
 
「神戸港における戦時下朝鮮人･中国人強制連行を調査する会」 
 の記録        飛田雄一 （『むくげ通信』288号、2018年 5月 27日より） 
 
 

調査のきっかけ、調査する会のスタート 

 

 神戸港の強制連行に関する調査は、1993 年 3 月

19 日の「神戸・南京をむすぶ会」（以下、むすぶ会）

主催の講演会「大阪における中国人強制連行」（櫻井

秀一さん）から始まった。この講演会を契機に神戸

の中国人強制連行について調査しようということに

なったのである。 

 さっそく東京の華僑総会に出向き、所蔵されてい

るいわゆる神戸港の「事業場報告書」（日本港運業会

神戸華工管理事務所・神戸船舶荷役株式会社『華人

労務者就労顛末報告書』1946.3）を入手した。これ

を読み込み分析することから始まるが、複数のコピ

ーをつくるより復刻版を出版した方がいいだろうと

いうことになり出版した。以下の本だ。 

復刻版／神戸港における中国人強制連行資料／日本

港運業界神戸華工管理事務所・神戸船舶荷役株式会

社『昭和二十一年三月 華人労務者就労顛末報告書』

（1999.6.30、神戸・南京をむすぶ会刊、2000 円）

（＊在庫有り。特価 1000 円で販売します。希望者

には 2000 円をむくげの会の郵便振替まで、送料は

会負担でお送りします。） 

 

 

