
オーストラリア捕虜遺族との交流会記録 

＜日時＞ ２０２０年３月２日（月） １４：００～１６：３０ （１３：３０開場） 

＜会場＞ 外務省内会議室 （東京都千代田区霞が関２－２－１） 

＜司会＞ 小宮まゆみ、田村佳子 

＜通訳＞ 河田裕子さん 

＜ゲストの方々＞ 

左から   カレンさん  オルドさん  ファウラー･ウォーカーさん  ヘンショウさん 

 

開会のあいさつ（笹本妙子） 

 オーストラリアからお出でいただいたゲストの皆さま、遠いところを、また今は新型コロナウィルス

の感染が世界的に広がる中、よく来日して下さいました。心から歓迎いたします。今までＰＯＷ研究会

では元捕虜ご自身の体験を聞いて来ましたが、今回はその子どもたちや子孫が祖父や父親の体験をどの

ように受け止めて来たかを知りたいと思います。それが戦争を語り継ぐことになると思います。コロナ

ウィルスの影響を受けて、私どもが交流会のために予定していた会議室が使えなくなってしまいました

が、外務省のご厚意でこのような立派な会議室を使わせていただきますことを、関係の方々に感謝いた

します。これからの日本滞在中もどうぞ皆さまお気をつけてお過ごしください。 

 

ゲストの皆さんのお話（通訳 河田裕子氏） 

１． アンドリュー・スチュアート・ファウラー・ウォーカーさん 

Andrew Stuart Fowler-Walker （39歳） 

【居住地】南オーストラリア州 

【職業】法廷弁護士。 

【捕虜との関係】泰緬鉄道の建設作業に従事したキース・ファウラー元捕虜の孫。 

 同元捕虜は 2015年（平成 27年）に日豪草の根交流事業で来日。 

【参加理由】祖父が 2015年の訪日で経験したことを自分が経験することで、 

 祖父が過去に敵としていた国に対してどのようにして赦す気持ちになったか理 

 解したい。 

 

私の祖父キース・ファウラーは今年 100歳になるサヴァイバーです。生きるために戦って捕虜になり、

生き残るために 3年間日本軍の捕虜として強制労働に服しました。その間にまわりの人たちが死んでい



くのを見、泰緬鉄道の建設現場では生き残ろうと必死に戦いました。ようやく帰国すると、新たな戦い

が始まりました。シェル・ショック（戦争神経症）の PTSDと戦いです。祖父は帰って来たわけですが、

帰ってこられなかった仲間たちへの引け目を感じ、また捕虜としてひどい扱いを受けたことに対する怒

りと憎しみを抱いていました。何とか生活を取り戻すことができ、その戦いに勝って、結婚して 2人の

子どもにめぐまれ、その結果私が生まれたことを、祖父に感謝しています。 

 祖父は人生のすべてには理由があると思い、運命を信じていました。色々なことが起こって今の自分

があることを、今は恨んでいません。怒りは自分自身を傷つけることを、治療により学んだからです。

2015年日本政府の招きで日本を訪れましたが、日本に行って良かったと言っていました。日本人に好意

を持ち、私が同じプログラムで日本に行くことを喜んでいました。帰ってから彼と、同じプログラムで

経験したことを話し合うのを楽しみにしています。 

 祖父は許すことはできましたが、しかし忘れてはいません。戦争の影響は世代を超えます。祖父と息

子（私の父）の間には難しい問題があり、子育てにも難しいことがあったようです。同じような話が他

の捕虜仲間にもあったと聞いています。子どもの頃に捕虜だった親との間に起こる色々を経験した子は、

今は親になり、そのためよい親になりたくてもハンディをもっています。将来の世代にも不利益をもた

らす、戦争のようなものは他にありません。 

 

