
2017 オーストラリア元捕虜・家族・研究者との交流会 

日時：2017 年 1 月 26 日（木）14:00：00～16:30 

会場：大阪経済法科大学・東京麻布台セミナーハウス 

司会：小宮まゆみ・田村佳子 

通訳：田村佳子・西里扶甬子・佐久間美羊・杉田弘也 

 

■開会挨拶 元捕虜家族と交流する会代表（POW 研究会事務局長）笹本妙子 

皆さん、今日はお寒い中お集まりいただき、ありがとうございます。そしてゲストの皆さん、暑いオー

ストラリアから寒い日本へ、はるばるお越しいただいた、本当にありがとうございます。 

外務省によるこの招聘プロジェクトは 2010 年度から始まり、今年で 7 回目になります。これまでに

60 人～70 人の元捕虜や家族の方々が来日しましたが、このプロジェクトも今回をもって終了すると聞い

ています。これまで皆さんから大変貴重なお話を伺うことができ、素晴らしいプロジェクトだったと思

いますが、今回は最後の貴重な機会となります。今回は元捕虜 1 人、元捕虜のお連れ合い 3 人、それぞ

れのご家族、そして今回初めて研究者の方もいらっしゃいました。それぞれに貴重なお話が伺えると思

いますので、どうぞ最後までお聞きいただければと思います。 

ゲストの皆さんに冊子をお配りしています。長崎市郊外にあった福岡第 2 分所という収容所跡地に、

一昨年、戦後 70 年目の 2015 年に記念碑が建立されましたが、その時の記録集です。この収容所にはオ

ランダ、イギリス、オーストラリア、アメリカの捕虜が収容されていましたが、建立に際しては私たち

POW 研究会も全面的に協力しました。ご家族に 1 冊ずつですが、後でゆっくりお読みください。 

今日は舞尚子さんというプロの方に通訳をお願いする予定でしたが、インフルエンザのため急に来ら

れなくなりましたので、私たち POW 研究会メンバーで対応することにしました。プロではないので力が

足りないかもしれませんが、会の総力を挙げて頑張りますので、どうかご了解ください。至らない所があ

りましたら、お助けいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※ゲストの方々には事前にスピーチ原稿をいただき、それに沿ってお話しいただきましたが、時間の関

係ですべてはお話しいただけない方もいました。が、記録のために原稿の和訳を掲載します。 

寒い 1 日でしたが、参加者約 60 人と盛況でした。 



■ジャック・リチャード・ホップグッドさん（Mr. Jack Richard Hopgood）96 歳 元捕虜 

――――――――――――――――――― 

ジャワの南海岸で捕虜→バンドンのマカッサル収容所

→バタビアのサイクル・キャンプ→シンガポールのチャ

ンギ収容所→同マーシュ・ロード収容所 

――――――――――――――――――― 

（以下、著書より抜粋・抄訳） 

私は 1940年 4月 1 日に召集され、メルボルンのRMIT

（ロイヤル・メルボルン工科大学）とポイントクック基

地（メルボルン郊外）で電気技師として訓練を受けた。 

 最初に配属されたのは西オーストラリア州ピアース

基地の第 25 飛行中隊だったが、3 か月後にシンガポールに派遣され、第 8 飛行中隊に配属された。当時

のシンガポールは魅惑的な街で、我々は様々な異文化を楽しんだ。1941 年 1 月からマレー半島東岸のコ

タバルに約 6 か月駐留、この間に 21 歳の誕生日を迎える。その後シンガポールに一旦戻るが、1941 年

10 月にコタバルから約 300 マイル南のクワンタンへ。ここで日本軍の爆撃を受けたのが、私にとっての

戦争の始まりだった。直ちに戻ったシンガポールは、日本軍の爆撃で壊滅状態。そこでスマトラのパレン

バン、次にジャワのバタビア（現ジャカルタ）へと移動するが、バタビアも既に激しい爆撃を受けていた。

私は本隊から離れ、仲間とともにジャワ南海岸のパメンペクという小さな村に逃れ、潜水艦の救助を 6 週

間待ったが、赤痢に罹り、村の道路を渡っていた時に、ついに日本軍に捕われた。 

 

私達は数日間閉じ込められ、日本兵の監視下にあった。当時、私の赤痢の症状がひどく、私は外で用を

足すことを許された。それは地元民が使用する水の設備だった。小川の上に備えられた竹の筒から水が

出て来るものだった。お陰で私の尻は良くなった。それから私達は現地のオランダ人や混血の将校が大

勢いる収容所に連れて行かれた。赤痢と更にマラリアの症状もあり、私は姿勢が前かがみになっていた。

この収容所に移って幸いだったのは、ここには地元民が運べるだけのあらゆるものを持って来て（物々

交換する為）、薬もあった。マラリアのひどい悪寒と高熱も影を潜め、私は再び両足で歩けるようになっ

ていた。ロレックスの腕時計も薬に変えた。バンドンに移動した。マカッサルの収容所では大きな野菜畑

があり、そこで働いた。ここには９人のオーストラリアの軍医がいた。ダンロップ、コレット、モーガン、

レ・ポワデビンで、彼らは何ら薬も装備も持っていなかった。この収容所ではあまり無理な要求はされな

かったが、私はここで初めて暴力を受けた。農場まで１～２マイル徒歩で出かけたが、食事は少し良かっ

た。が、ある日、ご飯に豚肉が出たことがあった。普段の食事から言うとあまりにも豪華で、それから数

日間、捕虜達は下痢に悩んだ。この収容所で私はアラン・トリードリックに会った。私達は参考書数冊を

集め、ダンロップを含む頭脳集団を結成し、２４時間以内に如何なる問いにも正確な回答も出せるよう

になった。 

 

ひどく嫌な監視兵にも会わなかったのは、この頃までだった。今はジャカルタと呼ぶ、当時バタビアに

あったサイクル・キャンプに移動した頃、全てが変わった。何故この収容所がそう呼ばれたのかは知らな

いが、広大な軍用施設で、大きな作業所が残っており、工作台、保存瓶等があった。私達がここに到着し

ホップグッドさんと娘のキャサリンさん 



た時、監視兵が至る所にいて、何か明らかに悪いことが起きていた。６人のオーストラリア捕虜が、３０

０人のオーストラリア捕虜の面前で、首を切られており、その直前にこの６人の捕虜の一人が日本兵を

椅子で殺したようだ。このようなことはそれから間もなくしてまた起きた。曽根大佐と主に朝鮮人監視

兵の指図によってのものだった。彼らはサディストで、その行動は予想不可だった。次に何が起きるか分

からず、真夜中に戸外で点呼があり、曽根が現れ、前列の不幸な捕虜が一人叩きのめされ、時にはその列

の全員ということもあった。 

 

