴昌浩の息子として 本卜;来詫共 (同進会副会長)

朴昌浩 (パ ク・チャンホ)さ んプロフィール  : 1921年、韓国全羅南道光陽郡生まれ。ジャワ存虜収容所

および抑留所にて勤務。ジャカルタにおけるオランダ裁判で 15年の判決を受ける。スガモプリズン収監中、

日本政府に補償を求め出所拒否のハンス トを行 う。 1955年釈放。1991年逝去。

仲間を大切にした父親たち

父親の後姿を見てきて、私が大事にしているのは、

仲間を非常に大事にしていたこと。 うちは本当に、

集会所のように、よくおじさんたちが集まつていた。

おかげでおじさんたちの誰が誰であるか、大体分か

る。これは父親残 してくれたものだと思つている。

昔、東京商銀 とい う在 日の金融機関に勤めていた

ときに、同じ在 日の金融機関のチームとの野球の試

合で神奈川県の追浜に行つた。手を振る人がいるの

で見てみると、同進会の二代 目の会長だつた。店を

借 り切つてメンバー全員に飲み食いさせてくれた。

「パク・チャンホ (朴昌浩)の息子がいるのに、そ

のまま返すわけにいかないだろう」ということだつ

た。

小学校入学の時は、イ 。ハンネ (李鶴来)さ んが

靴を買つてくれた。小学校の校門で写した写真が残

っている。キム・ワングン (金完根)のおじさんに

は、小学校 4年のときにおじさんの長男の吉秋と一

緒にバイクに乗せてもらい、バットを買つてもらっ

た。韓国に帰国し条理裁判の原告ともなったパク・

ユンサン (朴允商)さ んには、中学校にあがるとき

自転車を買つてもらつた。自分の子供 と同じような

気持ちがおじさんたちにあつたのだと思 う。

イ・ ソングンさんの思い出

いろいろな思い出があるが、イ・ ソングン (李善

根)さ んのことを話 したい。同じ田無住宅に住んで

いたが、奥さんに続き、一人息子とも死別 してしま

つた。出身が北朝鮮で、まったくの独 りになった。

他の人から見たらどうか分からないが、私たちはお

じさんを家族のように思い大事にしてきた。私の子

供たちも、「うちはハラボジ (お じいさん)が 3人」

と言つていた。



父の日に、女房 と長女がお じさんにプレゼン トを

持つて訪ねた。おじさんの好きなタバコだ。その次

の日に、「おじさんが元気なうちはいいけれど、毎日

一回誰か顔を出そ う」という話をした。そのわずか 3

日後に、女房がおじさんの倒れているところを発見

した。救急車をすぐ手配して、ワングン (金完根 )

のおじさんとおばさんが駆けつけてくれた。そして 9

日目にワングンのおじさんとおばさん、私の母親 と

支援する会の小塩さんと奥さんとで、みとどけた。

1997年 8月 22日 だつた。

そのあと、お通夜・葬式を二世含めておじさんたち

の協力のなかで行い、10月 10日 、韓国の「望郷の

丘」一‐祖国に帰れなかった人のための墓地――に

私とワングンのおじさんと吉秋 と 3人で行つた。韓

国ではピョン・グァンス (下光沫)さ ん、パク・プ

ンジャ (朴粉子)さんも来てくれた。みんなに送ら

れて逝つたおじさんは、ある意味では幸せだつたの

かもしれない。

出所拒否を闘つた父

私の父が亡くなってちょうど 16年経つ。歳だけは

父が亡くなった 67に近づいている。しかし、父には

まだまだ追いつけない。

自分の生まれたところから無理や り戦争にかりだ

された父親たち。父も、野田部隊やジャワにいたと

き、脱走をしたかつたそうだ。 しかし、祖国にいる

自分の父親、母親が何をされるかわからないと考え

ると、それはできなかった。そしてオランダの裁判

で戦犯 となった。死刑判決から 15年の刑に減刑にな

ったが、抑留所にいたオランダの女性たちの嘆願が

あつたそうだ。そのあと巣鴨プリズンに来て、1955

年に釈放されるが、1954年 12月 には出所拒否をし

た。生活の保障がないまま釈放されて、仲間たちが

非常に苦労している。出所拒否は、自分だけではな

く仲間のことも考えての行動だつたと私は思つてい

る。父を尊敬する点だ。

父親 と同 じ気持ちを持ちつつ行動 したい

他の二世もみんな同 じだと思 うが、やはり実行 し

なければいけない。私はもし立法が実現できなかっ

たりした場合、二世がどうにかする、いざとなつた

ら自分はやる、と言つてきた。李会長やワングンの

お じさんには「当事者の気持ちをわかつてない」と

よく怒 られたが、父親の子供だから、この父親の無

念 さが無念のままで終わるのか、ある程度理解をし

てもらえるのか、同じ気持ちでやっている。

1998年、私は同じ田無に住んでいる友人たちと、

この問題についての写真展をやつた。一箇所はギャ

ラリー、もう一箇所は公民館を借 りて、今村嗣夫弁

護団長、李鶴来さん、金完根 さん、内海愛子先生、

NHKの 桜井均さんに来て話をしてもらった。 どう

してそ うい う友人たちが一緒にやってくれたのか。

それは、日本の政府 とは違って一般国民の人たちの

中には、戦争で父親たちが受けた悲痛さというもの

を共感できる人がいたとい うことではないか。

父親たちの姿を見てきた者 として、父親たち当事

者の体験をもつと深く理解 し、検証を重ねながら、

二世やほかの方の協力も得ながらやっていきたい。



父・金完根の歩んできた道 畠谷吉秋

金完根 (キ ム・ワングン)さ んプロフィール  : 1922年、韓国全羅北道完州郡生まれ。ジャフ存虜

収容所勤務。 1946年、イギリス裁判で 10年の判決を受ける。1952年釈放。国家補償裁判の原告の一

人。2004年 に脳梗塞で倒れ、現在特別養護老人ホームに入所中。

9年前に父に頼み、自分の生きてきた半生を思

うままに書いてもらつた。A4で 8枚。戦争が終

わつて釈放されるまでのことだ。実はその後の話

が面白いのだが、次を書くよと言つていた時に倒

れてしまつた。この手記と私が見聞きしているこ

とを合わせ、話をさせていただく。 (韓国にいる

妹の娘さんが描いた肖像画を紹介 )

