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〈資　　料〉

ある元日本軍「慰安婦」の回想（6）
　　金福童さんからの聞き取り　　

吉　見　義　明

は じ め に

これまでの本誌第31号以下で記したように，元

日本軍「慰安婦」のハルモニたちは，もう高齢で

ある．今のうちに話を聞いておかなければ聞き取

りは不可能になると思い，僕は韓国挺身隊問題対

策協議会（挺対協）に無理をお願いして，ハルモ

ニたちの聞き取りを行っている．今回は，2012年

10月13日と2014年３月22日に，ソウルのシムトで

行った，金
キム

福
ボッ

童
トン

さんからの聞き取りを掲載した

い．当日の通訳は梁
ヤン

澄
チン

子
ジャ

さんにお願いした．

便宜のために，金福童さんの略歴を記しておき

たい．

＊�1926年５月１日頃（旧暦では３月13日）慶尚

南道梁山郡梁山面南部洞に生まれる．姉妹６

人，弟ひとり，４女．

＊1934-35年頃　父死亡．

＊�1940-1941年頃　警官・班長来る．季節は春

または秋．軍服工場へ行くという名目で釜山

第一埠頭へ．男ふたりの引率で，約30人の女

性と船で下関へ．次いで，台湾経由で広東

へ．

＊�同年　広東に着くと，性病検査を受け，レイ

プされる．その後，学校のような建物で，軍

人の性の相手をさせられる．毒を飲んで死の

うとするが，失敗．

＊�1942年以降　香港・シンガポール・スマト

ラ・ジャワと移動．

＊�1945年８月　シンガポールで南方第10陸軍病

院の傭人（補助看護婦）となる．

＊1948年頃　帰国．

＊1992年　申告．

なお，金福童さんの聞き書きとしてまとまった

ものには，金福童「広東，香港，シンガポール，

インドネシアを転々として」（西野瑠美子・金富

子責任編集『証言�未来への記憶�アジア「慰安

婦」証言集Ⅱ�南・北・在日コリア編』下巻，明

石書店，2010年）がある．

金福童さんの回想の背景となる事柄をいくつか

検討しておきたい．

まず，彼女の生年だが，韓国挺身隊研究所の姜

貞淑氏が発見した南方第10陸軍病院の「留守名

簿」（南方課南方班スマトラ係作成，1947年９

月）が残っており，その中に「金福童」という名

前がある（文末の資料参照．これは南方課第４班

「朝鮮人�第十六軍司令部�同直轄部隊�留守名簿」

〔韓国・国家記録院所蔵〕の中にある，という）．

それによれば，本籍地は慶尚南道梁山郡梁山面南

部洞231で，年齢は21歳，傭人となったのは1945

年８月31日となっている．また，聞き取りによれ
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ば，生年は寅年だと彼女は言っているので，生年