電気技師として私は収容所のメンテナンスと防犯灯の取り付けをしていた。監視兵がいる時はヒュー

ズを取ることは許されなかった。幸い、電圧は１２０でショックを受けることは無かった。また作業隊と

して外に出かけることも無かった。数人のオーストラリア兵でレーダー技師が、また電力会社勤務だっ

たオランダ人のガ―ハード大尉が作業場にいて、彼らは無線ラジオを作ろうと企んでいた。様々な部品

が集められ、私も仲間に入れられた。ある日、大きな物音がした。戦慄が走り、憲兵の捜索だと気づいた。

覆いをしないで瓶の中に部品を入れ、様々な部品の入った大きな木箱の中の投げ込んだ。瓶は底の奥深

くには入らず、監視兵がそれをつまみ上げ、瓶を振り、棒を突っ込み、また木箱に放り投げた。レシーバ

ーはその時、棚の電線の束の中に落ちていた。命拾いした。今でも、こうしてタイプ打ちしている時、あ

の時のことを思い出し、ゾッとする。電圧変換装置は私のベッドの隣にぶら下がっていてそれは発見さ

れなかった。１９４３年の末頃にはラジオを完成させ、BBC 放送でシチリア島上陸のニュースを聞いた。

私達は本当に幸運だった。もし見つかっていたら、この世の終わりだっただろう。それからしばらくし

て、ジャワへの別れの日が近づいた。そのラジオは上官に進呈したが、マカサル以降、この人には会って

いない。また彼と一緒にいたのはグルドック刑務所でラジオの線を切った空軍将校だ。彼は賞をもらい、

そのラジオは今キャンベラの記念館に展示されている。私がそれを見に行った時は分厚い本のページを

切って穴を作り、その中にラジオが入っていた。それにはいろいろ意見があったようで、今は展示からは

ずされている。ここで別れた Ray は米軍の攻撃で乗った船が沈んだ、と聞いた。Max は日本に行き、タ

イから飛行機で飛んだひとりで、後に彼とはチャンギで会うことになった。 

 

また私達は移動し、シンガポールに戻って来た。オンボロ船だったが、幸い海は鏡のごとく穏やかだっ

た。船倉は蒸し風呂のようだったが、甲板に上がるのは許可されず、トイレだけは行かせてもらえた。た

だ、それは船体の横に取り付けてあるものだった。もっと長く乗っていたなら、到底命は無かっただろ

う。チャンギについては多くが語られ、捕虜の扱いは、日本の司令部と何らかの交渉が出来た上級将校の

範疇だろう。設備の整った病院、スポーツをしたり、劇場や礼拝所などの施設が出来た。多くは我々の軍

隊の創意と巧妙さ、そして地元民との可能な限りの接触によると思う。これは他の収容所では有りえな

かった。作業隊の扱いはジャワで私が経験した何よりもひどいものだった。食料は乏しく、狂わんばかり

のスピード、スピード、この狂気は特に空襲の後がひどかった。私の“給料帳”には「1945 年 2 月 1 日、

またドックに空襲」との記入がある。 

 

ドックと海軍基地が収容所から近いので、一回ならずよく空襲の“おまけ”をもらった。特に怖いのは

ガスボンベが物凄い音を立てて爆発し、何フィートも空に火柱を上げることだ。一回の空襲で、横半マイ

ル、長さ３マイルの面積を焼失させた。この空襲で誰も死ななかったことは驚きだ。他の記載には、１９



４５年４月１５日、この３年以上で最初で最後の赤十字の供述品を受け取る。１９４５年５月１１日ド

イツ降伏のうわさを聞き、大いに士気が上がったが、食事は半分に減らされた。 

 

１９４５年８月３日、ケッペル港近くの旧マーシュ・ロード収容所に移動。そこには監視塔があり、機関

銃が配備されていた。シンガポールに上陸があれば、私達を殺すつもりだろう。１９４５年８月１８日、

私は３０フィート地下で空気ドリルで穴を開けていた。辺りが静かになり、誰かが興奮状態で、「終わっ

た、終わった」と叫びながら私を引っ張り出してくれた。記載事項には私の体重が３８Ｋｇとあり、当時

ではたぶん元気だったのだろう。数日後、ほとんどの監視兵がいなくなり、食事は良くなった。悲しいこ

とに、隣の宿舎の捕虜達が建物を壊し、強い酒を手に入れ、醸造し、明らかにメチルアルコールが入って

いるのを呑み、目が見えなくなった。その後、回復したかどうかは知らないが、解放まじかだというのに

全くひどい状態だった。 

 

私も同様に友人達と宿舎を壊し、小さなトラックを入手し、いくつかの商店を襲い、米も５００Ｋｇ程、

手に入れ、初めてシンガポールに来た頃、仲の良かった中国人の店主のところへ運んだ。この外出の折だ

った。パラシュート降下して来たばかりの英軍少佐と６人の軍医に拾われた。彼らは敵側との交渉にや

って来たのだった。行き方を説明しようとしたら、コリン少佐は初めての到来なのに、私達よりはるかに

良く場所を知っていた。私達の基地で床屋をしているものが実は日本軍の将校だったことも掴んでいた。

オランダ人やイギリス人は植民地の人達に慕われてはいなかったことは明らかで、日本の占領期のマレ

ーシアやジャワも同様の結果を生んでいた。 

 