２．チェリー・キャサリーン・オルドさん Cherie Kathleen Old （46歳） 

【居住地】西オーストラリア州 

【職業】数学教師。 

【捕虜との関係】泰緬鉄道の建設作業に従事したドナルド・ウィリアム・クンニーン元 

捕虜の孫。 

【参加理由】日本や日本人、広島・長崎の原爆の歴史、また学校訪問により日本の 

教育システムを学びたい。 

 

 私の祖父ドナルド・ウィリアム・クンニーンは、1940年 6月に入隊しました。身長 192cm、体重 90㎏

という頑丈で大柄な体格だったので、第 4 対戦車砲連隊に配属されました。そして 1941 年 2 月第 8 師

団の一員としてシンガポールへ送られました。42年 2月シンガポールは陥落し、祖父は何千という捕虜

たちと一緒にチャンギ刑務所に送られました。そしてチャンギから悪名高い泰緬鉄道の、ビルマ側終点

に送られました。鉄道建設の作業は 1942年 6月から始まり、43年 11月までに完成しました。その後捕

虜たちの中から、日本の労働収容所や炭鉱に送られる捕虜が選別され、祖父は日本に行くために選ばれ

た捕虜の一人になりました。44年 9月彼らは貨物船「楽洋丸」に乗せられ、日本に向かいました。そし

てその楽洋丸は 9 月 12 日アメリカ海軍の 5 隻の潜水艦に攻撃され、楽洋丸はひどく損傷して沈没し、

捕虜や日本人乗組員は洋上を漂流して多くが亡くなりました。祖父は船の残骸で筏を作り、4 日後に潜

水艦パンパニートに救助されて一旦サイパン島に運ばれ、その後 44年 10月にオーストラリアに帰国し、

45年 5月に除隊しました。 

 その間父は 2人の友人を泰緬鉄道での強制労働で亡くしました。帰国後は退役軍人省の支援で農場を

買って農業をしました。子どもも 2人生まれ、上の女の子が私の母で、下の男の子は私の叔父です。祖

父は 1990年代まで農業を続け 1997年に亡くなりました。1970年代にはパンパニートの乗組員だった米

国人 Billの訪問を受け、その時に私は祖父から、またその乗組員からも色々体験談を聞いて、祖父は本

当に幸運だったと思いました。今日はここに、祖父が戦後すぐに、英国王とオーストラリア総督から送



られた祝福のメッセージ電報を持ってきたので後で見て下さい。これと同じものがすべての元捕虜に送

られました。 

 

３．ポール・アンソニー・カレンさん Paul Anthony Cullen (68 歳) 

【居住地】ニューサウスウェールズ州 

【職業】カレッジ教師。 

【捕虜との関係】シンガポールのチャンギ捕虜収容所に収容されたケビン・ジェ 

ームズ・カレン元捕虜の息子。 

【参加理由】日本の歴史と文学に強い関心があり、実際に日本で日本文化を学 

びたい。また、父親が日本軍の捕虜になったことに対して、どのようにして赦 

す気持ちになったかを理解したい。 

 