は1926年ということになる．

次に，彼女が「慰安婦」にされるために連行さ

れた年だが，彼女は満14歳の春か秋（この聞き取

りでは春，『証言�未来への記憶』では春か秋）

だったと言っているので，春であれば５月の誕生

日後（５月中）なら1940年春，誕生日前（３・４

月）なら1941年春，秋であれば，1940年秋とな

る．

金福童さんが連れて行かれた部隊は何部隊だっ

ただろうか1）．彼女は，第15師団司令部付きの

「慰安婦」だったというが，第15師団は，日中戦

争期には華中に駐留しており，広東省には行って

いない．また，1943年にはビルマに転進するが，

蘭印（インドネシア）には行っていない．従っ

て，第15師団付きというのは記憶違いだろう．

1940-1941年当時広東省にいたのは南支那方面

軍だが，この部隊は1940年２月に編成されていた

ので彼女がいたのは，同軍麾下の部隊と考えると

よく適合する（1941年６月第23軍に改編）．それ

は，久留米第18師団，名古屋第38師団，大阪第

104師団，熊本第106師団などである（第23軍は第

18師団，第38師団，宇都宮第51師団，第104師団

など）．

次に，彼女は香港に行ったと述べているが，こ

れを香港攻略作戦参加部隊に付いて行ったと理解

したら，香港攻略作戦に参加した部隊は第23軍の

名古屋第38師団，宇都宮第51師団の第66連隊など

だから，彼女はこれらのうちのどれかの部隊の

「慰安婦」だったことになろう．しかし，その

後，第38師団・歩兵第66連隊は東部ニューギニア

に派遣されるので，話が合わなくなる．従って，

彼女は香港攻略作戦参加部隊に連れられて香港に

行ったのではなく，香港を経由して南方に行った

という話として理解すべきではないだろうか．

また，上記の「留守名簿」によれば，彼女は

1945年８月31日に南方第10陸軍病院の傭人になっ

ているが，この病院は第25軍に所属していたの

で，第25軍麾下の部隊にいた可能性がある．第25

軍は，1941年12月からマレー攻略作戦に参加し

た．この時の部隊は，近衛師団，広島第５師団，

久留米第18師団，久留米第56師団などである．次

いで，第25軍は蘭印攻略作戦に参加するが，その

部隊は近衛師団，第５師団などである．

しかし，第18師団はシンガポール攻略後にビル

マに派遣されるので，ここから話が合わなくな

る．近衛師団・第５師団は，仏印をへてマレー攻

略作戦に参加し，ついで，近衛師団はスマトラ島

のメダンに，第５師団は蘭印のカイ島に派遣され

るので適合するようだが，彼女の記憶では，仏印

にいたという話がないので適合しない．

このようにみてくると，彼女が最初から最後ま

でひとつの師団に付いていたと考えるとおかしく

なる．そうではなくて，途中で彼女の配属部隊が

変わったのではないだろうか．つまり，南支那方

面軍麾下のどれかの部隊（泥憲和氏が推定してい

るように第18師団の可能性が高い）に所属してい

て，広東省から香港を経てシンガポールへと移動

し，次いで，第25軍司令部所属となって蘭印で暮

し，ついでシンガポールに移動し，敗戦直後に南

方第10陸軍病院の傭人となった，ということでは

ないだろうか．

次に，彼女を連行したふたりだが，彼女の自宅

から釜山・下関・台湾・広東・シンガポールと，

ずっと彼女たちを引率しているので，軍人ではな

1 ）　以下，泥憲和氏の推定を参考にさせていただい
た（市民社会フォーラム「【泥さんより】元慰安
婦�金福童さんの「年齢詐称」「行動説明不能」疑
惑の検証」2013年６月３日，http://civilesociety.
jugem.jp/?eid=21339）．
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く，軍に選定された業者だということになろう．

