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2015カナダ捕虜家族の来日 

 

 12 月 8 日～12 日、カナダ兵捕虜の遺族の方々17 人が来日し、10 日(木)に東京の麻布台セミナーハウ

スにて POW研究会との交流会が行われました。 

 太平洋戦争が勃発する直前、1975 人のカナダ軍兵士が香港防衛のために派遣されましたが、1941 年

12月 25日に香港は陥落し、290人が戦死、残りは捕虜となりました。そのうち 1184人が日本の捕虜収

容所に送られ、収容中に 136人が死亡しました。 

香港で捕虜になったカナダ人は戦後「香港退役軍人会(Hong Kong Veterans Association)」を結成し、

様々な活動をしていましたが、現在は次世代が中心の「香港退役軍人記念協会（Hong Kong Veterans 

Commemorative Association：略称HKVCA」があとを継いでいます。同協会は 5年ごとに香港や日本

に慰霊の旅を行っており、2010 年にも 38 人（うち元捕虜 2 人）が来日し、P 研との交流会をもちまし

た。 

イギリス、オランダ、アメリカ、オーストラリアの元捕虜たちが何らかの形で日本政府の招聘と公式謝

罪を受けているのに対し、カナダの元捕虜に対しては何もなされておらず、これに不満を持った元捕虜

たちが抗議した結果、2011年に 3人の元捕虜が来日して政府の公式謝罪を受けることになりました。し

かし、招聘の旅は今も実現しておらず、今回来日された方々の旅費もすべて私費でした。 

 

■来日された方々 

以下の捕虜の家族の方々で、ほとんどが 2～4 人の家族単位で参加しています。団長は 2010 年来日時

と同じMike Babinさんで、新潟の収容所にいた Alfred Babin の息子さんです。 

① Albert Russel 

東京第 3派遣所（横浜市鶴見区：日本鋼管鶴見造船所）→仙台第１分所（福島県いわき市：常磐炭

鉱鹿島鉱業所） 

② Robert Russel 

東京第 3 派遣所（横浜市鶴見区：日本鋼管鶴見造船所）→東京第 6 分所（長野県茅野市：日本鋼

管諏訪鉄山鉱業所）にて死亡。横浜の墓地に埋葬。 

③ Billy Allen 

東京第 3派遣所（横浜市鶴見区：日本鋼管鶴見造船所）にて死亡。横浜の墓地に埋葬。 

④ Charles Trick 

東京第 3派遣所（横浜市鶴見区：日本鋼管鶴見造船所）→仙台第４分所（岩手県釜石市大橋：日本

製鉄大橋鉱業所。 

⑤ Frederick Wright 

東京第 3派遣所（横浜市鶴見区：日本鋼管鶴見造船所）→仙台第１分所（福島県いわき市：常磐炭

鉱鹿島鉱業所） 

⑥ Alfred Babin 

東京第 5分所（新潟市：新潟海陸運送分所）  
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

12月 10日(木) 10::00～11:30 英連邦戦死者墓地訪問 

木々が美しく紅葉する中、カナダ大使館から首席公使や武官などが参列し、厳かな慰霊式が行われ

ました。P研からは田村、笹本が参加しました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

12月 10日(木) 14:00～16:30 交流会 

来日者に元捕虜本人はおらず、家族が中心だったので、少数の知人以外は外部にはあまり呼びかけず、

内輪の交流会となりました。次世代同士の交流ということで、カナダ側の話を聞くだけではなく、P研側

からも活動内容や研究成果を発表しました。捕虜の人々が受けた傷は次世代にも強く影響を及ぼしてい

ることがわかり、またカナダ側からは P 研がこのような活動をしていることを知って、とても良かった

という感想が聞かれました。 

 

 

 

墓地カナダ区にて。一行 17人と大使館関係者 叔父の墓に献花するラッセルさん 

会場には、カナダ人がいた国内の捕虜収容所の写真を展示 
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１． ＰＯＷ研究会について 

発表：西里扶甬子 通訳：田村佳子 

 POW 研究会の歴史と活動内容について紹介。2015 年 9 月にオーストラリアのシドニー大学で行われ

たシンポジウム「傷痕と癒し」のワークショップで発表した内容をカナダ向けに再構成したもの。 

 

２． カナダ元捕虜のいた日本国内の捕虜収容所について 

発表：笹本妙子 通訳：渡辺洋介 

今回の来日者の家族が収容されていた 6ヵ所の捕虜収容所―仙台第 1分所（福島県いわき市湯本）、仙

台第 4分所（岩手県釜石市大橋鉱山）、東京第 3派遣所（横浜市鶴見）、東京第 5分所（新潟市）、東京第

6分所（長野県茅野市諏訪鉱山）、福岡第 5分所（福岡県川崎町大峰炭鉱）を中心に紹介。 

 