 また一方で、兵庫県は朝鮮人強制連行の調査活動

については、兵庫朝鮮関係研究会、朝鮮人強制連行

真相調査団、むくげの会、神戸学生青年センターな

どによって調査活動が活発な地域といわれていたが、

これらのグループの中でも神戸港を中心とした朝鮮

人強制連行の調査を深める必要性が以前より指摘さ

れていた。 

 神戸港における中国人強制連行の調査とあわせて

朝鮮人強制連行の調査を合同でおこなうことの意味

を互いに確認し、「神戸港における戦時下朝鮮人･中

国人強制連行を調査する会」（以下、調査する会）の

結成にいたったのである。会は、安井三吉（神戸大

学教授）、徐根植（兵庫朝鮮関係研究会代表）、林伯

耀（神戸・南京をむすぶ会運営委員）、飛田雄一（神

戸学生青年センター館長）が呼びかけ人となり、何

回かの会合が開かれてのち、1998 年 10 月 14 日に

正式発足した。 

 設立時の参加団体は、以下のとおりである。 

 神戸・南京をむすぶ会／神戸華僑総会／神戸電鉄

敷設工事朝鮮人犠牲者を調査し追悼する会／(財)神

戸学生青年センター／兵庫県在日外国人教育研究協

議会／兵庫県朝鮮人強制連行真相調査団（朝鮮人側）

／兵庫県在日外国人保護者の会／兵庫朝鮮関係研究

会／(社)兵庫部落解放研究所／在日本大韓民国民団

兵庫地方本部権益擁護委員会／在日コリアン人権協

会・兵庫／在日研究フォーラム／在日朝鮮人運動史

研究会関西部会／在日韓国学生同盟兵庫県本部／在

日韓国青年連合兵庫地方協議会／自立労働組合連合

タカラブネ労働組合神戸支部／日本中国友好協会兵

庫県連合会／むくげの会／旅日華僑中日交流促進会

／大阪人権歴史資料館 

 また、参加団体の代表および個人で調査する会に

加わった個人もメンバーで運営委員会をつくり毎月

１回の運営委員会がもたれたが、2003 年 5 月段階

での運営委員は以下のとおりである。（肩書は当時の

もの） 

 安致源（兵庫県朝鮮人強制連行真相調査団・朝鮮

人側）／林昌利（在日韓国青年連合尼崎支部）／上

田雅美（日本中国友好協会兵庫県連合会）／金慶海

（兵庫朝鮮関係研究会）／小松敏郎（神戸電鉄敷設

工事朝鮮人犠牲者を調査し追悼する会）／佐藤加恵

（神戸・南京をむすぶ会）／申点粉（兵庫県在日外

国人保護者の会）／徐元洙（兵庫朝鮮関係研究会）

／徐根植（兵庫朝鮮関係研究会）／孫敏男（兵庫在

日外国人人権協会）／高木伸夫（在日朝鮮人運動史

研究会関西部会）／徳富幹生（神戸電鉄敷設工事朝

鮮人犠牲者を調査し追悼する会）／中田敦子（神戸

空襲を記録する会）／朴明子（個人）／飛田雄一（神

戸学生青年センター）／平田典子（個人）／古川雅

基（在韓軍人・軍属裁判を支援する会）／黄光男（兵

庫在日外国人人権協会）／福井新（オリニの会）／

堀内稔（むくげの会）／溝田彰（撫順の奇蹟を受け

継ぐ会）／宮内陽子（兵庫県在日外国人教育研究協

議会）／村田壮一（神戸・南京をむすぶ会）／門永



秀次（神戸・南京をむすぶ会）／安井三吉（神戸大

学）／梁相鎮（兵庫県朝鮮人強制連行真相調査団・

朝鮮人側）／吉澤惠次（自主学習団体ふきのとう）

／李相泰（在日研究フォーラム）／林伯耀（旅日華

僑中日交流促進会） 

 

朝鮮人班、中国人班、連合国軍捕虜班の活動 

 

 調査する会は朝鮮人、中国人、連合国軍捕虜の三

つのグループがそれぞれに調査したが、それぞれの

グループの調査は後掲明石書店の本の「活動の記録」

によると以下のとおりである。 

■ 

１．中国人強制連行の調査 

 先に述べた神戸港の『事業場報告書』を分析し、他の資料

と照らし合わせての確認作業、寄宿舎跡等の神戸市内におけ

る現地調査が、スタートしその成果は運営委員会等で適宜報

告された。調査する会の準備期間であった 1999 年 7 月に

は、神戸港に強制連行されたのち石川県の七尾港に移送され

た黄国明さんを「七尾中国人強制連行を調査する会」が中国

より招待されることを伺い、帰路神戸にも立ち寄っていただ

いた。私たちが、初めてお会いした強制連行を体験された「幸

存者」（中国では生存者のことをこう表現する）である。神

戸港、寄宿舎跡等をご案内したが、神戸港が変貌したことお

よび当時労働だけの生活を強いられたため労働現場と寄宿

舎以外の状況をよく把握していないということから、当時の

記憶を充分に呼び起こすことはできなかった。しかし、寄宿

舎から前を通る列車に手を振ると手を振り返してくれる人

がいたこと、その寄宿舎に事業所報告書の記録どおりに中庭

があったことなどを思いだしてくださった。その他、粗末な

食事のことなど私たちの初期の活動に具体的なイメージを

与えてくださった。調査活動の可能性が見えてきたという体

験をさせていただいたと思う。その後、強制連行された中国

人 996 名分のうち事業所報告書に載っている 786 名の名

簿を神戸大学安井研究室の学生・斉藤俊博さんがコンピュー

タ入力してくださったものを利用し、幸存者捜しを行なった。 

翌 2000 年 8 月には、調査する会は第１回目の中国現地

調査を行なった。安井三吉代表と村田壮一運営委員がそれに

参加した。中国の北京中国抗日戦争史研究会等の機関や、同

年７月に神戸にも来てくださった父親が大阪港に強制連行

された民間研究者・張忠杰さんらの協力を得て幸存者にもお

会いすることができた。翌 2001 年にも第２回中国現地調

査が行なわれ日本側からは安井三吉代表が参加した。この２

回にわたる現地調査の成果も本書に収録されている。 

 