父の生い立ち

父・金完根は、1922年 6月 23日 、韓国全羅北

道完州郡雨田面太平里とい うところで生まれた。

非常に貧乏だった。父は 9歳のときに、やつと村

のキリス ト教会の日曜学校に入学した。そこでは、

公立学校で教えてくれるのと同じ科 目を韓国語

で教えてくれたいう。11歳で日曜学校の 3年生を

卒業。そのあと、何とかお金の正面をしてもらつ

て小学校へ通つた。

しかし、そこでは授業はすべて日本語、皇国臣

民の誓詞を暗誦させられ、皇居遥拝や神社参拝な

ど、朝鮮教育令、教育勅語に基いて忠良なる日本

国民に育て上げる教育がされ、韓国の歴史などは

排除された。朝鮮語の本を学校に持つて来いと言

われ持っていったら、全部焼き払われたそ うだ。

小学校を出てからは、雑貨店の店員、町工場の工

員などをして、家計を助けた。4人兄弟で、姉と

妹 2人がいる。男は父 1人なので、すべて家のこ

とをみなければいけなかった。

1942年、ちょうど父が 20歳の時に、捕虜監視

員の募集、実は強制徴用がはじまつた。最初は朝

鮮人の村長が来て行くよう話しがあつたが、父は

長男でもあり断つた。3回目には、とうとう日本

の巡査が来て、「どうしても行かないなら配給切

る」と脅しを受けた。それで契約の 2年だけ我慢

しようと参加 した。望んだのではなく、強制的に

連れて行かれたことは明らかだ。

1942年 7月 に、全州の町にある神社に、その辺

の若者総勢 200人が集まり、それから釜山の野口

部隊 (釜山西面臨時教育隊)に入隊した。そこで

約 2ヶ 月軍事訓練を受けたあと、ジャワのジャカ

ルタヘ移され、ここで存虜収容所の監視員の生活

が始まる。

捕虜監視員 として

ジャワから今度はスラバヤに移 り、それからハ

ルク島に行く。ハルク島では飛行場建設。その時

に、バンブー森と呼ばれ存虜や監視員に対しひど

い虐待をした森曹長に出会 う。父は契約の 2年が

過ぎた時、もう帰してほしいと森曹長にお願いに

行つた。すると「戦争中に何を言 うか」と、剣な

どを吊るす革ベル トでいや とい うほど殴られた

そうだ。身体中に蛇が走ったような傷跡が残つた

という。

1944年の春頃にバタビアヘ戻り、抑留所勤務を

する。そこで朴来洪さんのお父さんである朴昌浩

さんと出会っている。抑留所へ野菜や果物を トラ

ックで運ぶ仕事を一緒にしていたそ うだ。その後

父はスラバヤの憲兵隊で事務の仕事をし、そこで

終戦を迎えた。

なぜ戦犯になつたのか、それはハルク島でおこ

つたある事件がきつかけだという。存虜監視員を

やつていた父の親友が自殺をした。その葬儀の際、

棺が前を通る時には敬礼をするよう命令をして



いた。 しかし、気がつくと一人のイギリス人将校

が敬礼をしていなかつたという。親友の葬儀だつ

たので父は非常に怒り、そのイギリス人将校ピッ

ツ中佐にビンタを 3発 した。その時、ピッツ中佐

は謝 り、棺が自分の前を通り過ぎたからもういい

と思つたと話 した。それを聞き、父も謝つたそ う

だ。 しかしその後ピッツ中佐は告発 し、父は存虜

虐待で 10年の刑を受けることになったのだ。

グロドック刑務所からオー トラム刑務所へ、そ

こから今度はチャンギーヘ と移 され裁判が始ま

る。 1946年 5月 から取 り調べが始まり、6月 27

日に起訴、7月 3日 に裁判開始、26日 に 10年の

判決が下つた。その判決の際、ハルク島の収容所

長阿南中佐が手を挙げ、「ここにいる朝鮮の人た

ちは、皆私の命令でやつたことであるから何の責

任もない」と訴えたそうだ。チャンギーからオー

トラムヘ移 り、そこから 1951年 8月 、スガモプ

リズンヘ移る。

釈放後の生活

1952年 3月 に仮釈放となった。刑期満了は 53

年の 10月 だが、 1年半を残 し仮釈放となつた。

刑期満了となれば当然自分は韓国に帰れると思

っていた。だからそれまでのFHlは食いつないでい

くことを考え、まず元村さんとい う在 日の方に世

話になった。元村さんは巣鳴まで迎えに来てくれ、

一緒に江古田の寮に行つた。1週間位 して今度は

木村さんという人を訪ねて川崎へ行つた。川崎に

は先に出所 していた仲間も多かったという。川崎

ではサッカリンエ場の清掃の仕事をした。

刑期満了となり外国人登録証を作るよう川崎市

から指示があつた。刑務所で日本の軍人から日本

政府はちゃんと故国に帰 してくれると聞いてい

たので、さあこれでいよいよ帰れる、と元村さん

を訪ねたところ、そんな話は何もないと言われた。

外務省にも行つたが、とりあつてもらえない。そ

こでとりあえずは日本で住まざるをえず、定職を

探 した。

品川の進駐軍の補給司令部で洗濯の仕事をした。

ここでは門間みつさんと出会っている。みつさん

は一緒に働いていた父親の仲間である鄭春吉さ