今回の聞き書きで注目すべきところを列記する

と，徴募時に徴募人のほかに警官や班長などが同

行していたということ，軍服工場で働くと騙され

て連れて行かれたこと（誘拐），外出の自由も拒

否する自由もない軍慰安所の様相が具体的に述べ

られていること，慰安所に来た軍人たちの様子が

なまなましく語られていること，慰安所では性の

相手を拒否することができなかったなど無権利状

態であったことが詳しく語られていること，帰国

後の苦難の生活が語られていることなどである．

金福童さんは現在，89歳の高齢だが，日本政府

による正確な事実認知と謝罪と賠償を求めて活動

を続けると同時に，吉元玉さんとともに現代の戦

時性暴力被害者を支援する「ナビ基金」の設立を

提唱し，この基金に全財産を寄贈すると表明して

いる．

末筆ながら，辛い思い出を語ってくださった金

福童ハルモニに厚くお礼申し上げたい．過去の話

をすると，その後辛くて眠れない夜が続くという

ことだが，そのことを思えば，なおさら感謝にた

えない．また，通訳と記録の起こし・翻訳をして

いただいた梁澄子氏に厚くお礼申し上げたい．な

お，以下，文中の〔�〕は編者または訳者による

註である．
＊本稿は，平成26年度（2014年度）科学研究費�基盤研

究（B）（一般）「日本軍「慰安婦」制度と米軍の性
売買政策・性暴力の比較研究」（研究代表者・林博
史関東学院大学教授）の研究成果の一部である．

金福童さんからの聞き取り（1）　2012年10月13日

出生から「慰安婦」徴募をへて帰国までのあら

まし

吉見義明　改めてご体験についてお尋ねしてもい

いでしょうか．

金福童　わざわざ来てくれたから，そもそもうち

の家庭がどういう家庭だったかというところから

話してあげる．

　昔も今も権力闘争というのは恐ろしいもので

ね．昔，私の祖父が国でそれなりの地位について

いたんだけど，権力闘争で結局やられてしまった

のよ．それで息子二人を部下に任せて逃がしたわ

けよ．それで一人は密
ミ

陽
リャン

に，もう一人は梁
ヤン

山
サン

に

行って，それでそのお祖父さんが大人になって，

将校になって，お父さんを産み，父がまた結婚し

て私たちを生んだんだけど……．

梁澄子　ちょっと待ってください．お祖父さんが

国でそれなりの地位にあったけど権力闘争で息子

二人を逃がしますよね．その二人のうち一人は密

陽に行き，もう一人は梁山に行きましたね．その

二人のうちの一人がお父さん？

金　うん，梁山に行ったのが．

梁　密陽というのは……．

金　慶尚南道の密陽．梁山も慶尚南道の梁山．そ

れから息子を一人だけ産んだけど，死んでしまっ

て，娘ばかり６人を育てたわけだ．

梁　誰の娘が６人ですか？ お父さんの娘が６

人？

金　そう．つまり私のきょうだいよ．息子一人は

死んでしまって．

梁　あ，病気で．

金　当時，私は数え15歳だけど，満では14歳にし

かなってなかった．その時に日本人が来て男たち

は徴用だ，徴兵だとして，学生たちまで学徒兵だ

と言って連れて行かれたのよ．それでも足りなく

て「処女〔娘〕強制募集」という噂が流れたの

よ．上の姉さんたち３人は結婚していたし，私は

満14歳にしかなってなかった．８歳で小学校に

入って４年生まで通ったんだけど，お母さんが妹

２人を連れて畑仕事をするのも大変だし，世の中

も不穏だから，学校をやめて妹たちの面倒を見ろ
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と言うので，家で妹の面倒を見ていたのよ．