２．朝鮮人強制連行の調査 

 朝鮮人強制連行については、兵庫朝鮮関係研究会の徐根植、

金慶海、金英達（故人）、兵庫在日外国人人権協会の孫敏男

が中心となって行なわれた。兵庫県の朝鮮人強制連行に関し

ては幸いに１９４６年の厚生省調査による名簿が残ってお

り、その名簿を手がかりに神戸船舶荷役、川崎重工、三菱重

工に強制連行された朝鮮人の生存者調査を行なった。 

まず、中国人と同様に朝鮮人も強制連行した神戸船舶荷役株

式会社の１４８名分の名簿をもとに 2000 年 2 月に韓国の

面事務所に問い合せをおこない生存者を捜すことができた。

その生前者を訪ねて群山大学の金旻榮さんの協力を得なが

ら、孫敏男、金恩受が現地調査を行なった。三菱、川崎関係

の約 3800 名の名簿に関してはむくげの会の信長正義さん

にコンピュータ入力をお願いし、地方別に分類したのち一地

域から多くの朝鮮人が連行された地域にしぼって面事務所

等に問い合せを行ない、生存者を捜すことができた。2001

年 10月には当時韓国留学中であった在日韓国人・高正子さ

んの協力を得て孫敏男が２回目の現地調査を行なった。これ

らの調査報告も本書におさめられている。また、川崎重工業

に強制連行されて現在も兵庫県社町にお住まいの朴球會さ

んに当時の体験を伺う証言集会（2001年 12月 13日）も

開催した。 

 

３．連合軍捕虜の調査 

神戸で太平洋戦争の時期に連合軍捕虜がフィリピン等か

ら連れて来られ強制労働させられていたことは部分的には

知られていた。この連合軍捕虜の問題も少しずつ新しい事実

が判明してきた。運営委員の平田典子が毎月行なわれる運営

委員会で、その都度新しい事実を整理して報告し、運営委員

の中で共通の認識ができてきた。そして調査する会としては、

朝鮮人・中国人に続く第３番目の柱として連合軍捕虜の問題

に取り組むことにした。すでにこの問題を精力的に調査され

ている福林徹さんをお招きして講演会を開催したり（2002

年 6 月 13 日）、このテーマでフィールドワークを行なった

り（同年 10月 14日）した。これらの活動が新聞に報道さ

れ、更に新しい情報が寄せられるということもあった。福林

さんの講演会に新聞を見て参加された神戸市垂水区在住の

松本充司さん（85 歳）は、神戸警備隊に勤務していた時

（1944年）神戸市内の捕虜収容所等を担当されていた方で、

当時の状況を証言してくださった。そして、当時使用してい

た連合軍捕虜関係の神戸市内の地図（収容所、民間人抑留所、

重要軍需施設等を書き込んだもの。A３，４枚分、復刻版を

５００円で配布している）を提供してくださった。 

 2002 年 7 月には、現在の神戸市文書館南にあった捕虜

病院で父親が働いていたアメリカ人グラスマンさんが、東京

経由でその捕虜病院等を訪問されたことがあった。その病院

の日本人医師であった大橋さんがとても優しい人で、その元

捕虜はもう一度神戸を訪問し大橋さんにお会いしたいとい

う希望をもっておられたのである。本人は病気のため来日で

きなかったが息子が来神し、すでに亡くなられていた大橋さ

んの息子とお会いしたのである。 

またオーストラリア人の元捕虜・レインさんは、神戸等で

の捕虜体験記『夏は再びやってくる』を戦後出版されており、

それは今もホームページで見ることができる。そのレインさ

んと連絡をとることができた。2003 年 4 月 29 日、レイ

ンさん本人を神戸にお招きして講演会を開催する準備が整

えられたが、レインさんが体調を崩され実現はしなかった。



そのかわりに平田典子がオーストラリアにレインさんを訪

問し、5月 18日に面会を実現することができた。レインさ

んの『夏は再びやってくる』は、いま翻訳出版の作業が進め

られており今秋には出版の予定である。 

■ 

 いま正直に告白すると、実は連合国軍捕虜の調査

は、当初する予定はなかった。朝鮮人、中国人のみ

の調査をして発表するより、連合国軍捕虜を加えて

調査結果を発表したほうが日本社会でいいのではな

いかという「よこしま」な考えがあったのだ。結果

的にはそうではなかった。それぞれ強制労働を強い

られた朝鮮人、中国人、連合国軍捕虜は、比較しよ

うもなくそれぞれに苦難を強いられていたのである。 

 