んとのちに結婚する。その後、横須賀でしばらく

バーのマネージャーをやつて、知人を訪ね北海道

へ渡つた。

母 との結婚

私の母も北海道で貧 しい家に暮らしていた。家

計を助けるため、朝鮮人の経営するパチンコ屋で

働いていた。父もそこに勤め、母と知 り合つた。

そして東京に母を連れて出た。母も苦しい生活か

ら逃れたいという気持ちがあり、まあ嫌いでない

からついて来たの力、 東京では昭島の鶏林荘に入

り、ここで同進会の皆さんと知 り合いになってい

る。

2年して今度は保谷の清交荘に移つた。同進会

でアパー ト自体を借 り上げていて、12家族が入つ

ていた。私はここで生まれた。姉がいて、後に弟

が生まれたが、他の家族にも子どもが生まれて小

さいのがウロウロしている。毎日すごい賑やかさ

だつた。その後、1966年に田無住宅に移る。こ

こでも、8軒ほどいた。またそこに町ができて、

仲間が揃つてきた。

みんなでいろいろなところに連れて行つてもも

らつた。車 4、 5台連ね、トラックの幌の中に子ど

もたちをつつ込み、皆アンテナに旗を立てて行列

する。山の上で車を停めて、弁当を食べたりする。

すると、車から何人降りてくるかわからないぐら

い、ゴロゴロゴロゴロ子どもが出てくる。一番思



い出すのは千葉の海で、その時は民宿 1棟を借 り、

海の家も 1軒借 り切 り、そこで 3泊 4日過ごした。

1969年には同進会でハワイアンセンターに行つ

ている。おじちやん、おばちやんたちをみんな親

だと思つていたし、おじちゃん、おばちやんたち

も、みんな子どもと思つて可愛がつてくれた。

父の人生の重みを受け止めつつ

父は最初スクラップをやつた。清交荘の時代に

は上方をやつていた。下水管の埋設工事だつた。

非常に重労働だつたそうだ。その後、韓国人の人

が経営 している加藤工業 とい うところに入る。

1965年 には家族ではじめて韓国に行つた。そこ

で結婚式を挙げている。

1976年に、加藤工業から民団に入つた。父が

54歳のときのことだ。そこで民生部員として働 く

が、これが天職だつた。父は人の世話をすること

が好きで、勉強家で、事務的も得意だつた。非常

にいきいきと仕事をしていた。母もずつと働きづ

めだつたが、同じ頃、特別養護老人ホ‐ム「緑樹

園」とい うところで、調理の仕事を始めた。現在

もそこで働いている。

1999年、痙攣をおこし倒れた。脳血栓ができた

のだろうとい うことだつたが、回復した。その後

肺炎で入院したりし、5年後に再び脳梗塞で倒れ

た。今度はだめかと覚悟 したが、奇跡的に復活 し

た。ただし、障害が残 り認知症がはじまつた。青

葉病院というところに入院し、2005年 10月 、母

の勤める緑樹園にお世話になることが出来た。

昨日行つた折に、「じつは明日こんな話するんだ

よ」と話 し、「お父さん生まれたとこは、どこ ?」

と聞いたら、「全羅北道だ」と、ハッキリ答えた。

それ以上は唸ってしまい聞けなかつたが、音のこ

とは覚えている。

父が非常に悔やんでいたのは、自分の家一軒持

てなかったこと。今も都営住宅だ。実は親父は、

まだ元気だったときに墓を買つている。「ここが

俺が入る、最初で最後の一戸建てだ」と喜んでい

た。 しかし、子どもたちに対 しては、何ら苦労さ

せることもなく、常にわれわれを愛 してくれた。

倒れてからは、なかなかいろんな話ができないが、

顔を見ると非常に愛おしい。

私は、父が倒れてから本気になつた。それまで

は父がいて、私はその後ろについていつたわけだ

が、これからは私がやらなければいけないなと思

つた。父が息を引き取る前に、何とかいい報告を

したい。がんばるので、皆さんよろしくお願いし

たい。

一―会場の同進会の方からも発言をお願いしました。

●自井セツさん (故表禎萬氏夫人)

主人はスガモプリズンではなく、シンガポールで満期になって日本に来た。し

かし友達もいなければ、親戚もない、金もない、何もない。上野で何 日か過ごし

たあと、警察に行つて韓国人がいるところを世話 してほしいと頼み、韓国人の多

い川崎に来たらしい。働いても帰るつもりでいたが帰れず、淋 しくひもじかつた

らしい。そのころ私と知 り合い結婚した。親に反対され、出て来たはいいけど行

くところもない。つてを頼 り立りIIに行き闇屋をやつた。少 しは儲けたけれど世間

知らずで苦労もした。すこし楽になったと思ったころ亡くなった。今から7年前

のことだ。主人たちは、自分たちは親戚もなければ何もないから、みんな各自が兄弟のように思ってい

ると言つていた。それが一人ずつ亡くなっていくたびに涙を流して、いまはわずかしか残つていない。

淋しい限りだが、子供たちはみんなわが子のようであり、なんとかやつてきた。



●朱末礼 さん (故丁永玉氏夫人)