それで，処女強制募集という噂が立つと，年老

いた親たちは娘を嫁に出そうとするんだけど，相

手になる男がいないわけ．若い人たちは全部捕

まって行ったから．だから当時は，お金がなくて

結婚もできずに他人の家で使用人として働いてい

る独身男か，障害のある男か〔しか残っていな

い〕．それさえも結婚相手として見つけるのがた

いへんだった．

私はまだ14歳だから考えてもいなかったんだけ

ど，軍服，階級〔章〕のない軍服を着た男２人と

警察官ひとりと村の班長が一緒に来て，私に，今

日本で戦争をやっていて軍服をつくるのに人手が

足りない，だから軍服をつくる工場に行かなきゃ

いけない，と．そしたらお母さんが，まだ幼い子

を工場には送れない〔と言ったが〕，行って習え

ばいい，もし逆らったら，日本に反対する反逆者

だということで全財産を没収して外国に追放す

る，と．それで工場に行くんだからまさか殺され

はしないだろうとついて行ったところが工場では

なく，戦場で，日本軍の奴隷になって無残に踏み

にじられた過去がどれほど辛いか，話していると

本当に胸が痛むよ．

初めて行ったところは下関で，到着して１週間

くらい船が来ないと言って，１週間くらいそこに

いてから広東というところに行ったんだけど，そ

こに行ったら身体の検査を全部されたよ．それか

ら日本陸軍第15師団本部〔司令部〕に編入されて

広東であれを，男たちの相手をさせられたのよ．

そうしてそこから始まったのが，香港，マレー

シア，スマトラ，インドネシア，ジャワ，シンガ

ポール，バンコクまで，日本軍に連れ歩かれて

……．シンガポールで解放〔朝鮮の解放〕になっ

たみたい．解放になったのかどうかも知らなかっ

たけれど．それで慰安婦をしてたのが中断され

て，バンコクだったかどこだったか，今は地名は

はっきり分からないけれど，第10陸軍病院があっ

たのよ．その病院に連れて行かれて，看護訓練を

受けて，年上のお姉さんたちには厨房の仕事をさ

せて，私くらいの年の子たちは各病棟に配置され

て，注射を打ったり，薬を飲ませたり，血の付い

たものを洗濯したり，そんなふうに過ごしまし

た．

それから手術の必要な患者がいて血が足りない

と，みんな血液検査をされるのよ．それで血液の

合う人が，その手術のために輸血をするんだけ

ど，運悪く私が引っかかって，輸血をしたら，目

から火がチカチカ出て，耳にはウィーンという音

が聞こえて．そうなった時にやっと医者が注射器

を抜いて20cc のブドウ糖あるじゃない，あれを

打ってくれた．ブドウ糖の注射を打ってから，

ちょっと横になっていろと．そんな風に血まで採

られたのよ．

それから日にちがどんどん過ぎて，もう日本軍

はどんどん撤収して行って，患者だけちょっと

残って，軍人たちだけちょっと残っていたんだけ

ど，その人たちも撤収した後，米軍が上陸して来

て，私たちはもう行く場がないのよ．あの人たち

はみんな行ってしまって，患者と担当する人しか

いないから．それでそのままいたら，米軍兵士た

ちが上陸してきて，私たちを米軍収容所に全部連

れて行って調査を全部してから，それで朝鮮人だ

と分かった後で韓国に来る避難民の船に乗せて，

帰国して家に帰ったら８年目だって言われたよ．

22歳だって．

そうして帰って来たら，親は死んだと思ってい

たわけ．解放後にも帰って来ないから死んだと

思ったんでしょう．でも，もう帰って来たわけだ

けど，もう年が年だから嫁に行けって言うわけ

よ．嫁に行けって言われても，この身体でどう
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やって嫁に行けますか．それで仕方なくお母さん

