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去る１０月３日に開催した第7回神奈川証言集会の第１部で証言していただいた、高

橋哲郎さんの「一発の弾も撃たなかった元兵士の戦犯の体験」については前号(第13号

支部情報)で報告しました。 

第2部での明治学院大学専任講師張宏波さんの講演についても、文章の整理が整いま

したので、以下の通り報告します。 

張宏波さんには「戦犯管理所の元職員は日本をどう見ているのか？」と題してお話し

をしていただきました。張宏波さんはこの夏に戦犯管理所を訪れて、管理所の元職員の

方々と話し合ってこられました。元職員の方々から貴重な提起があり、あらためて「受

け継ぐ」ことの重さを考えさせられるお話しでした。 

 

 

「戦犯管理所の職員はいま日本をどう見ているのか」 
2009年10月3日 於：かながわ県民センター 

 

最初に、簡単に自己紹介をさせて頂

きます。 

張宏波と申します。私は1994年に初
めて来日し、1年間滞在しました。そ

の後、中国へ戻って留学生の身分で再

来日したのが96年でした。ですので、

日本での生活は早や14年間というこ

とになります。 

一橋大学大学院の博士課程のとき

の研究テーマは、「戦後の中国と日本

との関係について」でした。大きな戦

争が終わって、その二つの隣国が、い

かに新しい関係を築いていくのか、新

しい世界秩序の中でどのような位置

取りをしようとしたのか、そういう段

階の日中関係に興味を持ち、勉強して

きました。 

 特に、戦後初期の日中関係が形成さ

れる過程で、日本の元軍人も含めて、

日本の保守勢力と中国・蒋介石国民党

との連携が模索されるなかで52年の

日華平和条約締結に至り、さらに72年

の中国との国交回復を迎えたと考え

まして、今も調査研究活動を行ってい

ます。 

 

「山西残留」に関心を持ち 
 その中で、私が今日の話と関係のあ

るテーマに出会ったのは「山西残留」
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のことです。敗戦後、中央レベルでは、

岡村寧次大将（「支那派遣軍」総司令

官）のもと数百名もの日本軍の参謀た

ちが、蒋介石政権の国防部で国民党軍

の参謀となって中国の内戦にかかわ

っていました。その後、地方で典型的

な反共連携の形をなしたのが「山西残

留」でした。2600人もの日本軍の軍人

たちが山西省に残って、閻錫山という

国民党軍配下の軍隊と連携して共産

党軍と戦いました。 

 1949年に共産党軍に包囲されて太

原が陥落しました。そこでこの軍人た

ちは捕虜になり、収容されました。そ

の中の一部の人がその後、太原戦犯管

理所に収容されました。それ以外の大

半の関係者は「西陵農場」というとこ

ろに移されて、撫順戦犯管理所とよく

似た学習中心の体験をされていて、

1953年から54年にかけて日本国内に

引揚げました。 

 太原戦犯管理所に収容されたのは

140名でした。その方々は今日、お話

しになった高橋哲郎さんとほぼ同様
の体験をされました。太原で「改造」

教育を受けて供述書を書き、自分の罪

と向き合って「認罪」するようになり、

56年に撫順組と同じような裁判を経

て、9名を除いて起訴免除となって帰

国しました。残った9名はその後、撫

順戦犯管理所に移され、45名の戦犯が

一緒に収容されました。その後、順次

釈放されて、最後に残った戦犯も64年

4月に日本に帰国しました。 

 こうしたことを調べているうちに

私は、中国政府の戦犯「改造政策」に

興味を持つようになりました。ここ3

年半の間、主に太原戦犯管理所を体験

された方々を訪ねて話を聞いていま

す。 

 中国の戦犯政策についてはその中

で勉強したわけですが、当時は新中国

が成立したばかりで、高い理念を掲げ

て諸外国との関係を構築しようとし

ていました。日本人戦犯に対しても平

和主義の理念をもって人道的で、寛大

な政策をとりました。 

 私は戦後生まれですので、もちろん

戦争体験はありません。「それでも」

というべきか「しかし」というべきか

分かりませんが、どうしてこのような

政策を実行できたのか、まず不思議で

もあり、理解しがたいところもありま

した。 

 そこで、当時収容された皆さんがそ

のことについてどのように思ってい

るのか、また戦後の日本社会の中でこ

のことはどれくらい知られていて、ど

のように受け止められているのか、と

いうことに興味を持ちました。 

 