幸せな３週間の後、英軍の上陸部隊がやって来た。私達は見物にドックへ出かけた、自分達の身なりには

気にもかけずに。私達はふんどしやぼろをまとっていた。そこへチョコレートやたばこ、衣服、何処にい

たのかなどの質問の海。チャンギを出て外を見なくては、と出かけたが、血の付いた袋を持った数人の男

たちに出会い、ぞっとした。袋の中には、特に残虐だった４人の監視兵の首が入っていたのだ。私はこの

男達の仲間で無くて良かったと思った。ほとんどの捕虜達が自分達の捕獲者をどのように感じていたか

は彼らと同じではあったが。私の部隊の何人かがタイから飛行機で飛び立ったと知った。彼らは状態が

非常に悪く、オーストラリアへ直接飛ぶと聞いた。私も言われたが、船で戻ることを決めた。当時彼らと

似たようなものだったが、肉体的にも精神的にも極めて良好で、仲間と旅をしながら戻るのはもっと良

い選択だと思った。新しい歌、食事と共に呑むビール、いろんなことも考えて、例えば、何故日本はこれ

ほど急に降伏したのか等。チャンギでは誰かが、「原子が分解したのだろう」と言っていた。すると、原

子爆弾が落ちたという報告が来た。それは間違いも無く私と何千人もの命を救った。さもないと疑いも

無く、全ての捕虜の首が飛んだはずであった。だから私は永遠に感謝する、Marcus Oliphant とマンハ

ッタン計画に、そしてエノラ・ゲイの乗組員達に。そうして私はダントルーンまでの記念すべき船旅を、

ダーウィンにはいつ到着するのかも全く知らないまま、楽しんでの帰国となった。 

判別不可能になって来た私の給料帳にはマカッサルの軍医達の名がある。コレット、ゴッドダード、ダン

ロップ、ブラウン、モーガン、ポイドビン、ムーン、他にも確認不可能な軍医達、私がいた収容所など、

今となっては調べようも無い、でも大切な私の記憶である。 

（和訳・通訳：田村佳子） 



■ポーリーン・Ｍ・ギブソンさん（Mrs. Pauline Gibson）89 歳 元捕虜の妻 

―――――――――――――――――― 

夫は故ゴードン・ギブソンさん（Mr. Gordon Gibson）： 

シンガポールで捕虜→チャンギ収容所など→旭光丸で

日本へ→大阪第 10 分所（大阪市大正区）→大阪第 7 分

所（福井県越前市武生） 

―――――――――――――――――― 

（以下、娘のエリザベス・ギブソンさんが代表してス

ピーチ） 

皆さんこんにちは。私と母は父の捕虜としての体験と、

私たち家族がそれをどう感じたかについて話すように頼まれています。私たち二人を代表して、私がお

話しします。 

 この 2017 年の困難多い世界に、70 年前に終わった戦争の生き残りとその家族との間に友情の絆を結

ぼうとする人たちがいることを知って、励まされます。 

  

私はゴードン・ギブソンの 4 番目に生まれた末っ子で一人娘です。父は 1911 年に生まれ、1940 年 7

月 1 日にニューサウスウェールズ州シドニーでオーストラリア陸軍に入隊しました。父は 1946 年 3 月

19 日、35 歳でオーストラリア陸軍輜重（しちょう）部隊を除隊しました。そして 3 年半の捕虜生活を含

む軍隊生活を終えて、オーストラリアのシドニーに戻ってきました。それから２、３か月間マンリービー

チ辺りでのんびり過ごして体力を回復し、そして仕事に戻りました。 

 彼は農産物の供給と仲買業の会社であるダルゲティー商会で、以前の仕事に戻りました。父はシティ

ボーイでしたが、ダルゲティー社は彼をニューサウスウェールズ州の多くの田舎に旅に行かせ、それは

父を生涯続く農業問題への関心に導きました。 

 父は戦争から帰還してから 2 年後の 1948 年、母と結婚しました。母が言うには、父はその頃とてもハ

ンサムで健康に見えたそうです。 

 両親は父が引退した後に出かけた長い旅行の途上で、日本を再訪しました。 

 

 私たちはシンガポール陥落後父が故郷の家族から受け取った手紙の裏に書いた覚え書きと、父がダル

ゲティー社引退後に書いた軍隊勤務に関するものの要約を持っています。その他の情報としては、オー

ストラリア戦争記念館所蔵の記録や、彼が帰国のためアメリカ海軍の輸送艦 Goodhue に乗っていた当時

のニュースレターがあります。 

  

 父の最初の訓練はシドニーの Gladesville におけるものでした。さらに進んだ訓練はニューサウスウ

ェールズ州カウラの歩兵第３大隊第２部隊において行われました。それから彼は Dubbo 陸軍基地に置か

れた AASC（オーストラリア陸軍輜重部隊）に移動させられました。父は中東派遣の第７師団に行かされ

ると思われましたが、移動についての幾つかの命令が出された後、最後には第８師団になりました。父は

AASC 第 27 旅団に所属し、そこでは運転手となりました。それは戦闘支援部隊でした。1941 年 7 月シ

ンガポールへと出航する前に、父はフリーマントル（注：西オーストラリア州の海軍基地）まで長距離を

ギブソンさんと娘のエリザベスさん 
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旅し、シンガポールには 8 月に到着しました。彼らはマラヤの防衛に配置され、1942 年 2 月シンガポー