に話したのよ．こういうところに行って来たっ

て．そうしたら，嘘だって．そんなことがあるは

ずがないって．

梁　お母さんに嘘を言っていると言われたんです

か．

金　私が嫁に行きたくなくて嘘を言っているっ

て，お母さんが．それから，〔母は〕誰にも言え

ないし，一人でもし死んだらあの世に行ってご先

祖さまに合わせる顔がないとか，娘の管理がちゃ

んとできなかったとか，そんなことを言っていた

よ．そのせいで病気になって，心臓病になって苦

労した挙げ句に亡くなりました．

　連れて行かれた当時は，土曜日，日曜日になる

と死ぬほど大変だったよ．土曜日には12時から始

まって夕方５時まで，日曜日には……．

梁　土曜日は何時から何時まで？

金　土曜日はお昼の12時に始まって夕方５時ま

で．日曜日には朝８時から始まって，夕方５時ま

で．そんなふうにすると起き上がることができな

い．下の方が使えなくなる．その翌日には，日曜

日に出て来られなかった軍人たち．でも，そんな

に多くはないし，女たちは何人もいるから，相手

にする数が少し減るじゃない．そうしたら，四肢

が腫れたりしているのを衛生兵が来て治療した

り，薬をくれたり，注射を打ったりする．

梁　衛生兵の話はどういうことですか．

金　軍が管理しているから，身体がすごく傷つい

て，具合が悪いって言うと，衛生兵たちが軍隊か

ら来て，治療をして，注射も打って，薬もくれ

て，そういうふうに治療をしてくれたってこと．

その人たちが．

帰国から現在までのあらまし

金　解放になっても，私たちは未だに解放されて

いないのよ．故郷に戻って畑仕事をしてみたら畑

仕事もしんどいし．若い時にはあらゆることを

やってみたよ，商売として．商売をしながらお金

がどんなに大切なものかも分からないでやってた

よ．商売も，あらゆる商売を全部やったよ．そう

して結局，朝鮮戦争が始まってから釜山に降りて

行って，釜山多
タ

大
デ

浦
ポ

で刺身屋をやったのよ．

60歳までタデポで暮らしていたんだけど，ある

日，テレビを見ていたら挺身隊慰安婦に行った人

は申告しろって，テレビで言ってたのよ．私があ

そこに行って来たことは誰も知らなかった．誰に

も知られないように生きて来たから，テレビにそ

ういうふうに出て来ても誰にも言えないし．あの

頃は釜山に金
キム

文
ムン

淑
シュク

っていう会長がいたのよ．金

文淑会長．その人の電話番号が出ていたの．電話

をしたら，どこら辺にいるのかって聞かれたよ．

それで多大浦の海水浴場に梁山屋って，私は故郷

が梁山だから，梁山屋っていう店をやっていると

言ったのよ．そしたら見つけやすいじゃない．す

ぐに訪ねて来たよ．訪ねて来て，NHK 放送と釜

山放送を連れて来たのよ．それで近所の人たちが

驚いちゃったのよ．あのばあさん，一人で商売を

しているのに何かあったんじゃないかって驚い

ちゃって．それで，何でもない，昔の知り合いが

多大浦の見物に来て，私が住んでいると聞いて会

いに来たんだって言ったのよ．

そんなふうに申告したのが60代，60歳の時に申

告したんだけど，それから尹
ユン

美
ミヒ

香
ャン

〔現・韓国挺身

隊問題対策協議会代表〕が訪ねて来たのよ．申告

は釜山でして，金会長が私を日本に連れて行った

り，釜山でもあっちこっち連れて歩いたりしたん

だけど，尹美香が日本に行って見たら，私が日本

で出ていたって言って，私を訪ねて来たわけ．

あの頃，尹美香は20代でまだ結婚してなかっ

た．私は60代で．それで来て，釜山にいないでソ
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ウルに行こうって．それでソウルに行こうとした