「平和な国」への留学が 
 今日の集会の最初に松山さんが紹

介して下さいました、月刊誌『自然と

人間』(2005年12月号)に掲載されてい

ますが、私は中国にいたときには日本

に対して、大変いいイメージを持って

いました。45年8月の敗戦で日本は占

領されて、民主化されました。そして

平和憲法をもった平和な国に変った。

その上、勤勉な日本の皆さんが、たい
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へんすばらしい新しい国を作った。戦

後、どこの国とも直接戦争はしていな

いし、教育のレベルも高く、国民の生

活も大変豊かだ。戦後50年間でこんな

に素晴らしい国を築いた、と中国にい

るときは思っていました。 

 ちなみに、日本国内で近年言われて

いる「愛国主義教育」ですが、そのよ

うな教育を私は受けていません。私の

受けた教育では、あの戦争はもちろん

日本の侵略であり、三光作戦などの残

虐行為もいっぱいあった、私は東北の

生まれですから、その地域には万人坑

があちらこちらにあることも教えら

れました。これは中国にとっては「歴

史の事実」ですので、愛国主義的でも

なんでもありません。日本の教科書が

「広島・長崎」を記すのと同じことで

す。 

歴史の授業のなかでそうした勉強

をしましたが、それは戦時中のことで、

今の日本はちがう、現在は平和な国で

先に述べたとおり発展してきた、と教

えられていました。 

 

疑問が膨らんで 
 こうしたことから、日本に来る前は、

私は日本に対して大変いいイメージ

をもっていました。戦争の時代とは違

った平和な国に変ったというイメー

ジで、希望をもって日本へ留学に来ま

した。ただ、留学生活のなかで日本社

会の現実を見るようになり、はたして

国民の皆さんが言われるような平和

主義に徹している国なのか、と日本に

来てから疑問を大きく持つようにな

りました。 

 この点はその後、自分の研究課題と

も関連するようになりまして、日本社

会の戦争認識というものをどのよう

に理解すればいいのか考えるように

なりました。歴史認識をめぐっては、

中日間で歴史認識もかなり異なると

ころがあり、両国国民の感情的な対立

も近年非常に高まっています。今年の

世論調査によると、日本国民の4分の3

の人が中国に対していいイメージを

持っていない、という結果がこの夏の

新聞に出ていました。私にとって衝撃

的な数字でした。 

 平和な生活をしている皆さんが、ど

うして中国のことをこんなに良くな

いと思っているのか、と悲しい気持ち

になります。感情的対立をともなって、

歴史認識や戦争責任についての認識

が対立しているのを何度も見ている

うちに、研究の中で出会った中帰連の

皆さん方の体験は非常に大切なもの

なのだと、つくづく感じるようになり

ました。 

このような問題意識を持って、中帰

連のおじいさんたちへの聴き取りを

進めております。おじいさん自身の経

験を聴き取るだけでなく、そうした経

験をした方々が、戦後の、そして現在

の日本社会にどのように向き合って

おられるのか、ということについても

お考えをお聞きしてきました。これと

同様の問題意識から、この夏、撫順戦

犯管理所の元職員の方たちにもお話

を聞いてまいりました。 
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＜ここからは、インタビュー時の映像

を見ながら＞ 

 