３．藤田幸久参議院議員挨拶 

  

４．マイク・バビン（Mike Babin）氏  （通訳：田村佳子） 

 こんにちは。藤田議員さん、その節は捕虜に対する謝罪にご尽力いただき

ありがとうございました（註：2011年 12月、藤田議員の尽力により、カナ

ダの元捕虜 3人が来日し、日本政府より正式の謝罪を受けた）。私は団長の

マイク・バビンです。POW研究会の皆さんにこのような機会を設けていた

だき感謝します。 

 私の父、アルフレッド・バビンはカナダのライフル部隊にいた。1939 年

の 9 月にカナダ軍に入隊し、1941 年 11 月に香港に送られた。香港のセン

ト・ステファン学校にある軍病院の衛生兵となり、戦場で負傷した兵士を救急車で病院へ運ぶ仕事をし

ていた。父の話によると、1941年 12月 25日、日本軍が病院にやってきて、ベッドで寝ていた負傷兵を

銃剣で突いて殺し、残った兵士を捕虜として連行した。（註：この日香港が陥落し、ブラック・クリスマ

スと呼ばれた。これにより 1万 1000人の英連邦軍兵士が捕虜になった。うちカナダ兵は 2000人、イギ

リス兵 5000人、インド兵 4000人であった） 

翌日、父と仲間の兵は中庭で火を焚くように言われ、100体を超す遺体を焼いた。それからノースポイ

ント（North Point） にある収容所まで移動し、その後、九龍にあるシャムシュイポ（深水捗、Sham Shui 

Po）収容所に収容された。これがその時の写真。父は 1943 年の初めまでシャムシュイポ収容所にいて、

その時はカイタック（啓徳、Kai Tak）空港の滑走路の修理に使役されていた。滑走路は日本軍の爆撃に

よって破壊されていた。とても暑い時で、父は日射病にやられていたが、監視兵は父を無理やり作業に出

した。1943年初頭、父は小さな船（註：満龍丸）に乗せられて日本に送られた。500 人ほどの捕虜が船

底に詰め込まれ、それは最悪の状態だったという。船底にトイレはなく、食糧もほとんどない状態で 2週

間ほどの船旅だった。日本に着くとすぐ新潟第 5分所に送られ、そこで終戦までいた。 

新潟第 5分所については、先ほど笹本さんの説明があったように、リンコー（臨港）の仕事だった。大

きなバケツ 2 つを天秤棒の端につけ、肩に背負い、船のタラップを登って船底に石炭を投げ込む作業だ

った。この時の食糧は生存にぎりぎりの量で、ほとんど米だった。時々その米に虫が入っていた。日本人

監視兵はよく捕虜たちをひどく殴ったり、投げ飛ばしたりした。彼らが栄養失調や病気でやせ衰えてい



4 

 

る時でも作業に出るよう強要された。父はビタミン不足で上半身に湿疹ができていた。父も仲間の捕虜

たちもいつも食べ物のことで頭の中がいっぱいだった。 

 また父はこんな話もしてくれた。軍属たちだったように思うが、彼らが少しの食糧を父やほかの捕虜

たちに恵んでくれるなど、ちょっとした親切を見せてくれることが時々あった。これは発覚すれば非常

に危険な行為であり、その勇気ある行為に父はとても感動したという。 

 入隊時には 66Kgあった体重が、戦争が終わって解放されたときは 38Kgになっていた。父は長い間そ

うした体験を話さなかった。しかし年を重ねるにつれて少しずつ私や家族に話し始めた。彼は長い間、戦

場や捕虜時代に体験したことで悪夢に悩まされていたが、医学的な治療のお蔭で長引くことはなかった。

しかし、栄養失調の治療は受けなければいけなかった。いろいろな経験をした父だが、日本人をどう思う

かと聞くと、今の日本人は当時の日本人と違うのだから怒りは持っていないと答えた。父は昨年の 7 月

に亡くなった。 

 