労 してきたことはよく

去年の 10月 5日 に主人は亡くなった。ちょうど一月忌になった。

二世たちが、父親の過去をちゃんと聞いて、ちやんと話してくれたので、嬉 し

くもあり、また思い出すと悲しくもあつた。私は、スガモから出て裸一貫の亭主

と一緒になつたが、苦労は一般の社会人とは違つたものだつた。日本政府からの

補償はいまだにない。そんななか、他人同士が巣鳴出身者 として、兄弟のように

身内になつて、政府からタクシー会社の許可証をもらつて、同進交通株式会社を

おこしたりした。三世たちは年代的にも上は 55～6になつた。家族ともども苦

わかる。二世たちもまた、和をもつて進んでくれるよう願つている。

●畠谷サダ子 (金完根さん夫人)

息子が話 したように、北海道で主人と知り合つた。私も貧 しい中で生活をして

きた。兄が病気だつたので少しでもお金が欲 しかつた。しかし中学を卒業しただ

けでは分のいい仕事はない。たまたまパチンコ屋の前を通つたら、私の友達が出

てきた。事情を話すと「ここのおじさんすごくいい人だから、ここにいらつしゃ

い」とい う。

この韓国人の経営者は、パチンコなんてとんでもないとい う両親を家まで来て

説得 してくれた。給料は他にくらべると格段によかつた。ここで働いているうち

に主人と知り合い、東京に来てしまつた。主人も私を連れてきた以上は、苦労させまいと思つているの

だが、なかなかうまくいかない。でも、一生懸命やつてくれた。そろそろゆつくりしたいねと話してい

るときに、脳梗塞で倒れた。自叙伝のようなものを残してくれたおかげで、今日は皆さんにも分かつて

いただけてよかつた。まだ解決してない問題もたくさんあるので、私も手伝えることは手伝つていきた

い。

●井川陽子 さん (金完根さん長女 )

会場からの質問に、「“美談"だけでなく、例えば離婚したいと思つたことは ?」

とあつた。私は、母は女として幸せだつたろうか、と考えることはある。

しかし、認知症になった父に面会に行つたとき、壁に「私の好きなもの」とい

うことで入所者の人が書いた紙が貼つてあり、父は「おかあさん」と書いてあつ

た。認知症はあつても、「おかあさんは偉い人」「おかあさんはすごい人」。これ

までも母のことを悪く言うのを聞いたことがない。ものすごい苦労もしたし、た

いへんなこともあつた。でも、もしかしたらそれでついてきたのかな、と思 う。

資料館の展示を見て、私はもつと自分で知るべきだつた思 う。父は自分の苦労をあまり話さなかった。

自分たちの代で終わりにしたい、子どもに苦労させたくないとい うことがあつたと思 う。でも、それが

終わらず、朴来洪さんやみんなが継いでやつてくれている。今からでも知っていこうと遅まきながら思

った。



第 3回セミナー講演要旨 (2007_8.26)

国家補償裁判が間うたもの

アイデンテイテイーヘの優略に抗して

断食小屋での出会い

1990年 11月 、私は大嘗祭に抗議する 100時間

断食を、早稲田のキリス ト教会館の広場で行つて

いた。大嘗祭 とは天皇が即位 した時に行 う皇室の

私的な宗教行事で、これを政府が公的な行事とし

て行 うことへの世論の反対があり、私も、天皇を

神と戴いて行つた無謀な侵略戦争の歴史や、その

反省にたつて憲法に明記 された政教分離の原則

を踏まえ、断食に加わつた。

塩と水だけの断食は 3日 目が一番しんどい。そ

の一番苦しい時に、内海愛子さんが、私とは初対

面の李鶴来さん、升東鉱さんと共に断食小屋に激

励に来てくれた。このときは激励だけで、裁判の

話はなかつた。年が明けて国家補償裁判提訴の依

頼があつた。断食小屋で激励されたこともあり、

弁護団結成へと動いた。

提訴は 1991年 11月 12日 。この日は 1948年、

東京裁判が天皇の戦争責任を免責 したまま終わ

ってしまつたという日だ。天皇が免責されて、な

ぜ韓国 。朝鮮人が戦争の責任を負わされたのか。

この韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者の裁判の訴状は

200ページを超えるが、日本帝国主義の朝鮮民族

隷属化の責任 と、天皇の戦争責任の中味を具体的

に追及 し、事実を突きつけることによつて日本国

の責任を誰の目にも明らかにしたものである。

泰緬鉄道の現場に立って

東京高裁での李さんの尋間の直前に、私は現場

を見ておこうと思い立ち、泰緬鉄道のアルヒルと

い う難所へ飛んだ。そして、捕虜たちが強制労働

をさせ られた断崖絶壁の切 り通 しの写真を証拠

として提出した。現場に立つと、上官の命令で存

今村嗣夫

虜たちに速く速く、Speed,speedと 工期を急がせ

た鉄道隊や若い監視員たちの甲高い声が浮かん

だ。食糧や薬が欠乏した状況のもとで突貫工事の

強制労働をさせられた、あばら骨の見える捕虜た

ちの悲惨な姿も思い浮かんだ。このような戦争の

悲惨が起こつた諸悪の根源はどこにあるの力、 天

皇を補佐する大本営が、「捕虜 5万名を使え」と

命令を出した日本国に、まつたく法的責任はない

のか。

アイデンティティーヘの侵略

大日本帝国憲法の下では、日本国民は神様であ

る天皇の家来であつた。憲法の条文にある「臣民」

とい うのは家来のことだ。天皇制下で日本臣民は、

権威を神聖視 し、政治を上から与えられたと思 う

ことに飼いならされてきた。そして、自分のアイ

デンティティーをなくしていき、あれこれ考えな

くなってしまった。天皇制の問題は主体性の侵害

の問題なのではないか。

趙文相 (チ ョウ 。ムンサン)は、自人の捕虜た

ちに上官の命令を伝える通訳だつた。そして死刑

に処せられた。絞首台に連れられる直前まで遺書

を綴つた。「たとへ愚かでも不幸でも自分のもの

とといった生活をしていたらよかつたものを、知

識がなんだ、思想がなんだ、少なくとも自分のそ

れは殆ど他人からの借物だつた。しかもそれを自

分のものとばか り思つていたとは何 と哀れなる

哉。友よ弟よ、己の知恵で己の思想をもたれよ」。

このチョウ。ムンサンの叫びは、会社や学校で身

近な天皇制に支配され、忙しい日常生活に埋没し

ている私たちの主体性を呼び覚ますものだ。刑死

した BC級戦犯者の私たちに向けた祈 りでもある。
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原告朴允商さんは法廷で、「日本のために利用