私の父ケビン・ジェームズ・カレンは、32年前に亡くなりました。父は特別な人でした。1915年にシ

ドニーの郊外に生まれ、労働者の家庭の子どもとして平凡な少年時代を過ごしました。クリケット好き

のスポーツマンで、体重は 71キロありました。しかし戦争が終わって帰国した時には 40キロぐらいし

かなく、とても弱っていました。戦争の被害はひどいものです。父の 2人の弟、私の叔父たちは戦後す

ぐ広島に進駐しましたが、その状況にショックを受け、この街が再生できるものかと思ったそうです。 

父が 13～16 歳の頃に大恐慌があり、大工となって家族を助けて働かなければなりませんでした。そ

の後当時の多くの若者と同じく召集され、軍隊に入りました。第 8 師団 2/29 大隊Ｃ歩兵中隊に配属さ

れて、シンガポールの防衛に派遣されました。しかし第一次世界大戦のガリポリの戦いのように、敗退

は始めから明らかでした。日本軍はマレー半島を自転車で駆け下り、シンガポールをあっというまに占

領してしまいました。父はその時脚気を患っていて、入院中でした。その病院に日本兵がやってきて、

次々と重症の患者や医師や看護師を殺害していくのを父は目撃しました。沢山の人が殺されたのに、父

は他の数名の患者とともに生き残りました。どうして生き残ったのか分からないと、いつも父は言って

いました。その後 4年間近く、父は悪名高いチャンギ捕虜収容所に入れられ、そこで過ごしました。 

父は運が良かったと思います。彼の所属したＣ歩兵中隊の大半はジャングルを行進し、泰緬鉄道のヘ

ルファイヤパスの工事に駆り出されたのですから。 

彼は 1945年 10月にオーストラリアに戻り、入院して体力の回復に努めている時に看病してくれた女

性と恋に落ち、結婚しました。そして 3人の子どもに恵まれたのですが、その一人が私です。父は典型

的な捕虜として、酷く扱われ、大変な体験をしましたが、それでも人を信じる気持ちを持っていました。

日本のことを悪く言ったことはありませんでした。忘れはしませんでしたが、許すことができたのだと

思います。 

 

４．キム・ビクター・ヘンショウさん Kim Victor Henshaw (64歳) 

【居住地】 オーストラリア首都特別地域 

【職業】連邦 RSL（退役軍人会）の統括マネジャー 

 

私はＲＳＬ（退役軍人会）の役員として、元兵士の福祉のための活動をしてい

ます。ＲＳＬは 100 年前の第一次世界大戦後に創立した組織で祖国へ帰ること

のできなかった人、できた人の両方のサポートをしています。この度はこの 3人に、元捕虜の子、孫と



してお話をする機会を与えて下さってありがとうございました。招待して下さった日本の外務省に、ま

た色々とお世話になった在豪日本大使館に、そしてＰＯＷ研究会にも感謝しています。 

現在オーストラリアには、約 100人の第二次世界大戦を生き残った元兵士がいて、南オーストラリア

で生活しています。ＲＳＬの活動の大きな柱は戦死した人の追悼と、戦争で怪我をし障害を負った人の

世話です。そのほかに帰還した兵士の生活立て直しの活動もしています。これからも、元兵士も他の人

と同じように、穏やかな生活を送れるよう活動していきたいと思います。 

 