ル陥落で捕虜となりチャンギに収容されました。父はそれから、シンガポール港の埠頭での作業隊で働

かされ、それから「トンプソンロード」と呼ばれていたと思われる場所で、ジャングルを切り開いて道路

を建設させられました。それからブキ・ティマ（Bukit Timah）で日本の神社（注：シンガポール島中心

部の丘陵に建設した昭南神社）を建設させられました。そののちは、聞くところによると物事は色々と下

り坂で、ひどいデング熱に襲われたりひどく殴られたりで、しばらくの間労働できる状態では無かった

ようです。その後父は第Ｇフォースの一員として日本へ送られました。私たちは父が旭光丸に乗船して

大阪に送られたと思っています。 

 父は 2 年間を日本で労働して過ごしました。初めは大阪にある鉄の鋳造工場で、主に肩ぐらいの高さ

の圧縮空気で動くドリルを使い、巨大な鉄の鋳型を清掃しました。短い期間ですが溶鉱炉で融けた鉄を

鋳型で成形する作業もしました。そこから武生の黒鉛と化学肥料の工場（注：福井県武生市信越化学工

業）へ行きました。そこでは、ほとんどの時間を化学肥料部での作業をして過ごしました。父は、そこで

は皮膚のちょっとした部分でもカバーしなければならず、さもないと皮膚が焼け焦げてしまうと記録し

ています。「我々は鼻と口はぼろ切れでカバーしたが、目はできなかった」と父は書きました。 

 戦争が終わり、父はやがてアメリカ海軍の輸送艦 Goodhue に乗船し、マニラまで病室で過ごしての旅

となり、到着後入院しました。運悪く父は英国軍艦フォーミダブル（Formidable）に仲間たちと一緒に

乗って、部隊の故郷への凱旋の素晴らしい経験をともにすることはできませんでした。父は旅をして行

くのはあまりにも弱っていると思われて、後からモロタイ島とダーウィンを経由して飛行機で家へ帰り

ました。 

 父は子どもたちに戦争体験について多くは語りませんでした。父は日本人をジャップと呼びましたが、

否定的なコメントはめったにしませんでしたが、父が遭遇した日本人、朝鮮人、インド人監視兵の行動は

多くの場合、父は野蛮だと感じたように私は思います。すべての物語には二つの面があり、日本人にも語

るべき彼らの物語があることを私たちは知っています。父は不格好に歪んだ指をもっていて、子どもの

頃私はそれにとても引き付けられました。父は戦争中野球のバットでひどく殴られたと言いましたが、

詳しくは語りませんでした。何年も後に、薄れ、乱れた字で書かれた父の手記を読んで、それはブキ・テ

ィマでの神社建設の最中に行われたひどい殴打のせいであることが分かってきました。父は腕を折られ、

脚を折られ、２、３本の指を折られ、耳は 5 針縫われ、耳の回りも縫われるほど裂け、他にも多くの切り

傷と擦り傷を受けました。この殴打のために思いがけなくも、その後父は労働に適さないと見なされて、

チャンギに送り返されたのです。父は泰緬鉄道のために働く最初の作業隊に選抜されていたのですが、

怪我のため当然にも出発から外されたのです。私は些細なことで罰として、体罰や、檻に入れられ雪の中

に放置された話がいくつか有るのを知っています。父はデング熱にかかったことや、脚気やマラリア、時

には飢餓にさらされたことには決してふれませんでした。医療記録から、父が年を取ってから戦争によ

る苦痛が父の神経と健康に被害を加え始めたことが明らかになり、父が何を経験したのか本当に分かる

ようになりました。父がその人生の終わりに近づいた時、父は語り始め戦争について感情的になりまし

た。それで父が、いつもなぜあんなに沢山煙草を吸っていたのか、そしてなぜひどく神経質な男であった

かが、ようやく明らかになりました。その経験はすべてそのままそこにあって、決して語りつくせるもの

では無かったのです。 

 父は国のために戦うことを志願しました。そしてただひたすら家に帰り、自分の人生を得て過去を忘



れたいと願っていたのだと思います。私にとって最も目立つのは、父がいかに日頃の生活の小さな慰め

に感謝していたかということです。父はいつも私たちの食料戸棚が常に十分に食べ物で一杯になってい

ることを求めていました。父はもう二度と飢えや寒さは嫌だったのでしょう。戦争体験は父に日頃の生

活の単純なものたちへの大きな感謝の心を与えました。そして父は幸せになるために多くのものを必要

にしているようには見えませんでした。だから私は、何らかの方法で戦争は彼に親切なことをしたのか

もしれないと思います。 

 母と私は日本政府と、この和解事業に関係しているその他の人々に最大の感謝を捧げます。私たちが

日本人と一緒に愛と友情の精神をもって戦争に反対することが出来るのは素晴らしいと、きっとそう父

は思うでしょう。 

 父は 1991 年 9 月に 80 歳で、気腫とそれに関連する幾つもの病気のため亡くなりました。そのため父

の最後の１、２年は素晴らしいものではありませんでしたが、それでも父はとても良い人生だったと思

っていました。父は戦争は人生の「大きな経験」だったと言いました。 

 もちろん多くの人々が、父が第 2 次世界大戦で被ったよりももっとひどい目にあっています。そして

私は父が、自分はまだ良いほうだろうと思っていたような気がします。すべてのことをよく考え、そして

（敵・味方）両サイドの命を失った人達についてももちろん考えることを忘れてはなりません。しかしそ

れはただ、私たちが知る限りの父の物語にすぎませんが。 

（和訳：小宮まゆみ 通訳：西里扶甬子） 

 

■フィリス・メァリー・リーチさん（Mrs. Phyllis Mary Leech）87 歳 元捕虜の妻 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

夫は故ヘンリー・フレデリック・リーチさん（Mr. Henry Frederick 

Leech）： 

シンガポールで捕虜→セレベス丸でビルマへ→泰緬鉄道建設工事に

従事 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

ヘンリーは五人兄弟の二番目として、1924 年 9 月 26 日に南メルボ

ルンで生まれました。14 歳で家を出てビクトリア州西部で牧場労働者

として働きました。 

第二次世界大戦勃発で、16 歳の時、1941 年 7 月 20 日ビクトリア

州ハミルトンで入隊しました。これは母親の許可を得て 20 歳と称し、

既に豪兵として中東にいる兄との合流を希望してのことでしたが、こ

の望みはついに叶えられませんでした。 

ビクトリア州バッカスマーシュ近郊のキャンプ・ダーリーで訓練を受け、1941 年 9 月 12 日蘭船「シ

ラヤック」でシドニーを出発、約 2 週間後シンガポールに上陸しました。マレー半島のジョホールバー

ルの陸軍キャンプで武器集積所や橋、シンガポール給水補給地に対する破壊工作への警備をしていまし

た。 

 

日本軍による真珠湾、フィリピン、マレー半島への攻撃後まもなく、ヘンリーは 2/29 歩兵大隊のブレ

リーチさんと娘のジャネットさん 



ン銃の砲兵としてセガマットで激闘に着きました。1942 年 2 月 15 日、連合軍の降伏でヘンリーは捕虜

となり、チャンギのセララン収容所に約 3 ヵ月間いました。 

1942 年 5 月、3000 人の豪捕虜を含むＡフォースが「ケッペル港」に集結され、錆つき薄汚れた「セレ

ベス丸」でビルマのメルギーに行き、そこで空港整備作業をさせられました。3 カ月後また船でタボイに

連行され、そこでも空港整備をしました。1942 年タボイで 11 月第一火曜日に有名なメルボルンカップ

のイベントがあり、単調な収容所生活を忘れ、大いに気持ちを高揚させるのに役立ちました。体の大きい

兵が馬になり、小さい兵をジョッキーにし、おぶって競うもので、数人はこのレースに賭けをし、日本人

監視兵もこれを見に来ていました。後に分かったことですが、この日はたまたま明治天皇の誕生日の祝

日がこの日にかぶさり、それで収容所長が許可したものでした。 

捕虜達はビルマの北のイエまで歩かされ、そこからトラックでタンビザヤまで連れて行かれ、悪名高き

泰緬鉄道の建設に従事させられました。スリーパゴダまで、ジャングルや山々を 420 キロ程も超え、南

から作業して来た一団に会いました。 

日本軍は大規模な土木工事に着手し、草木を払い、地面を掘り、橋を架け、レールを敷く、この全ての

労働は人力によってなされました。捕虜にとって唯一労働に駆り立てるのは、もし働かなければ、もっと

辛い目に合う、という現実があった為でした。 

全ての捕虜収容所で共通したように、十分な食べ物を確保することは大きな悩みでした。泰緬鉄道完成

は緊急課題であり、捕虜達は更に辛い長時間労働を強いられました。それは乾季でも雨季でも、病気であ

ろうと無かろうと、食事があっても無くても、強要されました。米が主要な食事となり、誰もどう調理し

たら良いのか分かりませんでした。ヘンリーは後に、米に関しては、家族に正しい調理法を教える専門家

となり、私達の家ではバラエティに富んだメニューの中によく登場しました。 

雨季になると地面は泥だらけとなり、衣服やブーツは腐り、肥溜めは水浸しとなり、赤痢、熱帯性潰瘍、

マラリアは捕虜のお定まりの病気で、ヘンリーもそれから免れることはありませんでした。 

泰緬鉄道沿いが爆撃されるようになり、捕虜作業隊はタマルカンとカンブリ（カンチャナブリ）間の線路

を補修しなくてはなりませんでした。ヘンリーはその作業をしている時、日本行きの乗船名簿の中に彼

の名前が入っていました。が、ヘンリーは足に大やけどをし、軍医に無理だと言われ、乗船をまぬがれま

した。その船は日本への航行中、爆撃され、沈没しました。 

カンブリ（カンチャナブリ）の収容所も爆撃され、鉄道のあちらこちらで働くよう、川の向こう岸のチ

ュンカイに移動しました。ヘンリーは収容所北のヒントクで機関車に必要な木を切っている時、日本は

降伏しました。ヘンリーはカンブリからバンコクまでトラックに乗せられ、2 週間後シンガポールに飛行

機で向かい、「モートン・ベイ」という船でメルボルンに帰還しました。 

 