罪を許したわけではない 
 今日のテーマは「戦犯管理所の職員

はいま日本をどう見ているのか」です

が、お配りした資料の中に今回聞き取

りをした3人の方の簡単な紹介があり

ますのでご覧ください。 

最初に、趙毓英さんの話をご紹介し
ます。お話は長時間にわたるものでし

たので、その一番大事なところ、日本

の皆さんと共有したい箇所について

は、概要をプリントにまとめておきま

した。 

政府は侵略者に対する恨みを断ち切

るために人道的政策をとった。私たち

個々人は現場で実際の政策遂行を担当

したが、若かったから足りないところが

たくさんあった。私は看護婦になるため

の教育を受け、専門知識を身につけてい

たから、新中国の建設が始まったばかり

の段階だった当時、それを活かす場はた

くさんあった。ところが、よりによって、

何回殺しても殺し足りない「鬼」たちの

ために、その知識や技術を使わないとい

けないというのは、最初はとても残念だ

った。周りの人も同じような思いをして

いた。元戦犯の方々がいつも私たちに感

謝を示して下さるが、それは個人ではな

く政府に対して示してほしい。実際、当

時の私たちは半信半疑のところがあっ

た。政府の決定に従ってはいたが、「鬼」

たちを変えられるのか、疑問がないわけ

ではなかった。入所当時は反抗・反発が

続いたし、悪いことばかりしていた「鬼」

だったから。「人間」になったので許し

たわけで、彼らが「したこと」は決して

許せないこと。「人間のすること」では

なかったから。 

 

 管理所は「日本鬼子」を許したとい

うような表現がよく使われますが、許

したのは「人間」であって「犯罪その

もの」や「罪」ではない、という点を

強調されていました。 

 

職員たちの努力の結果とし

ての「認罪」 
その後、8月下旬にもう一度、撫順

戦犯管理所を訪れまして、劉家常さん
という、1960年に戦犯管理所の職員に

なった方（起訴免除の戦犯たちが帰国

した後で、45名の有期刑戦犯だけが残

っていた）にお会いしました。先ほど

の趙毓英さんよりお若い方です。雑誌

『季刊 中帰連』の34号～36号には、

劉家常さんへのインタビューをまと

めた記事が載っていますので、参考に

なさって下さい。 

 劉家常さんのお話についても、概要

をプリントにまとめておきました。 

寛大政策そのものは正しい政策だっ

た。今でも誇りに思っている。60年以降

は自然災害などが続いて厳しい状況に

あるなかで、戦犯には変わることなく高

い水準の待遇を維持し、しかも優秀な幹
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部を配置して彼らが本当に認罪・反省で

きるようにしていた。このようなことは

どこの国を見てもできないこと。当時の

幹部たちは献身的に教育に取り組んで

いた。政策も素晴らしかったが、幹部た

ちの努力も素晴らしかった。それがなけ

れば、よい政策があっても成功しなかっ

た。感情の面からいえば、やはり納得で

きないことはあった。たとえば、災害が

続いて私たちは食べる物もないのに、戦

犯の食事だけはそれまで通り確保して

いた〔『中帰連』34号には、職員たちは

食べ物がなく野良猫まで食べていたと

ある〕。受け継ぐ会のみなさんには、こ

うした歴史をもっと勉強してもらいた

い。 

 

 自分の仕事に誇りを持っていると

いう劉家常さんは、日本人戦犯教育に

関する論考や書籍をいくつも出して

います。たとえば『日本・偽満州国・

蒋介石関係者の戦犯改造の記録』（中

国語書籍）という本を書いておられま

す。彼は、当時の自分たちの努力は並

のものではなかった、自分たちの努力、

自分たちの苦労があった結果、日本人

の戦犯たちが変わったという要素も

あると考えている、と言っておられま

した。 

 戦後日本社会において、中帰連によ

る戦争反省の表明、またその平和運動

が大変突出したものであることは、管

理所の職員の方々ももちろん知って

おられまして、だからこそ自分たちの

仕事はすばらしい仕事だったと、今で

も誇りに思っていると言っておられ

ます。 

 一方で、国は戦争を反省しようとは

してしない、誠意を持って謝罪すると

いうところまではまだほど遠い、とい

う日本の現状の中で、中帰連の皆さん

が数十年間も活動してこられました。

その後を継ぐというすばらしい戦後

世代の方々の存在も彼は知っていて、

高く評価しておられます。 

 