５．エレン・ライト（Elaine Wright） さん （通訳：田村佳子） 

 父フレデリック・ピーター・ライトはカナダ中央部のウィニペグという

小さな町に住んでいた。1940年頃友達の間で一緒に軍隊に入ろうという話

があり軍隊に入ったが、実際入隊したのは父一人だけだった。1941 年 11

月父の部隊は香港に派遣された。戦闘が行われた間香港のどこの戦場にい

たかは、父が話さなかったので分からない。香港が陥落して父は捕虜とな

り、ノースポイント収容所それからシャンスイポ（深水捗）の収容所に入れ

られた。 

 1943 年 1 月香港から 500 人の捕虜の一人として日本へ送られた。日本

に送られたカナダ人捕虜の最初のグループだった。船は長崎に着いた。途中の船旅はひどいものだった。

長崎の捕虜収容所には、運よく捕虜のカナダ人医師の他に、カナダで勉強した日本人医師もいた。日本人

医師に日本ではすべて清潔であるべきだと言われた。 

 東京第３派遣所（日本鋼管鶴見造船所）に送られ造船所で働かされた。主な作業は船に穴を開けてボル

トを締める仕事だった。父は弱っていたのに、いつも屋外の作業だった。ある時倒れて背骨を打った。戦

後何年かたって家族でピクニックに行ったが、その時転んで背骨を骨折してしまった。これぐらいで折

れるのはおかしいと医師が言ったが、そこは横浜で痛めていた背骨だったので簡単に折れてしまったこ

とが分かった。 

 1945 年 5 月福島県磐城郡湯本町に送られ炭坑で働いた。捕虜だった間に 3 か月間だけ（1944 年 8 月

～11月）父は日記を書いていた。その中身はだいたい 2、3行の短い記録で、天候についてとか、どんな

仕事をしたか、何を食べたか、どんなにひもじかったか、どんな病気になったかなどだった。その中から

一部を紹介したい。父は 25 歳の誕生日から日記を付けていた。8 月 12 日が父の誕生日だったがその日

の記事。「ずっとお腹が減っていて、ベッドの中で今日が誕生日だと気がついた。」食べ物は時によってま

ちまちだったが、多少あった食べ物も取っておくことは出来なかった。「8 月 13 日は楽な仕事だった。」

そう書いてあった。それは他の日がどんなに大変だったかを示す記述だ。「8 月 16 日医師に足を診ても

らい、ビタミンの錠剤をもらった。」とある。ほとんどの死亡者はビタミン不足によるものだった。その

ため電気脚や脚気になり、脚が電気に感電したようにしびれ、そのしびれは脚からだんだん上に上がっ
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てくるのだ。その後何年も時々その症状が出て、父はそれに悩んでいた。「8月 24日ご飯が半分に減らさ

れた。朝食はおかゆ状ではねばねばで酸っぱくなっていた。それを食べて、夕方になると多くの者が調子

が悪くなった。」とある。私と妹が子どもの頃、食後戦争の話をよく聞かされた。私たちは子どもだった

ので戦争の怖さがよく分からなかった。ご飯の中に幼虫（蛆）が入っていたが、それは栄養になるから食

べていい、と父は言っていた。スープは馬の頭を煮てとったと言っていた。私たちは、信じられない、ま

ずそう、と言ったので、父を嘆かせたかもしれない。 

 父は 70 歳を過ぎた頃、人があまり行かない釣り場に釣りに行った。そこへ小型飛行機で 20 人ほどの

人が釣りに来たが、多くが日本人だった。父は 2 時間ぐらいその日本人たちと話をしたりジョークを飛

ばしたりしていた。日本人と話している父を見て、私たちはなぜそんなにひどいことをした日本人と仲

良くできるの？と聞いた。父は、あの人たちは普通の人で、自分を苦しめたのは日本政府から命令された

人なのだから、日本人を悪く思ってはいけないと答えた。それからはあまり戦争の話をしなくなったし、

私たちも父に質問をしなくなった。 

 2007 年 88 歳で父は亡くなった。晩年の 5 年間はアルツハイマーだった。そうなってからよく戦争に

ついて話をしたが、大声を出したり嘆いたりしたので、母はそれをやめさせようとした。しかし長期にわ

たる精神的苦しみは持たずに済んだ。父は香港と日本に行くことを拒否していた。この退役軍人会によ

る香港と日本を訪ねる旅に父を誘ったこともあるが、答えはいつも NO だった。今回私はこの旅に加わ

ることになり、パソコンで日本を調べたら美しい国だったので、自然が好きだった父のことを思った。も

し彼が来ることができたら、気持ちも変っていたのではないかと思う。父の写真を持ってきているので、

回すから見てほしい。戦争に行く前の若々しい父、その 3 年後のすっかり変わった父、そして亡くなる

前の父の写真である。 

 