オーストラリアに戻るとヘンリーはすぐに日常生活に戻りました。メルボルンで 3 カ月働いた後、故

郷に戻り、ビクトリア州西部の牧場で羊毛刈りとして働きました。その地方出身の帰還兵の為、舞踏会が

開かれ、ヘンリーは将来の伴侶となる女性に会い 1948 年 11 月結婚しました。1950 年 1 月ヘンリーと妻

のフィリスはダンケルドの軍人入植地（エイボンデイルと呼ばれる更地）に応募し、家が建つまでブリキ

小屋に住みました。ヘンリーは懸命に働き、牧場を作り、上質のメリノー・ウールを生産し、それは日本

人に購入され、ヘンリーは家族を養えるようになりました。ヘンリーとフィリスは 3 人の娘と 1 人の息

子に恵まれました。この素晴らしい日本の旅に長女のジャネットがフィルスに同行しています。 



ヘンリーは家族愛に燃え、何事にも全く寛大で、決して怨恨を持つことはありませんでした。彼はとて

も友好的で多くの地域の団体に熱心に参加し、特に RSL（豪帰還陸海空 3 軍連盟）で、2003 年には

Meritorious Medal(功績賞)を受賞しました。彼はまた地元のゴルフクラブ、ボーリングクラブ、消防団、

レーシングクラブや統合校等でも理事などをし、時間を割くことを惜しみませんでした。2009 年ダンケ

ルドでの尽力で OAM（オーストラリア勲章）を受賞しました。75 歳で農場から引退し、フィリスとハミ

ルトンに転居し、余生を家族、友人と楽しみ、また旅を楽しみました。最大の喜びは 6 人の孫と 14 人の

ひ孫と過ごす時間でした。ヘンリーは 2016 年 8 月 17 日、92 歳の誕生日を迎える一カ月前に家族にみと

られ、安らかに永眠しました。 

（和訳・通訳：田村佳子） 

 

■ダイアナ・ブランドさん（Mrs. Diana Bland）79 歳 元捕虜の妻 

――――――――――――――――――――――――――― 

夫は故ラルフ・ヴィクター・ブランドさん（Mr. Ralph Victor Bland） 

シンガポールで捕虜→泰緬鉄道建設工事に従事 

――――――――――――――――――――――――――――― 

私はダイアナ・ブランドと申します。夫はラルフ・ヴィクター・

ブランド（認識番号 NX6932、1921 年 4 月 23 日生まれ）で、1993

年 7 月 23 日に亡くなりました。ラルフは 1941 年 1 月 31 日、NSW

州 West Wyalong で兵卒として入隊し、A.I.F. 2/19th大隊に所属し

ました。1942 年 2 月 15 日にシンガポールが日本に陥落した際、第

8 師団にいました。そして捕虜として泰緬鉄道で 3 年半過ごしまし

た。 

他の多くの元捕虜と同じように、夫が捕虜時代の体験を語ること

はありませんでした。私は戦時中まだ子どもだったものですから、私が彼の体験を聞いたとしても

理解できないだろうから彼は話さないのだろうか、と常々思っていました。今からご紹介する引用

は、彼が生前書き残し、没後に発見したものです。夫は日本人を軽蔑するような意見を決して言う

ことはありませんでしたが、これらの記録を見ると、彼は自分が受けた処遇について辛辣であった

だろうと思います。 

 

＜夫の残した記録からの引用＞ 

1942 年 2 月 15 日のシンガポール降伏後、私たちはタングリン・バラックスからチャンギ刑務所

を通ってチャンギのセララン・バラックスまで行進させられた。普段の西洋式の食事から米へと食

生活が変わって、下痢のような病気が絶えず起こった。セラランからシンガポール「大世界」まで行

進し、波止場で船や列車からの荷役作業をした。そしてリバー・ロード収容所に移動し、また（クリ

スマスには）セララン・バラックスに戻った。 

ジョホール・シティまでトラックで連れられ、タイへの列車に乗った（当時はどこだかわからな

かった）。4日間の旅で、食事は一度だけであった。 

クワイ・ノイ川のバン・ポンに着き、バナナと初めての主食を与えられた。タイ人の行商から卵や

ブランドさんと孫のクレアさん 



他の食料を買うこともできた。 

「泰緬鉄道」となる新しく敷かれた線路の上を囲いも屋根もない貨車に乗って移動した（バラス

トもなく、土手に枕木を直接並べるだけのとても粗野なものであった）。 

線路の末端のチョンカイに着き、既にキャンプにいた者は（土手や溝橋を作る）追加労働に従事

した。増えゆく虐待の兆候であった（病人へ平等な食事）。もし誰かが病気になったら、それがどん

な病気であれ、配給を与えない、というシステムを日本人は始めた。 

ビタミン不足、慢性的な便秘そして/もしくは下痢、マラリア、アメーバ赤痢、熱帯性潰瘍、疥癬、

コレラに苦しんだ。そして鉄道では竹刀で叩かれた。（このことによりラルフは背中に傷を負ってい

ました。）暑さの中、病気に苦しみながら四六時中働かされた。 

1945 年半ばまでに、大勢の重病人達が鉄道の南にある一つのキャンプ（カンチャナブリ）に集め

られた。そこで日本人は食料をほとんど残さず、医療品に関しては全く残さず我々をただ放置した。

我々はもはや彼らの役に立たなかったので、衰弱死させようとしたことは明らかであう。終戦の知

らせを聞いたのは 1945 年 8 月 18 日で、当時の私の体重は 60 ポンドか 70 ポンド程度であったと思

う。真っ直ぐ座ることすらできなかった。 

 

ラルフは 1945 年 10 月にオーストラリアに帰国しました。その後テクニカル・カレッジに通い、

大工になりました。そしてニューギニアでも何年か働きました。退職するまで大工の親方として働

きました。 

私は国家としての日本に対して特段の意見はございません。2014 年にはクルーズの一環で 3 日間

東京を訪問しまして、人々はとても親切でした。戦時中は残虐行為が行われたと思います。（先ほど

の引用からわかるとおり、）夫が泰緬鉄道で非常な苦境を味わったのも事実です。しかし、過去は過

去のものにし、可能性は極めて低いですが、私たちの世界に平和が訪れたら素晴らしいと思います。 

（和訳・通訳 佐久間美羊） 

 