されなが ら無知で反抗もせずに忠節を尽 くした

自分はバカだつた」「監視員にさせ られた時、内

鮮一体で日本人 として日本のためになるんだ と

疑ってもみなかつた」と述懐 した。

李鶴来さんは、「上官に毎 日のごとくビンタ教

育を受け、また上官の命令は天皇の命令であると

い うことで、直ちに服従 しなければならないと。

それを疑わないで信 じきつた人間になつて しま

つた。それを考えると大変悔しいです」と証言 し

た。

上官の命令にはその当否を考えることなく直

ちに従 うのが正 しいという誤つた良心に従つて、

過酷な命令を実行 してしまつたとの思いが伝わ

る。これらの言葉からは、「お国のために」ある

いは「国際貢献のために」という名の下で、日本

の民衆が、「良心の錯誤」に再び陥らないように

警鐘をならしているというふ うに思える。

権利のための間争

私は韓国・朝鮮人 BC級戦犯者の闘いは、法学

者イェー リングの言うところの、人格を踏みにじ

られた者の「権利のための闘争」だと思つている。

一人の日本人として学んだこと

欠けていた韓国・朝鮮への視点

私はこの裁判にかかわつた当初、この問題の存

在自体を知らなかった。終戦間もなく「モンテン

ルパの夜は更けて」という、囚われたBC級戦犯

者の気持ちを渡辺はま子が哀切 こめて歌つた歌

が流行つていたので、BC級戦犯のこと自体は知

つていた。 しかし、韓国・朝鮮の人がそ ういう状

態にあつたことは知らなかつた。

そもそも歌自体、そういうことがまつたく眼中

になかつた。その 3番に「強く生きよう倒れまい、

日本の土を踏むまでは」とある。この「日本の土

日本国に対 して謝罪の しるしとしての象徴的補

償を求めているのは、生半可なことでやつている

ではない。天皇制の下での上官の命令による人格

無視に対して、自分の全存在をかけて権利のため

の闘争をやつているのだ。

今 日は BC級戦犯問題についての哲学的考察を

試みた。かけがえのない自分をお互い見失わない

ために、身近な天皇制の下で、あるいは有事体制

の下で、不当な上官の命令には絶対に服従 しない

ということを最後にもう一度強調しておく。天皇

制に反対するあの断食小屋での韓国 。朝鮮人元

BC級戦犯者との出会いを、私は生涯忘れないだ

ろう。

小池健治

を踏むまでは」が、せめて「郷里の上を踏むまで

は」であつたらそれはそれなりであつたと思うが、

日本人のことだけしか書いていない。

金完根さんの証言から

植民地支配について、生の証言を直接私が聞い

たのはこの裁判でだつた。金完根さんは、教会の

学校では朝鮮語がしやべれたが、やがてその牧師

さんが逮捕され、小学校に行くようになると、言

葉は日本語、毎朝皇居遥拝、日の丸国旗掲揚、皇

国臣民の誓詞を唱えさせられ、朝鮮語の本は焼き
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捨てられたと証言した。 日本の戦時下の抑圧を、