６．ジム・トリック（Jim Trick）氏  （通訳：渡辺洋介） 

 父チャールズ・リチャード・トリックはリンピックという所に住んでい

た。先ほどのマイクやエレンの話を興味深く聞いたが、実は私は父につい

ての印象はとても少ない。父も最初のカナダ捕虜の一人として日本へ送

られ、鶴見、大橋（岩手県）などに連れて行かれて鉱山などで労働させら

れた。鉱山での労働はひどいものだったようだ。ここでは戦後父が帰って

から、家族とどうだったかを話したい。 

 カナダでは、ほとんどの国でもそうだったと思うが、帰ってきた捕虜を

どう扱ったらいいか分からなかったようだった。私は 1946年の生まれな

ので、これから話すことは他の人を通じて聞いたことだが、父は愛することが難しい人で、私が育つ間家

族でも近づくことすら難しかった。父は捕虜でいる間の体験によって健康を害していた。そのため戦後

は農場を開いたが、生きていくのは大変だったようだ。母によると、父は戦友会で長い時間を過ごした。

多くの元捕虜にとって戦友会は心を癒す場所だった。父は戦友会に行っては、母には話さなかった香港

や日本のことを含む戦争捕虜の体験を、一緒に行った人たちとよく話した。戦争で日本やカナダ政府に

ひどい扱いを受けたこともあって、戦後は戦争未亡人と、亡くなった捕虜の権利のための組織で働いた。 

今朝訪れた英連邦墓地でも話したが、日本人の北川という人が、父や私たちと交流していた。彼は素晴

らしい人で、戦争中の日本人と比較して戦後の日本人は別だということを知るよい例となった。もう一
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つ、父が戦争中の体験をその後の生活と区別していたことは、私を軍隊に入れさせたという事実でわか

る。皆さんが捕虜問題に関心を持ち、歴史に学ぶ気持ちを持っていることに感謝したい。 

 

７．質疑応答  （通訳：渡辺洋介、舞尚子） 

司会：それでは、質問があれば日本側からでもカナダ側からでもして下さい。 

（以下、カナダ側からの発言は C1, C2, C3・・・, 日本側は J1, J2, J3・・・で表す） 

C1：公文書としての戦争捕虜の史料はどのぐらいあって、どのぐらい公開されているのか。 

J1：2013年から、日本の公文書館が持っている捕虜の史料は大量に公開されている。 

J2：それまでは史料が公開されておらず、我々はアメリカなど海外の公文書館の史料を使って調べるし

か無かった。 

J1：捕虜の問題は戦後東京裁判など戦犯裁判のなかで大きな問題となった。そのため多くの史料は戦犯

裁判の証拠として海外へ持って行かれた。日本には少しの返還文書しか無く、アクセスも難しかっ

た。 

J2：HKVCA のウェブサイトを見ると、補償問題にも取り組んでいるとあるが、今具体的に取り組んで

いることはあるか。 

C2：戦後長い間日本政府から何の補償も無かったが、1998年カナダ政府がカナダの元捕虜と未亡人に補

償を払った。日本からの補償は今も何も無い。こちらからも質問だが、カナダから見ると今の首相は

靖国神社に参拝しており、戦争に対し反省しているとは思えない。今の政府の考え方をどう思うか。 

J2：困ったことだと思っている。私たちも今の首相の姿勢には疑問を感じている。彼は戦争を進めよう

としているのではないかと思う。 

J3：しかし安倍首相に反対し、戦争法に反対する何万人もの日本人が、今年の夏国会議事堂前に集まり

政府に反対する姿勢を示した。同じ日何十万人もの人々が、「安倍政治を許さない」というプレート

を家の前に掲げて反対した。 

J1：先ほど日本政府から補償は無いと言っていたが、史料によるとサンフランシスコ講和条約第 16条で、

日本は 20万人の捕虜に補償を払っている。 

C（複数）：でもそれはアメリカ人に対してではないか。カナダの捕虜はもらっていない。 

J1：世界中の捕虜に対し払っている。カナダの捕虜に対しても史料によれば 1737人に払っている。 

C2：どのような史料か詳しく教えて欲しい。 

J1：「旧連合国元捕虜の補償のための赤十字国際委員の会活動報告」という史料にある。しかし問題はあ

まりにも額が少なかったので、もらった感じはしなかったと思う。 

C2：その通り。日本政府が自分たちの顔を立てるために出したようなもので、本当に少ない額だった。

それで元捕虜にとっては屈辱的なものと受け取られた。だから我々の政府がより多くのきちんとし

た額の補償を払ったのだ。 

J1：捕虜に対する虐待に補償しなければ、オーストラリア、イギリス、カナダもサンフランシスコ講和条

約にサインをしなかった。だから日本政府は海外に所有する日本資産を売却して 59億円を捕虜への

補償として払った。しかしこれは一人ひとりにするとものすごく少ない侮辱的な額である。そのた

め 1998年オランダやイギリスの元捕虜が日本政府に補償を要求する裁判を起こした。これにはすべ

て解決済みであるという判決が出された。そのため、イギリス、カナダ、オーストラリア政府が元捕
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虜に補償を払うという段階になったのである。本当に額は少なくて、イギリスの捕虜もこれは補償