■ロクラン・グラント博士（Dr. Lachlan Glant）34 歳 豪国立戦争記念館上級歴史研究員 

――――――――――――――――――――――――― 

メルボルンのモナシュ大学にて近代史の講師を経て、2011 年からキャ

ンベラの豪国立戦争記念館に勤務。戦争捕虜の研究を行い、著書も多数。 

――――――――――――――――――――――――― 

私のスピーチの冒頭に当たり、オーストラリア戦争記念館が保有して

いる文書から一通の手紙を読み上げます。それはオーストラリア人捕虜、

Pierre Walton=ピアー・ウォルトンに宛てて日本人の班長、いのうえ・

いちじが戦後書いた手紙です。二人は戦時中、大阪の日立造船で一緒に

働いていて、戦争が終わるとお互いの住所を交換していました。井上は

手紙の中で次のように書いています： 

  

 あなたが私を温かく友好的に歓迎してくださった時のことをよく思い出します。 あ

れは 1945 年、福井県の武生【註：『ちくぶ』と記しているが『たけふ－武生』】にあなたに会いにいったときで、日本が降

グラント博士 



伏した年の 8 月 20 日あたりのころでした。私の心からの深い感謝の念をもう一度ここに書き表します。あなたはタバコや

ら、缶詰やら、チョコにコーヒーなどのたくさんの素晴らしいプレゼントをくださいました。私はその際にあなたの住所を書いてい

ただき、あなたが帰国した後、手紙を書くことを約束しました。 

    その時から、今に至るまで、私達夫婦はあなたのことを話題にしています。日立造船にいた時、食料の乏しいあなたに

私たちは同情しました。そこで妻と相談して、時々お握りやお粥を持って行って食べさせ、あなたから、大変感謝されました。

No.64【註：捕虜番号か？】の Mr.Merrie メリー氏（他のオーストラリア人捕虜）が高熱と激しい咳で苦しんでいた

時、彼を上部の許可を得ないで倉庫につれて行き、そこで休ませ、次の日に友人の医師から薬をもらってきて与えたとこ

ろ、それが効いたのかどうか、彼は元気になりました。他に No.90 の捕虜についても鮮明に覚えていますが、彼は面白い

男でいたずら好きの捕虜でした。あなたが大正収容所【註：大阪市大正区にあった第１０分所、４５年５月に閉鎖。

捕虜たちは大阪第７分所（福井県武生）に移される】から武生へ向け市電に乗って出発した時はまるで恋人と別れた

ような気持ちでした。 

 

 このような郵便物があることは――戦時中に於けるオーストラリア人と日本の一般市民の出会いにつ

いてオーストラリアで広く理解されている見方には合わないのですが――まさにオーストラリア人捕虜

の日本での体験の中でもほんの少ししか知られていないことに一条の光を投げかけています。 

 

 日本の本土以外でオーストラリア人捕虜が出会った日本人は、軍服を着た軍人でした。日本国内でオ

ーストラリア人捕虜はたびたび、工場、炭鉱、造船所などで日本の市民と同じ現場で働いていました。そ

うしたオーストラリア人の中でも心ある人たちはすぐに日本人もまた戦争で苦しんでいること、そして、

日本人もまた軍事体制に厳しく支配されていること気づきました。これらのオーストラリア人は真の敵

は日本人ではなく、軍国主義であると理解するに至ったのです。 

 

元捕虜の Charles Edwards チャールズ・エドワーズ、彼も日本で収容されていた捕虜ですが、こう

述べています。“日本人は当時も今も美しい心の人たちだ。彼らは礼儀正しく、親切で、よく笑う人たち

だ。私の日本人観は一度たりとも変わっていない。我々を残忍に扱ったのは日本帝国の軍隊だけだった

のだ。” 

 

 時に友情はこのように形作られ、捕虜たちと日本の市民は食糧を分け合いすらしました。何人かのオ

ーストラリア人捕虜達は日本の市民の労働者仲間が持ってきてくれた食料や薬のおかげで命が助かった

と恩義を感じました。オーストラリア人捕虜たちはそのお礼として貴重な赤十字からの小包を分けてあ

げました。こうした話は、私たちが戦争について通常理解することからかけ離れた、滅多にないすばらし

いことでした。 

 

 第二次大戦中、2 万 2 千人のオーストラリ人の男性と女性が捕虜になりましたが、その体験はオースト

ラリアの国民の記憶の中心を占めるに至っています。戦後何年も、負の記憶がオーストラリア人の日本

に対する態度の基になっていました。オーストラリア人捕虜が非道な扱いを受けたというメディアの報

道が、日本人を敵としてみる風潮を強化し、継続させました。 

戦後何十年にもわたるそのような日本人に対する否定的な見方は、かつての捕虜たちが出した数多く



の出版物によってもまた強化されました。そのような本の中で、捕虜に対する残酷さが強調され、また泰

緬鉄道での恐怖が詳述されています。 

 

 キャンベラに戦争記念館という施設があり、私は今そこで歴史研究員として働いているのですが、そ

こはオーストラリア人の戦争の追悼の中心地です。戦争記念館は、戦争で亡くなったオーストラリア人

を祈念し追悼する場であるとともに、博物館であり公文書館でもあります。そこには、日本の捕虜となっ

た何百という人々の個人の記録が、公式文書、日記、手紙、原稿や面接記録などの形で保管されています。 

 

 歴史研究員としてこれらの文書を調べていますが、この中で私の興味を引いたものは個々の報告書が

それぞれに多様であり、複雑さをもっていることでした。戦争捕虜の歴史について 10 年以上調べている

間に私は、そういったものは一般化できないことに気づきました。つまり、全ての話がそれぞれにユニー

クなのです。 

  

 オーストラリア人捕虜の体験の複雑さの中で最も興味をそそられたことは－そしてこれが最も知られ

ていない部分ではないかと思うのですが－オーストラリアと日本の間に戦争というものを超えて未来に

向けた友情を打ち立てようと呼び掛ける多数の声があることです。こうしたたくさんの声が収容期間の

一部を日本で過ごした元捕虜たちの中にあったということです。これらの元捕虜たちは寛容のお手本を

示しました。そして彼らがオーストラリアとアジアの間にある障害を取り除くのにとても重要な役割を

果たしました。 

 

かつて衝突したことのある国と国が和解することは将来における相互理解の上では不可欠なものです

が、元捕虜たちが和解したかどうかを論じることは、歴史研究者としての私の役割ではありません。その

ような時代を生きた人々だけがそのような見解を述べることができると思います。 

 