法廷にいる人はひしひしと感 じていたのではな

いか。

捕虜監視員になった経緯も、当時の報道では

「米英人捕虜の監視員 半島青年数千名採用

皇国民の誇 り愈々高し」 (『京城日報』1943年 5

月 23日 )と 報道されているが、金完根さんの証

言では、停虜監視の仕事に応募するよう村の区長

に言われ断つたところ、三回日は日本人の巡査部

長と共にやつてきて、「おまえのうちの配給を全

部切る」と言われた。「天皇陛下の命令であり、

反すれば銃殺になる」と脅かされたと証言してい

る。これらの話を一人の日本人として聞くのは、

本当につらいことだつたが、しかしこれが事実で

あつた。

内外の国家補償の激差

内外の国家補償の「激差」の問題もある。戦争

犠牲者への国家補償は、国内は極めて高く国外は

極めて低い。特に日本人遺族への多大な支出は、

靖国思想を支える、「戦没者再生産」の仕組みな

のだ。

私たちの裁判で提出した資料「田中宏意見書」

には、日本が連合国などに支払つた対外賠償の総

額は 28カ 国で約 1兆円を切る、とある。それに

対し、軍事恩給など対内戦争犠牲者援護の累計は

約 40兆円。政府が「解決ずみ」と言 う対外賠償

は、戦争犠牲者援護費の 2_6%に すぎない。

韓国 。朝鮮人元 BC級戦犯者の国家補償裁判か

らは、日本の韓国・朝鮮への問題意識の欠如、そ

こからくる韓国 。朝鮮の人の苦境が理解 される。

「加書を強制された被害Jについて

戦争責任受忍論をめぐつて

この裁判の重要な抗争点のひとつに、戦争被害

は国民全体が受忍 しているものだとい う法律論

がある。現在の日本国民でなくても、被害があっ

たときに日本国民であれば同じように受忍すべ

きである、こういう論法が地裁・高裁・最高裁で

一貫して行われた。この論理は、この裁判だけで

なく、戦後補償裁判のすべてに見られた。これを

どうすれば打ち破れるか、というのが課題でもあ

った。この論点は単に法律論ではなく、日本国民

一人ひとりにとつて、政府との関係をどう考える

か、という本質的な問題を含んでいると思 う。

私は 1943年の生まれ。長崎が縁故地で身内の

戦争被害もある。戦争というのは悲惨なものであ

るとい うこと、戦争はもうしてはいけないという

こと、そうい う戦争を引きおこしたのは東条以下

軍国主義者たちであるということ、こうい う理解

で物心ついて以降青年期まで過ごしていた。

平湯真人

アジアヘの加害責任が指摘 されてくるように

なつてきたのは、1980年代のことであつた。私

もそうだつたが、日本人として放置してきた戦後

加害、責任も考えなければいけないということが

大勢の人にいきわたつてきた。

私はその頃は裁判所に勤務 していた。その間、

自分なりの戦争や平和に対する問題意識を行動

で示すということはまつたくないままだつた。そ

して裁判所を辞めてすぐ、1991年 に韓国 。朝鮮

人元 BC級戦犯者の裁判に弁護士として加わった。

加害行為を強制 された被害

原告らは日本の軍国主義の被害者であるが、し

か し英米人捕虜に対する加害者 として追及 され

ている。存虜の監視という役割自体、加害的な役

割に立っていたことが、連合国によつて裁かれる

という形で突きつけられた。それは、加害行為を

強いられたということにその本質があって、その



加害行為を強制 した 日本の軍国主義の責任 とい

うことに行き着くのではないか。原告たちの本質

的な被害というのは、加害行為を強制された被害

ということではないか。

実はそれは日本国民にとつても同じことに思

う。兵士として戦地で苦労したということだけで

なく、戦争の加害行為に協力させられたというこ

第 4回セミナー講演要旨 (2007.9.30)

とも、日本国民にとっての被害と考えなくてはい

けないのではないか。理屈つぽいかもしれないが、

日本人が自らの被害として、加害行為を強制され

るとい うことを絶対に拒否するとい うことが大

切ではないかと考える。それを現代の政治的行動

の拠 り所として考えるべきではないかと思 う。

映像で考える韓口・朝鮮人 BC級職犯者問題

桜 井  均  (元
…

Kプロデューサー)

「チョウ・ ムンサンの遺書」制作に至るまで

1991年 8月 15日 に「チョウ。ムンサンの遺書」

という番組を放送 した。趙文相という人の名前を

私が最初に知つたのは、約 30年前。『世紀の遺書』

とい う戦犯刑死者の遺書の中に非常に心魅かれ

る文章があつた。それが趙文相の遺書だつた。

1976年に「第 18田無住宅の夏」という番組をつ

くつたときに、同進会の李さんたちと知 り合つた。

「チョウ・ムンサンの遺書」は「シリーズ ア

ジアと太平洋戦争」の中の 1本である。 1989年

のベル リンの壁崩壊を経て、冷戦構造が崩れてい

く時期である。戦後のアジアでは、開発独裁やさ

まざまな言論統制があつたが、冷戦構造の崩壊 と

ともに日本占領時代のことについてもいろいろ

な発言が聞かれるようになつた。それらを反映し

たのがこのシリーズだつた。

このシリーズから 2、 3年たつた 1993、 4年に

なると、アジア各地の「従軍慰安婦」だつた人た

ちが、自分の言葉で戦場での事実を語 り始めた。

90年代初期のこうした文脈の中に、「チョウ・ ム

ンサンの遺書」という作品も位置づけられる。

BC級戦犯裁判 と植民地の問題

連合国側の検事団は、朝鮮人など当時の植民地

の人々を日本人として裁 くとなぜか最初から決

めていた。オランダ語の調書をだいぶ読んだが、

結局その理由はなく、結論だけが書いてある。自

分たちの植民地支配の問題を回避 しようとい う

意志が働いていたのかもしれないが、確たるとこ

ろは分からない。

この番組にオース トラリア軍の捕虜だったダ

ンロップさんという軍医が登場する。李さんたち

捕虜監視員をしていたヒン トクの収容所にいた

人だ。彼は李さんが死刑の判決を受けたという話

を聞いて驚き、自分がいたらそんなことはさせな

かつただろうと、インタビューに答えた。同時に、

「人が苦 しんでいる時に、その苦 しみを軽 くしな

い人間は赦せないとい うことだけは分かつてほ

しい」とも言つている。

李 さんはこの放送の後オース トラリアに渡つ

て、ダンロップさんに謝罪 し、ダンロップさんも

個人としてそれを受け入れた。 しかし、李さんが

オース トラリアの元捕虜たちとの集まりで、自分

は日本の植民地出身者であり、日本軍の最末端に

いて、上からの命令に逆らうことはできなかった

とい う釈明については、必ずしも受け容れられな

かったと聞いている。

実は、オース トラリアも英連邦の中では末端に
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位置している。英連邦全体の中では、ひどい戦場