ら，金会長がすっごく怒ったのよ．ここでも活動

できるのに，どうしてソウルにまで行こうとする

のかって．でも，どう考えても，ソウルに行けば

何人もいるからちょっといいんじゃないかと思っ

てソウルに来て，ここで何か会議があると言えば

それに合わせて出て来て．

当時は挺対協にこんな家〔元「慰安婦」が一緒

に住む家〕がなかったのよ．だから何時に汽車に

乗ってソウル広場に来いって言われれば来て，挺

対協の職員が出迎えに来る．それで会議が終わっ

たらまた釜山に降りて行って．当時は本当に大変

な運動をしたんだよ．挺対協にはお金も全然ない

じゃない．だから来るたびに汽車賃もかかるし，

旅館に泊まらないといけないし．当時は本当に大

変だったよ．

だから，挺対協には当時は家もなかった．ナヌ

ムの家は仏教がやっているんだけど，梁山の

通
ト ン ド サ

度寺から僧侶が来て見て，行ったり来たりする

の大変だから伝
チョンセ

貰〔不動産を借り受ける方法の一

つ〕の家でも一つ買うようにと言って，当時のお

金で１億5000万ウォン〔約1500万円〕をかけて，

今，ナヌムの家にいるハルモニたちを入居させる

ことになった．それで釜山から上がって来ると，

そこで寝るようになったの．当時は，活動をする

時には挺対協と一緒にしていたんだけど，当時は

50～60人がデモに参加したから．そんなふうにそ

こに泊まったりしていたんだけど，ハルモニたち

が集まることが多いから，ナヌムの家の尼僧が，

菩薩さんが一人いるんだけど，その人がナヌムの

家に，京畿道広州市の土地をあげて，そこに家を

建てろと言って，それでチョンセの家を精算した

お金，１億5000万ウォンを元手にして，それでナ

ヌムの家を建てたわけよ．私は行ったり来たりが

大変だったから，そこに入って７年間そこで暮ら

しましたよ．

梁　京畿道広州のナヌムの家に７年？

金　うん．それから１週間に１回ずつデモをする

時には挺対協と一緒に活動したの．ナヌムの家は

仏教がやっていたけど，挺対協が運営をしたりし

てたから，ハルモニたちはソウルに来て挺対協と

一緒にデモをして，デモが終わるとまた京畿道に

帰ってたわけ．あそこ〔ナヌムの家〕にも博物館

ができたでしょ．その博物館を建てるのに，私が

当時のお金で1200〔万ウォン〕出して，７年いて

みたんだけど，長くかかっても解決されないし，

いろんなところ，外国を回って疲れ切っちゃっ

て，それで釜山に帰ってちょっと休むと言って，

７年いてから……．

梁　釜山にも７年？

金　うん，博物館建てるのに1200あげて，僧侶が

車を持ってなかったから車を一台買ってあげて，

釜山に戻って一人で約10年暮らしたよ．

梁　釜山には７年ではなく10年ですか．

金　うん，そうだよ．

梁　７年ではなく，10年？

金　うん．今度は釜山で暮らしたんだけど，身体

が丈夫な時にはお金に欲もなかったし．私は若い

頃に稼いでおいたものがあったから．政府からお

金はまだ一銭も出ていなかった．途中であの大統

領が出て来て，私たちに4000万ウォンずつくれ

た．それから毎月いくらかずつくれるようになっ

たでしょ．

生い立ち

吉見　細かいことも含めて質問します．ハルモニ

は何年にお生まれになったのですか．

金　私は昔の人間だから何年生まれかとか，こう

いうのはよく分からない．寅年．寅年だけど，寅

年が何年って言ったか．何回聞いても覚えられな
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い．

吉見　何月何日かというのは聞いたことがありま

すか．

金　連れて行かれた時？

梁　いいえ，誕生日がいつか．

金　旧暦の３月13日．

吉見　証言集に５月１日と出ているのは新暦換算

でしょうか．

金　うんうん．

吉見　ハルモニは４女でいいのでしょうか．

金　４番目，４番目．

梁　ハルモニが４女で，男の子というのはハルモ

ニの上にいたんですか．

金　私の上に．

梁　すぐ上？ それでは娘３人の次に息子がひと

りで，その下に娘が３人？

金　うん．

梁　すぐ上のお兄さんはいつ亡くなったのです

か．

金　生まれてすぐに，私のすぐ上が麻疹にかかっ

たんだけど，終わったら弟に．

梁　え，弟ですか？

金　だから，姉さんのすぐ下だから．

梁　あ，お姉さんが麻疹にかかったんですか．つ

まり３番目の……

金　そうだよ．

梁　初めに３番目のお姉さんが麻疹にかかって

……．

金　うん．麻疹にかかって，それが終わってか

ら，その下の弟にうつって，その男の子が麻疹に

かかったってわけよ．今なら病院もたくさんある

けど，あの頃は韓医院しかなかったじゃない．そ

れで韓医院に行って，麻疹にかかったから薬を買

いに来たって言ったんだって．女だとか男だとか

言わないで．娘がかかって終わったんだけど，息

子にうつったって言えば，それに合わせて薬をく

れただろうに，ただ麻疹だって言ったもんだか

ら，娘が麻疹にかかった時につくってくれた薬が

あって，病院でくれた薬をそうなのかと思っても

らって来たんだけど，それが合わなくて，飲んだ

らすぐにぶるぶる震えて……．

梁　その時，お兄さんは何歳ですか．

金　３歳違いだから，姉さんが３歳の時に．

梁　それじゃあ，生まれたての赤ちゃんの時？

金　いや，もうちょっと大きかったでしょう．７

歳くらいかな？

梁　７歳？

金　何歳だったか分からない．とにかく息子ひと

りが麻疹で死んだとだけ聞いたのよ．

梁　覚えていますか？ お兄さんのこと．

金　兄さんのことは分からないよ．

梁　ハルモニとは何歳違いですか．

金　それも分からないよ．私が生まれる前に，幼

い時に死んだんだから．

父の思い出

吉見　お父さんはどんな仕事をなさっていたので

しょうか．

金　お父さんは，何て言えばいいのかな．梁山南

邑ではお父さんを知らない人はいなかった．

梁　梁山南邑？

金　うん．南部洞で．

梁　南部？

金　慶尚南道梁山北部洞，南部洞があるじゃな

い．何々洞，何々洞ってあるじゃない．その南部

洞で有名な，いわば学者だよ．文字なんかもよく

知っていたのよ．当時は文字を知っている人もあ

まりいないじゃない．その村ではお父さんは有名

だった．農業をするのも人を雇ってやっていた．

お父さんは管理だけして．
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梁　それじゃあ土地を持っていたんですか．