日本社会の戦争認識は？ 
とはいえ、今の日本社会を見ると、

戦時中の日本軍の中国での犯罪事実

についてまだまだ知られていないの

ではないか、知られていないから日本

社会の戦争記述が今も教科書問題に

繋がったり、靖国神社参拝に総理大臣

だけでなく、閣僚や国会議員らが頻繁

に参拝したりするのではないか。そん

な日本社会の現実をみると、中帰連の

「経験」がどのように日本社会に生か

されているのか分からない、そのこと

を思うと大変残念に思っている、受け

継ぐ会の皆さんはいまどういう活動

をされているのだろうか、とおっしゃ

っていました。ここ数年間は様子が見

えてこないところがあるのではない

だろうか、とも語っておられました。

以上が劉家常さんのお話でした。 

 

現在の右傾化を管理所職員

はどう考えているか 
さて、次の映像は、皆さんの中にも
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ご存知の方が多いと思いますが、金

源・元戦犯管理所長の奥さまの鄭英順
さんです。8月28日と30日に北京のご

自宅にお邪魔してお話を伺いました。

今の場面は写真家の新井利男さんの

お仕事についてのお話でした。先ほど

松山さんから『侵略の証言』（岩波書

店）という本が紹介されましたが、撫

順戦犯管理所で書かれた戦犯の供述

書を中国から最初に持ち帰った人が

新井さん（故新井利男さん：写真家）で

した。その新井さんの取材や資料収集

に協力して、金源さんが中国各地を案

内されたそうです。新井さんが、金源

さんのご自宅に10日間くらい宿泊し

て、鄭さんの料理でもてなして、仕事

に必要なことは何でも鄭さんと金源

さんが最大限に協力して手伝わせて

もらったよ、という場面でした。 

鄭さんには戦犯管理所勤務当時の

体験やその時の思いについても聞か

せてもらいました。そのなかで一番大

事な部分はこれも要約してプリント

に掲載しました。 

戦犯たちが行ってきたことを考えれ

ば、本来は許されるべきではなかった。

みんな戦争犯罪者だったのだから。それ

が分からなければ中国側の努力も理解

できない。戦犯たちの「反省」「改造」

とは何だったのか、「認罪」に至るまで、

中国人職員がいかに苦労と努力をした

のか理解できない。どうやって認罪した

のかを理解したうえで、日本社会に、と

くに若者に広く強く伝えてほしい。 

受け継ぐ会がどういう活動をしてい

るのか、最近はなかなか見えてこない。

認罪過程をもっと詳細に勉強し、理解を

深めていけば、自分たちの活動にもっと

繋がるのではないか。中帰連は認罪して

証言しているから素晴らしい、というこ

とが強調されているが、それは認罪の一

つの側面でしかないのではないか。 

 

 この話については、私も自分の中で

どのように理解すべきなのか、すごく

苦労しました。今でも充分に理解でき

たという自信はありません。 

ただ、鄭さんと劉家常さんの話をよ

く考えてみると、日本社会の中では8

月だけではなく、春も秋も日本の政治

家が堂々と靖国神社を参拝している、

最近は歴史教科書から「従軍慰安婦」

という記述も消えている、東京裁判を

否定する映画も大々的に上映されて

いて「東條英機は平和主義者だった」

と喧伝されている、日本社会はどうな

っているのか、と中国でも報道されて

います。管理所の元職員たちもそのよ

うなことを知って、ある意味でショッ

クを受けておられるのではないかと

思われます。 

 戦争が終わって、その直後には、中

国人民政府は戦犯の裁判を行うこと

ができませんでした。1956年のBC級戦

犯裁判では、死刑、無期刑を一人も出

さず、45名の有期刑しか出さなかった、

それも大半が刑期満了前に釈放され

ましたし、その他の1000人ほどの皆さ

んには起訴免除という寛大な措置を

とった。にもかかわらず、50年、60年

経ったあとの日本社会の戦争認識は

この程度のものなのか、と管理所の皆
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さんが感じておられるように私は理