質疑応答 

司会：これから後半の質疑応答に入りますが、その前にこの交流会に愛知県豊田市からお越し下さった

酒井泰俊さんをご紹介します。酒井さんは広済寺というお寺の住職で、戦争中そのお寺がイタリア民

間人の抑留所だった歴史を語り伝えています。 

酒井：イタリア人は初め日本の同盟国でしたが、1943年 9月に降伏して敵国になり、イタリア人の一部

は名古屋市内の八事（やごと）に抑留されました。そして空襲が激しくなった 45年 5月、私どもの寺

に疎開のようにして連れてこられました。当時住職であった私の曽祖父がイタリア人の面倒を見てい

ました。家族で来た人もいて、3 人の子どももいました。食料がとぼしく、私の曾祖母が仏様に供え

るご飯をこっそり子どもたちに食べさせてやりました。嬉しかったのでしょう、戦後彼らが帰国した

後も交流は続きました。今は地元の中学生に、戦争の体験として教えています。戦争とはどういうも

のかということを、若い人にアピールして、次の世代に伝えていくことが大切だと思います。体験者

が減っている今、間接的な体験しか聞けなくなっています。 

司会：ありがとうございました。では会場の皆さんから、ゲストの方々に質問をお願いします。 

Ｐ研：ファウラー･ウォーカーさん、お祖父様は、泰緬鉄道ではどの部隊に属していましたか？ 

ファウラー･ウォーカー：A コマンドだったかもしれませんが、第 2 マシンガン隊のようにも聞きまし

た。 

Ｐ研：隊によって捕虜収容所が分かれ、そこを担当したのが日本軍鉄道隊の第 5 連隊か、第 9 連隊かの

違いも分かるので、それで伺いました。タイ側は第 9 連隊だったと思います。このコインを知って

いますか？（ダンロップ軍医の顔が刻まれた 50 セントコインを見せる） 

ファウラー･ウォーカー：いいえ、見たことはありませんでした。祖父がダン

ロップ軍医と同じ部隊だったのは、聞いています。 

Ｐ研：1991 年にキャンベラで捕虜問題についての国際会議を行い、元捕虜、

研究者、朝鮮人戦犯などが出席しました。この時、ダンロップ軍医、トム・

ユーレンが捕虜を救った人として初めて紹介されました。彼らがいた収容

所で監視員を務めたのが朝鮮人軍属の李鶴来（イ・ハンネ）さんでしたが、

戦後初めてここで 2 人と再会したのです。彼らはその後和解に努力しまし

た。 

Ｐ研：PTSD について伺いたいです。特にファウラー・ウォーカーさんは、孫の立場から見て PTSD を

負った祖父とその子である父とは、難しい関係をどう乗りこえたと思いますか？ 

ファウラー･ウォーカー：祖父と父との関係は複雑で、時に緊張をはらむこともありました。私と父との

関係は悪くは無く、祖父と父の 2 人の関係を比較的客観的に見ることができました。祖父は 20 歳

で捕虜になり、非常に厳しい状況に置かれたので、家族を持っても負の感情からスタートしなけれ

ばなりませんでした。その点で子育てには恵まれていなかったと思います。祖父は 2015 年頃自分
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が PTSD を負っていることを認め、心理療法を受けるようになりました。心理セラピストのカウン