に送られていた。だから、戦場における現実を特

に重く見る傾向があり、その現場での事実を積み

上げていつて責任を問 うという傾向が強い。東京

裁判の裁判長 として来たオース トラリアのウェ

ップ判事は戦争中の日本軍の残虐行為を細かく

調査 し、それをもとにして、その頂点にいる天皇

の戦争責任を厳 しく問うた。

イン ドのパール判事は、日本のA級戦犯の無罪

を主張した人として知られているが、じつは日本

の満州支配や中国侵略、あるいはアジアに対する

植民地支配、そして日本軍による残虐行為を厳 し

く指弾した部分は忘れられがちである。そして連

合国側のアジアに対する植民地支配や 日本に対

する原爆投下についても厳 しく批判 している。

戦争責任をどう考えるか

さて、BC級戦犯の問題の核心だが、重大な責

任は、まつとうな生存条件を整えず、人間を極限

状態に送 り込んで、戦争犯罪になることを防ぐた

めの教育 (捕虜の虐待を禁ずるジュネーブ条約の

遵守)をせず、ただやみくもに戦争を行わせた当

時の軍の指導部、それからそれを文民統制 (コ ン

トロール)ができなかつた政治家にある。さらに

その上にいた、最高の権力者である天皇が積極的

な行動をとらなかつたこと、そ うした戦前・戦中

の国家体制をあいまいに「国体」と言つているが、

戦後の日本人はこの無責任の体系を問 うことを

しなかつた。

日本は国際社会に復帰するに当たつて、サンフ

ランシスコ講和条約の 11条で、東京裁判の判決

の結果を受諾 した。ところが、52年に平和条約が

発効した 3日 後の 5月 1日 に、政府は法務総裁の

名前で、国内における戦犯の扱いを見直すと通達

した。そしてこれとほぼ並行して、BC級戦犯に

対する助命嘆願運動が、国内にほうはいとして起

こる。

ただ、その中心になったのは、巣鴨から 1948

年に早々と釈放された、当時のA級戦犯容疑者た

ちだ。つまり岸信介とか賀屋興宣など、政界、財

界の大物だが、この人たちは 52年には追放解除

になつた。外地で処刑されるかもしれない人々を

救いたい と考えた一般の人々の動機は理解でき

る。戦争指導者たちが自分の責任を認めて、その

謝罪の意味でBC級戦犯の釈放に奔走するとい

うならいざしらず、自分たちの名誉回復を図つた

ばかりでなく、刑死者を靖国神社に合祀すること

を進めていったとしたら、それはとても不可解な

ことだ。これが、先般辞めた安倍晋三という首相

のDNAの 元になっていつたと考えると……。

靖国合祀 と援護法

1959年 に厚生省は、BC級戦犯およそ 1千人

の祭神名簿を靖国神社に提出した。 1966年 にな

ると、祭神名簿を送る時に、BC級戦犯の中に例

のA級戦犯の名簿も一緒に含ませた。靖国神社ヘ

の合祀は、52年発効の「戦傷病者戦没者遺族等援

護法」が根拠とされているが、実はあまり正確で

はないのではない力、 合祀の根拠は、その人の死

が 「公務死」に当たるとい うこと。日本国家のた

めに命をささげたかどうか、ということ。 したが

つて韓国・朝鮮人元BC級戦犯の人で刑死 した人

も合祀された。

ところが韓国・朝鮮人元 BC級戦犯の刑死者は

合祀されたものの、援護法の対象になつていない。

52年 4月 28日 にサンフランシスコ講和条約が発

効 したことにより、旧植民地出身者は日本国籍を

失つたとされている。その 2日 後の 4月 30日 に、
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日本政府は国家補償の精神に基づいて戦傷病者

戦没者遺族等援護法 (援護法)を制定する。その

法の適用は4月 1日 にまでさかのぼる、と書いて

あるが、この法律の付則第 2項に、受給資格は戸

籍法の適用を受ける者に限る、つまり日本に戸籍

を持つていなければならない、とある。「内鮮一

体」と言いながら、戦前の朝鮮人は日本に戸籍を

置くことは許 されなかった。最初から韓国。朝鮮

人BC級戦犯の人々は、この法律から巧みに排除

されていたのだ。

62年 9月 22日 に厚生省は、「日本に帰化した

朝鮮出身者に対 し、遺族援護法を適用することに

ついて」という通達を出して、日本国籍を取れば

援護法の適用を受けられるようにした。ただそれ

は 3年半の間に手続をしなければならなかつた。

これより前、59年にすでに靖国への合祀はされて

いたのだ。そして、通達は 65年の日韓条約をも

つて失効 した。

本来の道義 とは

「日韓併合」というのは、いかにも対等合併み

たいな言い方だが、戸籍のこと一つ取つても言葉

の内実とは全 く違っている。東京裁判も含めて、

BC級裁判は勝者の押 し付けだとい う言い方が

ある。それなら、せめてよその国の人の罪だけは

間わないでくれと、連合国側に対 して真つ先に申

し出るのが本来の道義 というものだろう。

靖国への合祀の問題をどうするか。つまり靖国

とはそういう性格のものだということだ。戦後の

責任をあいまいにしていく動きの中で、靖国はそ

うい う装置として使われてきた。しかしアジアの

文脈の中に置いて考えなければならない。

ジョン・ダワーは日本は「天皇制民主主義」だ

と言つた。奇妙な体制ということだろう。天皇は

日本国の統合のシンボルだと言 うが、統合 してい

ることのシンボルという意味だ。民主主義とどう

関係があるのか分からない。こういう混濁 した、

国体とい うか、あいまいな体制をよく見ていかな

い限り、戦争責任を追及する基盤すら見えてこな

い。

現在、韓国の遺族たちは靖国合祀取 り下げを主

張 していると聞く。在 日の韓国 。朝鮮人元 BC級

戦犯者や遺族の会にとつても、靖国合祀の問題は

避けて通れない課題だと思 う。

韓国遺族会会長・姜道元 (カ ン・ ドウォン)さ ん

私が 1938年生まれで、父 (姜泰協氏)が ここを離れたのが 1942年です。

途中で一度帰つてきたような記憶があいまいに残つているが、確かではない。

父が他界した後、シンガポールで処刑されたとの通告が来たようだ。父の死

については知らずにいたが、小学校にあがるころ祖父が「もうお前も知らな

ければならない」と言い、すべてを打ち明けてくれた。

我が家は忠南 。イェサンにあつたが、下男を二人も雇 うほど裕福な家だっ

た。恵まれたことに、村の人々は父が日帝の手により、半強制的に連れられ

たことを理解 していた。同情 してくれる村人が多かった。 しかし、多くの人

が「親 日派」となじられ逼迫 した状況に追いやられたと聞いている。

(韓国週刊誌『ハンギョレ21』 2007年 3月 13日 号より)
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9月に李会長ら韓目を再訪、韓国側関係者らと交流