最後にもう一つの例を述べて終わりとします。有名なオーストラリア人捕虜で医師だった Rowley 

Richards ローリー・リチャーズの言葉を借りますと、国家の手によって多くの辛い体験を経た捕虜た

ちがなぜ、日本の市民と社会的に交流が可能だったかと問うなら、その答えは簡単なのです。親切という

ものは同じ人間であればどんな人間にも見出せるものであり、共感も同様に世界共通のものだと。たく

さんの市民が－とくに子どもたちが－目に見えて苦しんでいれば、ほとんどの捕虜たちは、リチャーズ

によれば、「自分がやってもらうであろうことをまた他人にもやってあげるという実に単純な哲学に従っ

ただけ」なのです。市民の心づかいに捕虜たちが応え、その逆もまたあり、そしてこれらの束の間の出来

事が彼らにより良い世界があるのだということを思い起こさせたのです。 

（和訳：高田ミネ 監修・通訳：杉田弘也） 

 

 

 

 

 



■質疑応答 （休憩時間後の後半プログラム） 

小宮（司会）：ホップグッドさんの出版した回想 

   録について、田村さんが説明します。 

田村（司会）：先ほどのお話しにもありましたが、ホ

ップグッドさんはこのような写真が沢山入っ

た回想記を出版されています。それについて会

場から質問が出ています。なぜホップグッドさ

んはこのような回想記を書いて出版したので

すか？ 

キャサリン：母が亡くなり、父の経験について私たち

は何も知らないので、沢山の写真も持っている

しそれを使って回想記を書けば？と私たちが

勧めたら書いてくれたんです。 

田村：書くのにどのぐらいかかりましたか？ 

ホップグッド：6 か月ぐらいで。タイにいる友人が出版するのを手伝ってくれた。 

キャサリン：私たちは父と母がどうやって知り合い結婚したかも知らなかったので、この本のおかげで

知ることが出来ました。 

田村：東京オリンピックにご夫婦で来られて、その時購入したという雑誌もあります。ここに、ご夫婦が

一緒に観戦しているという、貴重な写真が掲載されているんです。何の競技を見ているところです

か？ 

ホップグッド：よく覚えていないが、開会式だったと思う。これは言っていいかどうか分かりませんが、

開会式に行った時、たまたま近くに同郷のマウントガンビアから来た人がいた。その人は女性同伴

で、しかもその女性は奥さんでは無かったんです。（一同笑い） 

杉田（通訳）：先ほどの、なぜ本を出版したのかという質問についてですが、元捕虜の人はほとんどその

体験を語っていないので、お母様（ホップグッドさんのお連れ合い）が亡くなった後に、それを是

非書いてほしいと娘さんが頼んだことがきっかけだということです。 

小宮：ではまたホップグッドさんへ次の質問です。当時収容所には日本人のガード（監視兵）と朝鮮人の

ガードがいましたが、その違いについては認識していましたか？ 

ホップグッド：もちろん違いは相当ありました。韓国人のガードについては、（日本人より）とてもナイ

スピープルでした。 

小宮：では 3 人の奥様方に質問します。それぞれのお連れ合いは、元捕虜としての体験をしているわけ

ですが、戦争の時の辛い体験が何か生活していくうえで、影響を与えていると思われることはあり

ましたか？ 

ギブソン：戦争の影響はさほど感じませんでした。肉体的には夫はそれほど丈夫では無かったけれど、精

神的にはＰＴＳＤを患うことも無かったです。オーストラリアでは帰還した兵士の 75％が家族を

守って、とても有益な生活を送りました。戦後すべての人がそうだとは言えませんが、私の場合は

そうでした。 

リーチ：私の夫の場合もそれほど戦争のことを憎んだり、また日本人を恨んでいたということは無いと

ホップグッドさんの回想録を見せる田村 



思います。結婚したのは戦争の 3 年後ですが、その時はまだ脚に傷が残っていましたし、マラリ

アの後遺症もありました。そうした戦争体験が彼を非常に強い人間にしたようです。またコミュニ

ティーをとても大事にする人でもありました。日本は交易相手として重要な国だと思っており、決

して日本のことを恨んでいる様子はありませんでした。 

ブランド：私の場合戦争中はまだ子どもでしたし、結婚したのが 1958 年だったので戦争直後のことは良

く分からないのです。彼の姉妹の話では、帰国してからしばらくは、一人でバンジョーを弾いて考

えていることがあったそうです。夫の声はあまり良いほうでは無かったのですけれど、一人でいる

ことを好んだようです。でも夫は働くのが好きで、他の人とは多少違っていたかもしれないけれ

ど、よい夫だったと思います。また戦争の経験が彼を強くしたと思います。仕事中（大工）に手の

指を骨折したことがありましたが、気がつかずにそのまま仕事を続けたこともありました。 

小宮：ありがとうございました。では、別な質問です。 

オーストラリアのカウラに、日本人の捕虜の墓地があります。一つ目の質問は、皆さんその墓地の

ことをご存知でしょうか？それから、二つ目の質問は、戦争中敵であった日本に対して、オースト

ラリアの方々が、自主的に素晴らしい墓地を建設して下さったのはどうしてでしょうか？という

質問です。 

   カウラの日本人墓地のことを、ご存知だという方は、ちょっと手を挙げて下さい。（ほとんどの方

の手が挙がる）皆さんよくご存知の様ですね、では二番目の、どうして日本のＰＯＷのための墓地

を造ったかという質問についてはどうでしょう？ 

グラント博士：カウラの戦争墓地は、横浜の戦争墓地と同じく兵士への敬意を表するものです。特にカウ

ラでは、脱走事件で犠牲になった方々への敬意を表したものだと思います。同じようなことは 1942

年 5 月のシドニー湾への潜水艦による特攻で亡くなった日本の海軍兵に対してもあり、オースト

ラリア政府は海軍葬をもって弔っています。シンガポールやタイで捕虜になったオーストラリア

兵についても、同じように敬意をもって扱って欲しいと期待する部分もあったでしょう。それか

ら、一般的な死者への共感や同情という気持ちもあったと思います。 

小宮：ありがとうございました。では別な方からの質問です。これは少し難しいかもしれませんが、昭和

天皇は戦争責任をとり裁かれるべきだった、断罪され刑を受けるべきだったと思われますか？ 

豪女性たち：（意味ない、今さら、のような不満そうな声） 

ホップグッド：今昭和天皇の責任を問うて何の意味があるのか。また戦争責任は、どちらの側にもあるも

のだと思う。捕虜の経験者が感じていたのは恐怖であり、また中には憎しみを感じていた人もいた

と思う。だが憎しみは非常に物事をダメにしてしまう。だから、裁く必要は無かったと思う。 

小宮：ありがとうございました。では、次もややこしい質問ですが、オーストラリアは第二次世界大戦後

もアメリカの同盟国として、様々な戦争や紛争に軍隊を送り、犠牲者も出ています。このような政

策をオーストラリアが国として続けていくことは、正しいと思われますか？という質問です。どな

たがお答えくださっても結構です。 

グラント博士：質問ありがとうございます。しかし今日は皆さんと元捕虜との交流ということで来てい