本を３冊出しました 

 

 調査する会では最初から２冊の本の出版をめざし

ていた。一冊は調査活動の集大成の単行本、もう一

冊が中学校の副読本である。 

 単行本は、2004 年 1 月、調査する会編『神戸港

強制連行の記録―朝鮮人・中国人そして連合軍捕虜』

（2004.1、明石書店）として出版された。まさに集

大成的で、四六版、348 頁、4500 円+税という大部

な本だ。 

内容は、以下のようになっている。 

第一部 韓国・朝鮮 

第二部 中国 

第三部 連合軍捕虜 

第四部 活動の記録 

  

 

 副教材の方は、同年 2月、調査する会発行（発売・

みずのわ出版）で出された。『アジア・太平洋戦争と

神戸港－朝鮮人・中国人・連合国軍捕虜』宮内陽子

執筆 Ｂ5 版、32 頁の冊子だ。神戸市教育委員会に

働きかけを行ったが、残念ながら副読本として採用

されなかった。 

 この二冊の出版記念講演会が、2004年1月31日、

学生センターで開かれた。各執筆者の講演とともに

調査する会のメンバーであった朴明子さんの一人芝

居「柳行李の秘密」が上演された。 

 

 さらにもう一冊、調査活動の中で出版された。前

述の活動記録に紹介されているジョン・レイン著・

平田典子訳『夏は再びやってくる―戦時下の神戸・

オーストラリア兵捕虜の手記―』（神戸学生青年セン

ター出版部）である。Ａ5版、258 頁、1800 円+税。

シンガポールで日本軍にとらえられ神戸で捕虜生活

を送ったジョン・レインさんが日記をもとに体験記

を出版されたという情報をえたのである。本は絶版

となっていたが、インターネットにアップされてい

たものから本人の許可を得て、2004 年 3月に出版し

た。 

 同年 3 月 13 日、学生センターで出版記念講演会

が開かれた。訳者平田典子さんの講演のほかに、内

海愛子さんが「日本の捕虜政策」をテーマに講演さ

れている。そしてジョン・レインさんが病をおして

オーストラリアから来られて「神戸捕虜時代をふり

かえって」と題する講演をしてくださった。ジョン・

レインさんは、この出版記念会を契機に神戸に来ら

れ、旧神戸捕虜収容所（神戸市役所南、東遊園地西

の神戸港郵便局が含まれる一角）等をまわられた。

私が関空にお迎えにいったが、車中、「KAMIGUMI」

の看板に大きく反応され、「KAMIGUMI」で働かされ

たのだといわれていたのが印象に残っている。 

 この年には三冊の本を一挙に出版したことになる。 

 同年 11 月 16 日には、田辺眞人さんをコーディネ

ータに＜シンポジウム「近代神戸港の歴史」を考え

る―中学校「副読本」を中心として＞（パネラー、

宮内陽子、安井三吉、金慶海、平田典子）も開催し

ている。 

  

右は旧捕虜収容所前のジョン・レインさん 

 

モニュメント（石碑）の建立 

 

 本を出版した 2004 年からモニュメントのための

神戸市との交渉が始まっている。調査する会として

は神戸港のハーバーランドのようなところにモニュ

メントを作りたかったのである。 

 2005.1.26 付の以下の文書が残っている。 

 