韓国の北東アジア歴史財団などが主催 した「歴

史NGO世 界大会」に出席のため、 9月 12～ 17

日李鶴来さん、内海愛子さんと一緒にソウルを再

訪 した。概略は以下のとお り。

まず 12日 夜は内海さんが 30年前に著した韓

国・朝鮮人BC級戦犯者の本 (『朝鮮人BC級戦

犯の記録』勁草書房刊)の韓国語版の出版を祝 う

出版記念会が開催 され、姜道元韓国遺族会会長、

本光沫同理事ら遺族会関係者、雀鳳泰弁護士、李

世 日真相糾明委員会主席調査官や韓国シベ リア

朔風会の李畑柱会長、原爆被爆者協会の郭貴勲前

会長らが集まつて下さつた。韓国語版は最近の遺

族会の発足まで加えた内容で、韓国内でBC級戦

犯者問題理解の助けになると期待される。12月 の

遺族会の来 日プログラムの打ち合わせ も併せて

行われた。

翌 13日 は大阪から来た元シベ リア抑留者の池

田幸一さんと一緒に宿舎のホテル内で記者会見

し、そのもようは韓国日報・国民日報。世界日報・

毎日経済・聯合ニュース・ KBSな どで広く報じら

れた。昼は韓国シベ リア朔風会との交流会、夜は

「歴史 NGO世界大会」歓迎 レセプションに出席。

14日 「歴史 NGO世界大会」開会式 (金九記念館

ホール)に出席、翌 15日 に同大会第 1分科会「真

実と和解」第 1セ ッション「加害と被害」 (英文

名は “Violence and Damage")で 、内海さんが報

告、池田さん。李さん。郭貴勲さんの順で発言 し、

有光が司会した。BC級戦犯、シベ リア抑留、韓

国人被爆者問題はいずれも韓国内ではあまり知

られていないテーマで、出席 したNGO関 係者の

間でもかなり衝撃を与えたようだつた。

翌 16日 の分科会では元「慰安婦」や、沖縄の戦

争遺族で彫刻家の金城実さんらが発言。別途開か

れた 日韓の運動関係者による意見交換会にも出

席 した。

17日 には真相糾明委員会を訪間、李世 日・呉日

換調査官、全基浩委員長、朴聖圭事務局長、李聖

順理事らと懇談。李世 日調査官からは遅れていた

8人分の動員被害認定証を受け取つた。これで同

進会申請分は、田舎から返事のない 1人を除いて

67人分すべて認定作業が終わつたことに。遺骨担

当の呉 日換調査官には祐天寺の遺骨早期送還支

援を要請。呉調査官は 「政府間折衝で何回かに分

けて実施する予定で、年内にまず 100人分を帰還

させる。そのリス トには BC級の方の遺骨は入つ

ていないが、遺族 とも連絡が取れるので、なんと

か早期に返還できるよう努力したい」とのことだ

った。

今回も金銀植 さん (太平洋戦争被害者補償推進

協議会事務局長)や多くの日韓の友人たちに支え

られて、有意義な交流ができた。韓国大統領選の

ため国会議員 らとは会えなかったが、温かく迎え

て下さつた韓国側の関係者に感謝したい。

(文責=有光 健 )



12.8シ ンポジウム会場地図

韓国YMCA(千代田区猿楽町 2-5-5)

3223--0611
JR線

水道橋駅  徒歩 5分
御茶ノ水駅 徒歩 7分

地下鉄
水道橋駅  徒歩 7分
御茶ノ水駅 徒歩 9分

神保町駅  徒歩 7分

JR Line
Suidobashi sta  5 min

Ochanomizu sta 7 min

Subway
Suidobashi sta  7 min

Ochanornizu sta 9 min

」imbocho sta   7 min

日韓共同シンポジウム成功のため、カンパをよろしくお願い申し上げます

◆活動日誌 (2007年 )

8月 26日    連続セミナー第 3回 「国家補償請求裁判が問いかけたもの」

今村嗣夫・小池健治 。平湯真人

『「同進会」を応援する会通信』No.2発行

李鶴来・内海愛子 0有光健訪韓
=内

海著『朝鮮人 BC級戦犯の記録』韓国語版出版記

念会開催。韓国遺族会と交流。

韓国ソウルにて「歴史 NGO世界大会」開催。「真実と和解」分科会にて、李鶴来 。内

海愛子報告。

連続セミナー第4回 「映像で考える韓国・朝鮮人元 BC級戦犯者問題」桜井均

同進会・応援する会、合同役員会

連続セミナー第 5回 「韓国・朝鮮人元BC級戦犯者二世・家族が語る」

朴来洪・畠谷吉秋

12・ 8日 韓共同シンポジウム、第 1回実行委員会

12・ 8日 韓共同シンポジウム、第 2回実行委員会

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)  BCQOnifty.com  または  ZXF004100nifty.com

(電話)  070-6656二 7031(留守番電話)

ホァムページ http://kbcq.web.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

〃

9月 12日

9月 14～ 16日

9月 30日

10月 13日

10月 21日

11月 4日
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