セリングを受け、それでなぜ突然怒りを感じるのか、どう家族を傷つけてしまうのかを理解するよ

うになったと思います。 

ヘンショウ：第 1 次世界大戦に出征した兵士も、第 2 次大戦ほどでは無いけれど壊れて帰って来て、

PTSD に苦しみました。その後の第 2 次大戦帰還兵はもっとひどい PTSD を負っていました。子ど

もとの接し方が変わったり、若くして 60 代ぐらいで死んだ人も多いのです。アフガニスタン紛争

（2001 年～）に出征した兵士にも PTSD は出ています。どんな戦争も精神に悪く、帰還兵と家族

との関係は悪くなるし、虐待をする場合もあります。戦争に行くと兵士たちは皆同じような傷を抱

えて帰ってくるのです。 

Ｐ研：RSL（退役軍人会）では、そのような PTSD を負った帰還兵に対し、どのような対策を行なって

いますか？ 

ヘンショウ：帰還兵に対する研究は今盛んで、私たちの団体の任務のうち大きな割合を占めています。

ベテランをサポートするための多くのプログラムを持っており、例えばスポーツプログラムやアー

トセラピーの治療のように運動や芸術活動で対処する方法もあります。また心理学者や精神科医の

カウンセリングを受けることもできます。雇用してもらい働くことで社会の中で役割を果たすこと

も、PTSD を乗りこえるために役立ちます。そのため消防士とか、彼らに適した職場を提供するこ

ともします。 

Ｐ研：カレンさんのお父様はシンガポールの病院で、日本兵がベッドの中の患者を虐殺したのを目撃し

たそうですが、それはアレクサンドラ病院の虐殺として知られている事件（1942 年 2 月 14 日シン

ガポールのアレクサンドラ病院で日本軍によって 200 人以上の軍医・衛生兵・患者が殺害された事

件）のことでしょうか？ 

カレン：父はシンガポールの陥落で捕虜になり、オーストラリアベースキャンプ内の病院に入院してい

ました。そこに日本軍が乱入してきて、多くの日本兵が病人や看護婦を殺したのを見たのです。そ

の病院がアレクサンドラ病院だったかどうかは知りません。父がその時なぜ殺されなかったかは、

よく分かりませんが、重病人でなく捕虜として働けるぐらいまで回復していたからではないでしょ

うか。 

Ｐ研：カレンさんへ、2 人の叔父さんが広島に進駐したということですが、広島で何を見たのですか？ 

カレン：叔父のジャッキーとロンは終戦後すぐに広島に行きました。まだ放射能が残っていました。叔

父は原爆症で人々が苦しみながら何カ月もかけて死んでいくのを見たのです。ロンは戦後何年かし

て自殺しました。 

Ｐ研：オルドさんの祖父クニーンさんは、アメリカの潜水艦に楽洋丸が沈められて、その後潜水艦パン

パニートに拾われて助かり、帰国することができました。一方ローリー・リチャーズさんは、同じ

楽洋丸に乗っていて沈められましたが、日本の船に拾われて日本の収容所に送られました。同じよ

うに助かってもその後の運命は助けた船によって分かれたわけですね。 

オルド：祖父がそうやって生き残らなければ私も生まれていません。でも祖父の兄弟は帰って来ません

でした。パンパニートは今博物館に展示され、祖父が働いた泰緬鉄道は今はジャングルです。 

会員外参加者：皆さんにお聞きします。第二次世界大戦について、学校ではどのように学びましたか？ 

オルド：あまり日本との戦争については習わず、ドイツとかヨーロッパのことを教えられました。 

カレン：シドニーではイギリス中心の歴史を学びましたが、今は変わってきています。キーティング首

相（1991～1996）になってから、オーストラリアが国として戦争にどうかかわるかを教えるように



なりました。カウラやパプアニューギニアのことを教えたり、シンガポール陥落もイギリスがシン

ガポールを守れなかったというように学んで、バランスがとれるようになりました。最近では、オ

ーストラリアはアジアの一部という考え方が広がっています。 

ヘンショウ：第二次世界大戦はヨーロッパで起こったことと思っていました。アジアのこととして見て

いませんでした。捕虜になったのは運の悪い物語であると。しかしそれは間違いだと自分で調べて

分かりました。 

ファウラー･ウォーカー：母方の祖父は英国軍でドイツと戦いました。母の友人はベトナム戦争に行き

ました。祖父の経験したようなことは学校では学ばず、もっと大人になってから聞きました。でも

オーストラリアと日本との戦争も学ぶのは賛成です。生徒に戦争の事実を調べさせるワークショッ

プをさせるのもいいと思います。 

 

閉会のあいさつ（内海愛子） 

今日はありがとうございました。 

ポツダム宣言に特記されるほど、捕虜虐待というのは代表的な日本の戦争犯罪でした。その日本の戦

争犯罪を裁くための裁判、極東国際軍事裁判と、そしてアジア各地で戦犯裁判が行われました。その中

で 920人が死刑になっています。しかしこの戦争裁判だけでは、なぜ捕虜が虐待されたのかという、そ

の構造は必ずしも明らかになっていません。殴ったりけったりした証言は書かれていますが、捕虜虐待、

捕虜の犠牲を生んだ構造的な、軍の上層部や政治家の問題については、今日に至るまで必ずしもクリア

ーになっていません。そのため私たち戦争を体験していない者がこの問題を語り継いでいく時に、捕虜

当事者の語りから、日本がなぜ捕虜虐待をしたのかを、もっと日本の軍の在り方、政治の在り方を含め

て勉強していきたいと思っています。それが日本とオーストラリアのこれからの交流のために必要なこ

とだと思うので、これからも交流を通じていろいろと情報と経験をシェアーしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

（終了後、広済寺の酒井住職が檀家の女性たちが製作した数珠袋を参加者の皆さんにお土産に下さった。

その後全員の集合写真を撮影。）                      

 

（記録：小宮まゆみ） 