解しています。 

「認罪」の精神を「受け継ぐ」

には 
だとすれば、中国で戦争を経験し、

その後に寛大な教育を受けた中帰連

の皆さんの活動と、その中帰連の反省

の精神、認罪の精神を受け継ぐという

会の皆さんの活動の内容として、具体

的にはどういう取り組みをすべきな

のかおおよその方向性は見えてくる

のに、職員の皆さんからすると、そう

いう方向での取り組みが十分に行わ

れているのか、その存在意義がまだま

だ日本のなかで埋もれてしまってい

るのではないか、と感じておられるの

だと思います。 

中帰連の皆さんの戦時中の体験、戦

後の反省がもっと日本社会に伝わっ

ていれば、今のような日本社会の歴史

認識、東京裁判を否定するような風潮

がここまでひどくはならなかったの

ではないかという考えが、鄭さんたち

の中にあるのではないかと私は理解

しています。 

 もちろんこのことは、受け継ぐ会の

皆さんに対してだけではなく、私のよ

うに、あの戦争をめぐる中国と日本と

の関係を日本で勉強している者への

メッセージでもあると思いますし、中

帰連や受け継ぐ会という勢力だけで

すべてできることではないというの

も事実です。 

 こうしたお話を聞くなかで、中帰連

の皆さんの思いを受け継ごうという

ことは、また管理所職員の皆さんの思

いをも受け継ぐということでないと

いけないのではないか、と考えていま

す。また、彼らの思いをどのように自

分の生き方、自分の活動に生かしてい

くのか、そういうことをずいぶん考え

させていただきました。もちろん、私

の中でも消化しきれていない部分が

たくさんあります。それでも、自分の

聞いてきた大事な話の中から、認識が

まだ浅いかもしれませんけれども、ま

た正確ではない部分もあるかもしれ

ませんが、この場で率直に考えるとこ

ろを話させていただければと思いま

す。 

 

受け継ぐのは「認罪の結果」

だけではない 
 簡単に言えば、元職員たちが主張し

ておられるのは、受け継ぐのは認罪の

「結果」だけではなく、認罪の「過程」

そのものなのだ、ということではない

かと思っています。 

高橋さんのお話にもありましたよ

うに、当時はみんな「お国のために」

と思って生きていた。優秀な大和民族

が劣等で遅れた中国を変えていく、

「五族協和」や「大東亜共栄圏」とい

う理想を掲げて良い制度を中国へ持

って行って、日本を中心とする「素晴

らしき亜細亜」を創ろう、みんなそう

信じて渡ったのだと思います。最初か

ら自分は悪いことをするために中国
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へ来たと思う人はほとんどいなかっ

たと思います。正しいことのためにと

思って中国にわたって、その中で実際

にやっていくとうまくいかないこと

もあった。反抗され、抵抗にあうこと

もあった。それでも「お国のため」に

やっていく、そういうことで挙げ句の

果ては「三光作戦」までやったりした

んだと思います。 

 しかし、「当たり前」だと思ってい

たことが、実際には「間違い」だった。

その「間違い」を軍人や官吏らが認識

するに至ったのが、撫順戦犯管理所と

太原戦犯管理所でした。今の平和な社

会に生きている私たちにとっても同

様で、「当たり前」だと思っているこ

とが、立場を変えてみれば「間違い」

である可能性もあります。 

元戦犯たちの「体験」を勉強した以

上は、自分の今の生き方、自分の周り

の環境についてそう考えるようにし

ています。自分が正しいと思っていた

ことが必ずしも正しいとは限らない、

常にその意識を持っていてはじめて

反省ができる、間違いがあったことに

気がつくことができる。この思いがな

ければ、正しい、当たり前だと思って

しまって、そのままでやはり何も気が

つかずに再び戦争に行ったり、戦場で

犯罪に手を染めたりすることになり

かねない。何度繰り返しても、もしそ

うした認識を持っていなければ、また

同じことをしてしまう可能性を誰も

否定できないと思います。 

 「認罪」「反省」がどのように行わ

れたのかを理解し、それを現在の自分

の生き方の「反省」に繋げていくこと、

これは大変大きな課題だと思ってい

ます。一生かかって成し遂げる課題だ、

と仰っていた中帰連のおじいさんも

いらっしゃいます。理解しているつも

りでも、理解が足りないことがあるか

もしれません。受け継いでいこうと強

い意志をもって活動しておられる方

はたくさんおられますが、その中で私

にとって衝撃的なことが、実は今年の

春にありました。 

 