るので、今の政府の政策について語るのはどうかと思います。ホップグッドさんも、「色々と面倒

なことになるかもしれない」、と言っています。 

杉田：オーストラリアでは、政治的な問題については見解を断った方もいるので、あまり立ち入らないほ



うがいいかもしれません。 

小宮：そうですね。自分が政府の代表のように答えるのは、ちょっとできないことかもしれません。失礼

しました。それでは、また別な質問です。英語なので質問者の西里さんご自身からお願いします。 

西里：日本軍の暴虐性や残虐性は、どこから来ると思いますか？日本の文化からか、それとも軍隊に特有

なものなのか？ 

グラント博士：今の質問は日本人の性格や文化に関する質問なので、ここにいる者が答えるにはふさわ

しくないし、答えられないと思います。 

ホップグッド：今言えるのは、その当時と日本は変わ

ったということです。その理由としてマッカー

サー元帥が、女性に参政権などの様々な権利を

与えました。それが日本を非常に良く変えたの

ではないかと思います。 

小宮：素晴らしいお答えをありがとうございます。 

では、もう一つだけホップグッドさんへの質問

です。これは、あまり真剣に考えずに答えてい

ただきたいのですが、今もしここで、昔の日本

兵に会ってしまったら、どんなことが言いたい

ですか？ 

ホップグッド：Good day!（こんちわ！）Have a beer!（ビール飲もうぜ！） 

一同：（笑いと、温かい拍手が起こる） 

田村：グラントさんのお話の最後の方に、ローリー・リチャーズさんの話が出てきました。そのリチャー

ズさんが日本を訪れた際に、山形県の酒田の収容所跡地を訪問しました。その時案内したＰＯＷ研

究会の村田からその様子をお話します。 

村田：酒田にローリー・リチャーズさんが訪問された時、それは 2011 年で東日本大震災が起こる直前の

時期でした。リチャーズさんはご家族など 5 人で収容所跡地を訪問し、大変感慨深げに見学され

ていました。現地は収容所の跡地として当時を思わせるものは何も無くなっていて、ただの温泉施

設になっていました。ここにせめて記念碑の一つでもあればいいのに、と同行の新聞記者が言いま

したし、私もそう思いました。しかしその時リチャーズさんは、「いいんだよ。今が平和で、皆が

仲良く幸せに暮らしていれば」とおっしゃいました。本当に温かく優しい言葉でした。私は、それ

でも少しでも捕虜収容所の存在を語り伝えたいと思い、今も活動しています。 

小宮：ありがとうございました。まだ少し時間があるようです。質問用紙を出していない方でも、今ここ

でもう少し皆さんに聞いて見たいという方があれば、どうぞお願いします。またオーストラリアの

方々からも、何か言い残したことがあればお願います。 

豪女性：今日はオーストラリアデーよ！ 

杉田：そうです今日はオーストラリアデーで、オーストラリアにイギリスから最初の移民船団が到着し

た記念日、国民の祝日です。 

田村：ホップグッドさんが先週の日曜日、この度の来日中に、何と 97 歳のお誕生日を迎えたそうです！

おめでとうございます。（拍手起こる）ホップグッドさん、何か感想はありますか？ 

グラント博士（左）とホップグッドさん 



ポップグッド：とてもおいしいロブスターと、いいワインでお祝いしてもらったよ。 

リーチ：2009 年のオーストラリアデーで、私の夫はＯＡＭという勲章をもらいました。（拍手起こる） 

男性：ケビン・ラッドという首相の時に、戦後オーストラリアでは、孤児移民というのを行なったことを

正式に謝罪しました。イギリスなどから白人の孤児を移民として受け入れて人口を増やそうとい

う政策で、アジアからの大量の移民が入ってくることを恐れたためだと言われています。今はこの

ような環境では無くなったと思っていいでしょうか？ 

杉田：グラントさんにちょっと伺ったところ、孤児移民についての目的は、そうではありませんというこ

とでした。しかしこの場ではふさわしい質問では無いと思います。 

女性：今回来日した中で一番若い方、元捕虜の孫クレアさんにお聞きしたいと思います。お祖父さんたち

の世代の体験を引き継いでいくために、どんなことが出来ると思われますか？  

クレア：学校で歴史の時間に戦争については学んでいます。しかし今回の旅で祖父の体験について、初め

て知ったことも多かったです。 

グラント博士：ニューサウスウェールズ州では、「One man’s war」と

いう、戦争でチャンギに捕えられ泰緬鉄道で働いた捕虜の体験

の本が、学校で読むべき本のリストに入っていて、学校教育を

通じて戦争体験は教えられています。 

リーチ：アンザックデーで孫や曾孫が集まった時、学校で戦争につい

て学んでいることが分かりました。 

ブランド：私の夫はアンザックデーの式典などには参加しませんでし

た。ベトナム戦争の帰還兵がひどい扱いを受けているのに対し、

夫は不満と失望を感じたようです。元ＰＯＷでも個人によって

戦争体験をどう語り継ぐかは異なっていると思います。 

杉田：それでは、そろそろ定刻なので、私たちの会の共同代表であ

る、内海愛子さんにまとめのスピーチをお願いいたします。 

（通訳：杉田弘也、記録：小宮まゆみ） 

 

 

 

■閉会挨拶 POW 研究会共同代表 内海愛子 

 今日はどうもありがとうございました。オーストラリアと日本は、時差はあまりありませんが、真夏の

オーストラリアから真冬の日本に来られて、体調を崩されないか、まずそれが心配です。 

 1 人 1 人の体験は一般化できないと、グラントさんがおっしゃっていました。だから、1 人 1 人の捕虜

やご家族から体験を聞くことの重要性はますます増すと思います。外務省のこの事業は終わりますが、

私たち POW 研究会としては市民同士の交流を続けていきたいと思います。なぜかというと連合国の捕

虜の問題は日本ではほとんど知られてきませんでした。「POW 研究会」と書いてあると、「ポーって何で

すか？」とよく聞かれます。それぐらい捕虜問題への知識が乏しかった。しかし今、若い世代の研究者が

グラントさんと同じように POW の研究を始めています。 

質問に答えるクレアさん 



 オーストラリアにとって、捕虜体験が大きな戦争体験であったと言われますが、その先にあったのが

戦争裁判でした。これは昨年で刊行された「オーストラリアの戦争裁判」という本、オーストラリアの戦

争裁判について研究した本です。私たちは捕虜体験の先にある戦争裁判、そこで何が裁かれ、何が問題に

なったのかも併せて考えていきたいと思います。私たちはこれからも捕虜体験を考える、そしてその先

にある戦争裁判と併せて考えながら、オーストラリアの歴史を考えていきたいと思います。これから私

たちの方がオーストラリアに伺うかもしれません。これで終わりではなく、これからも交流を続けてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（通訳：杉田弘也、記録：笹本妙子） 

POW 研究会共同代表 内海愛子 

             最後に全員で集合写真撮影 