ではないと言って怒っていた。 

C2：よく調べてくれて、ありがとう。 

C3：私の父は香港に出征し、叔父２人は横浜の英連邦墓地に埋葬されている。この集会をお金の話だけ

で終わらせるべきではないと思う。ここに来ている私たちは全員捕虜の息子、娘だが、日本人を憎む

気持ちを胸に刻んではいない。むしろ愛と人生への尊敬を抱いている。「忘れてはならない、しかし

許すべきである」という言葉は真実である。父たちは原罪を持っていたということで、後の世代、子

どもや孫たちは許されるべきだと思う。 （拍手起こる） 

J2：元捕虜はだんだん少なくなっている。そのため捕虜の次世代が活動しているが、カナダでは具体的

にどのような活動をしているのか。 

C2：現在カナダには 22名の元捕虜生存者がいる。HKVCA（香港退役軍人記念協会）と協力し合い、平

和教育のために学校を訪問して話をしたり、歴史の教師が戦争のことを教えられるように教材を作

ったり研修会を開いたりしている。残念ながら学校のカリキュラムでは、香港の捕虜のことを必修

で教えるようにはなっていない。私たちはこれを教えるように求め、教育委員会に働きかけている。

また、バンクーバーなどの都市には香港など中国系の人が多数移住してきている。彼らにカナダ軍

の香港での戦いのことを知ってもらい、手を携えて活動している。先週もある映画が出来たので、そ

れを啓蒙活動として普及しようとしている。最後に、私たちはカナダでこのような活動をしている

が、皆さんが日本で戦争のことを忘れないための活動をしていることに感謝している。これからも

是非続けて欲しい。 

C4：私たちはウェブ上での教育活動を重視し、インタビューや体験記録を掲載している。HKVCA.CAで

検索してほしい。 

J1：香港で捕虜になった英印軍はイギリス、カナダ、インド兵の混合だった。お父さんからイギリス兵や

インド兵について、何か聞いていることがあれば教えて欲しい。カナダ人捕虜だったケネス・カンポ

ンの書いた本には、イギリス将校は傲慢だったということが書いてある。日本への不満だけでなく、

英連邦内の階層差別のようなものの問題もあったのではないか。 

C（複数）：それは無い。 

J4：なぜ天皇が戦争犯罪人として罰せられなかったのかが問題だと思う。天皇は今も日本国の象徴であ

り続けている。天皇は統帥権を持ち、すべての情報を握っていたはずである。彼が罰せられなかった

ので、戦争指導者の孫である安倍とかが首相になることもできた。このような問題をどう思うか？

タブーに触れることかもしれないが。 

C1：まず政治家と一般の人はレベルが違うと思う。戦争中一般の人は政治家の指示によって動かされて

いたのであるから。昭和天皇も誰かに動かされていたという人もいる。また仮に天皇を戦犯にした

としても、それで満足する人もいるとは思うが、それによって何か達成されることがあるのだろう

か、という気持ちもある。 

司会：残念ながら時間が無くなりここで質疑応答は終了。内海先生にはいつも最後のまとめを話してい

ただいているが、これも時間が無いので今回は省略させていただき、全員の集合写真を撮って終了

とします。 

バビン：このような会に感謝します。大変興味深いものでした。田村さんに記念品を贈ります。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

エレン・ライトさんの収容所跡訪問 

一行の大半は 12日に帰国しましたが、エレン・ライトさんだけが残り、父上が収容された横浜市鶴見

区の東京第 3派遣所跡と福島県いわき市の仙台第 1分所跡を訪ねました。 

横浜の収容所跡は 13 日に田村と笹本が案内しました。いわき市の収容所跡は、まず 12 日に現地ボラ

ンティアが案内し、その後 20日に福島市に住む会員、藍原寛子さんと紺野滋さんが案内する予定でした

が、途中でライトさんの脚が故障して再訪が叶いませんでした。 

 

 

 

（記録：小宮、高田、田村、笹本） 

横浜市鶴見区末広町の東京第 3 分所跡をバックにラ

イトさん。現在はグリース工場に。 

父が働いた鶴見造船所をバックにライトさん。組織替

えにより、現在の名称は「ジャパン・マリン・ユナイ

テッド横浜事業所鶴見工場」に。自衛隊の艦船を建造

しているせいか、ガードが固くて近寄れず。 

最後に全員で記念写真 