被害者が受け入れる「和解」

とは何か 
 私は「受け継ぐ会」のメーリングリ

ストに入らせていただいています。研

究との関連もあって、中帰連の反省を

受け継ごうとする皆さんの活動に深

い興味を持つようになりました。 

 今年の2月から3月にかけて、そのメ

ーリングリストで「花岡和解」に関す

る議論が展開されました。「花岡事件」

については御存知の方も多いと思い

ますが、戦時中、約1000人の中国人が

秋田県の花岡鉱山に強制連行され、奴

隷労働を強いられました。 

しかし、虐待・虐殺や飢餓によって

400名以上もの中国人が死亡しました。

その謝罪と責任を求める裁判が10年

以上の取り組みを経て2000年に「和

解」という形でまとまりました。本当

に被害者と加害者が「和解」したので

あれば、それは素晴らしいことです。

日本では「画期的な和解」と報じられ
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ました。 

しかしながら、「花岡和解」は非常

に複雑な経過を辿りました。今日の参

加者の皆さんで、どのくらいの方がメ

ーリングリストに入っておられるか

わかりませんが、その複雑な経過をご

存知ないとしても、まず「和解」その

ものの内容を見た方はどのようにお

考えになったでしょうか。 

日本の加害企業である鹿島建設が

誠意をもって「和解」を成立させたと

判断できるかどうか、中帰連の精神に

学ぶみなさんであればたちどころに

理解されるものと考えておりました。 

なぜなら、「和解」とはいいながら、

鹿島は強制連行・強制労働を行ったこ

との「法的責任を認めない」「謝罪は

曖昧」「お金を出しても“賠償金”で

はなく“慰霊金”」「加害の事実を展示

する記念館の建設は拒否」となってい

るからです。 

 詳細は省きますが、これらのことが

本当に「謝罪」したのかどうか分から

ない曖昧でややこしい文言でまとめ

られています。管理所での戦犯の明確

な反省・謝罪とは対極です。そのよう

な「和解」を、中国人被害者たちは受

け入れられるでしょうか。日本側の支

援者のなかには、日本社会の厳しい現

状を考えれば、本当に謝ったのかどう

か、責任を認めたのかどうか分かりに

くい「和解」に終わっても、「仕方が

なかった」と考えている人もいます。

しかし、被害者に面と向かって「仕方

がなかった」という説明ができるでし

ょうか。実際に、日本では画期的とも

てはやされたこの「和解」を拒否し続

けている中国人原告がいるのです。 

「仕方がなかった」で「謝罪」

になるのか？ 
こうした「和解」とは言い難い側面

をもち、「和解」の受け入れを拒否す

る被害者がいるのも十分に理解でき

るのが花岡「和解」の現実なのです。

だが、受け継ぐ会の中にも「この程度

の謝罪や責任の取り方になったのは

仕方がない」として評価する声が少な

くないことを知りました。少し疑問を

投げかけて議論もしましたが、根本的

なところですれ違っている印象を持

ちました。そうした状況を目の当たり

にして、中帰連の皆さんが中国の戦場

で行った犯罪や、その後の管理所での

反省について、本当に理解されている

のだろうかと、疑問を持つようになり

ました。 

 というのは、元戦犯たちは管理所入

所直後、張り紙に「戦犯」の文字があ

るのを見て激しく反発したというエ

ピソードがありました。戦争犯罪に手

を染めたのは上官から命令されたか