■ 



神戸市生活文化観光局国際交流課 

課長 ＊＊＊＊様 

日々ご健勝のことと存じます。 

神戸港における戦時下朝鮮人･中国人強制連行を調査する

会の飛田です。調査する会の件でいろいろお世話になってい

ます。本年もよろしくお願いします。 

先日、当会の運営委員会で、碑文について検討を行いまし

た。先回の碑文案を何ヶ所かの点で改定しています。当会と

してはこの碑文で戦後６０年となる本年中に建立したいと

考えています。次回の運営委員会を２月１０日に開催いたし

ますが、それまでに、安井代表らと、神戸市を訪問したいと

考えています。神戸市としてのご検討をよろしくお願いしま

す。 

＜名称＞ 

「太平洋戦争下神戸港（小さい字、改行） 

   朝鮮人・中国人・連合国軍捕虜の碑（大きい字）」 

＜文案＞ 

「太平洋戦争期、多くの日本人が戦場に送られ、神戸港では

労働力が不足していました。そのため朝鮮人・中国人や連合

国軍捕虜が連れてこられ、港湾荷役や造船などで過酷な労働

を強いられ、犠牲となった人も少なくありません。私たちは、

この歴史を心に刻むため、ここに碑を建てました。 

 ２００５年＊月＊＊日 神戸港における戦時下朝鮮人･中

国人強制連行を調査する会」 

２００５年１月２６日 

神戸港における戦時下朝鮮人･中国人強制連行を調査する会 

■ 

 神戸では 1996 年に「神戸電鉄敷設工事朝鮮人労

働者の像」が神戸市との交渉の結果、神戸市の土地

に設置されたことがあった。この経験を踏まえて神

戸市との交渉が行われたのである。当初、実現しそ

うな雰囲気もあったが、そのころから右翼の強制連

行パッシングが始まっていた関係か、最終的に神戸

市の土地へのモニュメント建設は実現しなかった。 

 結局、当時神戸華僑総会名誉会長であった林同春

さんらの力をお借りして、神戸華僑歴史博物館のあ

るビルの前庭にモニュメント「神戸港 平和の碑」が

設置されることになった。除幕式は、2008 年 7 月

21 日に行われた。 

  

除幕式／安井三吉調査する会代表、中国人遺族、林同春、韓国領事、

華僑総会、朝鮮総連の関係者など 

  

博物館南にモニュメントがある／モニュメント 

 

毎年４月に追悼集会と南京町での懇親会 

 

 2008 年のモニュメント建立後、毎年 4 月に＜神戸

港 平和の碑＞の集いが開かれている。内容等は以下

のとおりである。 

2009.4.26 会合と懇親会のみ（以下懇親会は毎年南

京町の雅苑酒家で開かれている） 

2010.4.25 「連合国軍捕虜と神戸港での強制労働－

オーストラリアを中心に」大津留厚 

2011.4.17 「中国人強制連行・広島港の場合－連行・

労働・帰国・「送金」など」湯木昭八郎 

2012.4.28 「生徒と学ぶ戦争と平和」宮内陽子 

2013.4.13 「神戸平和マップをつくって」小城智子 

2014.4.20 「神戸華僑呉服行商組合への大弾圧事件」

とその後 香川直子 

2015.4.25 「戦後 70 年」をテーマに、安井三吉、

飛田雄一、徐根植 

2016.4.16 『大竹から戦争が見える』を出版して 阪

上史子 

2017.4.8 「神戸港開港 150 年の歴史―その光と影

―」宮内陽子 

2018.4.14 「明治産業革命遺産」と朝鮮人・中国人・

連合国軍捕虜の強制労働 飛田雄一 

 

 今年 4月 14日の集会は石碑建立 10周年となる集

会であった。調査する会副代表の徐根植副代表が記

念冊子（A4 15 頁）を作成した。希望者には PDF フ

ァイルでお送りする。hida@ksyc.jp まで。郵送希望

のかたは 82 円切手 5 枚 410 円分をむくげの会まで

お送りください。 

 調査する会では、毎年 4 月に「集い」を開いてい

る。建立が 7 月 21 日なので 7 月に開いたらいいよ

うなものだが、ただ 7 月は暑いという理由だけで 4

月に開催している。ぜひ一度ご参加いただきたい。 

 

 