らであって、自分から好んでやったわ

けではない、という考えを多くの元戦

犯が持っていたのでしょう。そうであ

っても中国の被害者の立場から見た

らどうなのか。そのことに数年間の時

間をかけてようやく気付くようにな

っていきました。花岡事件の一部の被

害者が、このような「和解」を受け入

れないのも同じ構図ではないかと思
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います。 

 日本の鹿島という加害企業が、「和

解」といいながらも加害の事実を認め

ようとしない。誠意をもって謝罪しよ

うとはしない。それを「仕方がないか

ら」と言って受け入れたことを良しと

するのであれば、中帰連の皆さんは認

罪しなくてもよかったことになりま

す。三光政策だって上官からの命令で

「仕方がなかった」といえるからです。 

 いまの日本社会の現状では、加害企

業が責任を認めるところまで期待で

きないから、曖昧な謝罪であっても、

被害者の求めている和解の内実に達

していなくても、それは仕方がない、

――普通の日本の皆さんがそう思っ

ているのならそれこそ「仕方ない」の

かな、と思わないでもありません。し

かし、「受け継ぐ会」の皆さんの中に

も同じような考えを持っておられる

方がいることをメーリングリストで

の議論を通じて知り、私としては「ち

ょっとどうかなぁ」と疑問を持ってし

まいました。 

 中帰連の方々が管理所で行った「認

罪」というのは、曖昧さを排した誠心

誠意からのものでした。だからこそ、

何百人・何千人もの中国人を殺した軍

人、何百人も拷問して殺害した憲兵と

いった絶対に許せない戦犯たちを許

す余地が生まれたわけです。曖昧なこ

とを言ったり、言い訳をしたりしてい

るうちは、その「認罪」は決して受け

入れられることはなかった。これはみ

なさんがよく御存知の、管理所での

「認罪運動」での過程です。だとすれ

ば、花岡「和解」で行われたような曖

昧極まる謝罪や責任を、強制連行で瀕

死の虐待を受けた被害者が受け入れ

られるのか、こういう曖昧な謝罪でい

いのか、そこに想像力が及ばない原因

は何なのでしょうか。 

 

「認罪の過程」も受け継ぐ 
このことについて、私は山東省で59

師団に所属して強制連行に加担した

中帰連の小山一郎さんの話を聞いた

ことがあります。彼は確かに、花岡訴

訟の詳しい過程をすべて知っておら

れたわけではありません。だけれども、

この和解の内容、和解条項についてお

聞きになってすぐに、「それは謝罪し

ていない、謝罪とは認められない」と

はっきり仰いました。あの「認罪」を

経験された方の判断はきわめて明瞭

でした。 

 私の中では、戦犯管理所での認罪、

反省とは何だったのかについて、その

本質を理解していれば、小山さんのよ

うな判断に辿り着くのが当たり前だ

と思っております。ましてや、管理所

での認罪は「宗教や精神の世界の出来

事」であって「現実とは関係がない」

という意見まで出たのは驚きという

か、絶句しました。 

 「中帰連」の方々と「受け継ぐ会」

の方々の認識とのギャップは何に由

来するのでしょうか。難しい問いです

が、それこそ「認罪の過程」と「認罪

の結果」のギャップではないでしょう

か。認罪の過程で中国人職員を相手に
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して直接反省、認罪した中帰連の方々

にとって、被害者が受け入れる認罪こ

そが、「認罪」の条件を備えるものだ

ったのです。そして、そういう認罪を

しなければと思うようになったのは、

殺しても殺し足りないような戦犯た

ちを全力で教育してくれた中国人職

員の努力に接したからでした。もう少

し正確にいえば、中国人職員たちが自

身の激情に耐えて努力しないかぎり、

寛大な姿勢で日本人を教育したりは

できないことに気付けるようにまで

なったからこそ、認罪が始まったとい

った方がよいかもしれません。3人の

管理所の元職員たちが強調されたの

はまさにこの点ではないでしょうか。 

こうした問題意識をもっていまし

たので、松山さんから今回のお話を頂

いたとき、元職員から聞いたことをぜ

ひ皆さんにご紹介したいと思った次

第です。 

管理所の職員たちは、反省した「人」

を許したのであって、「罪」を許した

のではありませんでした。「罪」は消

えないが、言い訳も曖昧さもない真摯

な謝罪を行ったが故に「人」は許した

のだというのが、管理所の元職員のメ

ッセージでした。強制連行被害者もき

っと同じように、日本人のことを見て

いることでしょう。 

 今日はここまでにして、皆さんから

多くの意見をいただきたいと思いま

す。 

*    ＊    *           

 

 司会 
 今のお話の中で私自身もそうです

が、耳の痛い思いをされた方もいると

思います。私たちは中帰連の精神を受

け継いで、何とかその精神を後世に伝

えたいと考えてそれぞれ一生懸命に

やっています。しかし、本当の意味で

認罪、反省のことを心底から、過程を

含めて理解をしているのか、という厳

しい指摘がありました。今までもこの

ような問題の議論や提起については、

十分に私たちも勉強してこなかった

なあという気持ちを改めて考えさせ

られました。私たちにとって耳の痛い

話ではありますが、貴重なお話でした。

ありがとうございました。 

 

 ＜その後の質疑でも貴重なお話がありました

が、機会を改めて報告したいと考えています。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川証言集会のお知らせ（「市民活動フェア２０１０」参加企画） 
かながわ県民センター304（ＪＲ横浜駅西口、きた西口より徒歩３分・ヨドバシカメラ裏） 

 

3月13日(土) 13時から「「山西残留」は軍命であった」 
証言者：稲葉績さん（「山西省残留」体験者:８６才） 

            解説者：石田隆至・張宏波さん 

3月14日(日) 13時から「監獄が自己改造の学校であった」（撫順戦犯管理所の体験） 

証言者：絵鳩毅さん（元中国帰還者連絡会会員:９６才） 

＊両日とも、午前中は１０：３０から中帰連の方々の体験にもとづくビデオを上映します。 
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＜第７回証言集会配布資料より＞ 

 

 

張 宏波（ちゃん・ほんぼ）さんプロフィール 

 

中国吉林省生まれ。一橋大学大学院を経て、関西学院大学、明治学院大学で

おもに中国語の教員として大学教育に携わり、現在に至る。 

 

おもな研究テーマは、戦後の日中関係。戦争責任を回避しようとする日本の

原点を、蒋介石勢力との反共連携に見出そうとしている。 

この点については、『季刊 中帰連』第30号（2004年9月）に「『戦争責任』

問題の出発点――戦後中日関係の原点から」を発表。 

 

また、その一環で、太原戦犯管理所に収容された戦犯が関与した「山西残留」

についても研究し、「日本軍の山西残留に見る戦後初期中日関係の形成」『一

橋論叢』第134巻2号（2005年8月）を発表した。 

 

その後、占領・講和期の対中国関係については、「在台北海外事務所の開設

をめぐる日本外交の主体性――国民政府外交档案からみた戦後初期日中関係

の形成――」『PRIME』30号（2009年3月）を発表。 

 

日本の戦後処理には、戦争責任を曖昧にする姿勢が現在も刻印されている。

その典型例として花岡「和解」を取りあげて検討したのが、「花岡訴訟『和解』

の問題点――日本的戦後処理の再生産」『戦争責任研究』34号（2001年12月）。 

 

なお、今月、明治学院大学国際平和研究所の『PRIME』という雑誌に、太原

組の元戦犯・森原一氏へのインタビューに基づいた共著論文（「加害の語りと

日中戦後和解――被害者が受け入れる反省とは何か――」）を発表。 

 

今後も元戦犯への聴き取り調査の成果を発表予定。 

 

一方で、戦争責任問題に関する会議や戦後補償裁判などで通訳も担当。中帰

連関係では、731部隊関係の篠塚良雄さん、元軍医の湯浅謙さんなどの通訳も

担当した。 
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