金　そうよ，土地を持ってたよ．土地をいっぱい

持ってたよ．小作にも出したりしてたもの．とこ

ろが日本人がお金が欲しかったら，お金を借りろ

と言って朝鮮人にお金を貸したじゃない．お父さ

んはあまりにも人がいいから，保証人になったわ

けよ．お金を借りる時には保証人をつけるじゃな

い．保証人になったんだけど，お金を借りた人が

お金を返さないから，保証人に返せと．でも，返

さないでいて，お父さんは病気になっちゃった．

他人の保証人になって財産を奪われる状態になっ

たから．それで病気になって寝込んでいるところ

に日本人が来て，返さなければ捕まえて警察署に

入れると言ったもんだから，お母さんとお祖母さ

んが，お父さんが警察署に連れて行かれるかと怖

くなって，夜こっそり印鑑を盗んで行って，判を

全部押しちゃったのよ．そうして財産をたくさん

奪われたわけよ．それでお父さんも酒浸りの歳月

を送って最後には亡くなった．私が10歳の時だっ

たか，９歳の時だったか．

梁　お母さんとお祖母さんは何に判を押したんで

すか．

金　お父さんを捕まえるって言うから，お母さん

とお祖母さんが驚いて，怖くなって，お父さんの

印鑑を盗んで行って，借金を返すって……．

梁　借金を返すという証文に判を押したんです

ね．

金　そう！

梁　これはいつ頃の話ですか．

金　私が８歳か９歳．

梁　数えで？

金　そう，そう．結局，お父さんも酒滯〔韓医学

で「酒に当たる（もたれる）こと」を意味する〕

で亡くなった．酒滞，お酒を飲んで病気になっ

て，お父さんも亡くなって．

梁　その後間もなく亡くなったんですか．

金　そう，間もなく．

梁　財産は全部没収されたんですか．

金　全部ではない．食べて生きて行くくらいは

残ったから．お母さんが畑仕事をしたの．

吉見　お父さんが亡くなられたのは何歳の時です

か．

金　私が８歳か９歳の時．お父さんが亡くなった

後，人が死ぬと輿を作るじゃない．花輿．それを

かついで出るじゃない．その花輿をつくったのの

下に私が妹負ぶって入って寝ちゃった．

梁　下で寝たんですか．

金　うん．輿をつくったのの下に．花輿をつくっ

て，その中にお父さんを入れて埋めに行くじゃな

い．それをつくったところの下に，妹を負ぶって

入り込んで寝ちゃったのよ．

梁　下に入れるんですか．

金　こうやって持ち上げれば入れるじゃない．

梁　人が担いだら？

金　担がない．中は全部木で作ってあって，布で

覆っているじゃない．その布をまくれば．

梁　じゃあ，その中に入って．

金　そう．

梁　じゃあ，お父さんの遺体は？

金　中にはなくて，庭につくって置いてあるの

よ．庭に〔輿〕を置いておいて，時間になったら

持って来て，その中に〔お棺を〕入れるじゃな

い．

梁　じゃあ，お棺を入れる前に．

金　そう！ 入れる前に，お花で作ってあったか

らとても綺麗で嬉しくなっちゃって，妹を負ぶっ

て下に入って眠っちゃった．いくら探してもいな

くて，あっちこっち探して，見たらその中に入っ

て眠ってたって．

梁　すぐ下の妹を負ぶって？
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金　すぐ下の妹．

梁　すぐ下の妹とは何歳違いですか．

金　３歳．

梁　じゃあ，妹は５歳くらいになっていたはずで

すが，まだ負ぶってたんですか．

金　うん．負ぶってた．人が死ぬと花で飾って花

輿をつくるんだけど，その下に入って寝てたんだ

よ．

普通学校のこと

吉見　小学校は３年生まで通ったのでしょうか．

小学校じゃなくて普通学校と言っていたのでしょ

うか．

金　今で言えば初等学校だよ．

梁　当時は何と言っていましたか．

金　小学校．小学校って言っていた．

吉見　そこではハングルを習ったんですか．日本

の文字を習ったんですか．

金　日本の文字も習って，ハングルも習った．日

本人の先生もいて，校長が日本人だった．それで

日本語も習って，韓国語も習った．

梁　では，韓国語は誰が教えたんですか．韓国人

ですか．

金　韓国人が．日本語を教えるのは日本人がやっ

て．

吉見　では，両方とも読めるようになったわけで

すね．

金　日本語も，４年生まで通ったからおおよそは

分かりましたよ．聞き取るのはかなり聞き取れた

し．

吉見　４年生の時に辞めたのはどうしてですか．

金　お父さんも亡くなって，いないし，田畑が小

さいから使用人を使うこともできないでしょ．お

母さんが農業をしようと思ったら，近所の人たち

とお互いの畑仕事を手伝わないといけないわけ．

お母さんがその家に行って一日仕事をしたら，そ

の人が一日うちに来て仕事をして，そういうふう

にお互いに助け合いながら畑仕事をしないといけ

ないから，妹２人の面倒を見て家事までやるのが

大変なわけよ．それで学校を辞めて妹の面倒を見

てって言われて，家で家事もやって．

吉見　妹さんは小学校に何年か通ったんですか．

金　妹たちは，私がいつも面倒を見ていて，14歳

の時に私は出てしまったから，妹たちがどうなっ

たか分からないよ．

梁　その時までは学校に通っていなかったんです

か．３歳違いなら，ハルモニが連れて行かれる満

14歳の時にすぐ下の妹さんは満で11歳ですよね．

11歳なら学校に……．

金　通っていたかもしれない．でも，はっきりと

は覚えていない．私が行って帰って来たらいな

かった．妹は，私が戻って来たその年に嫁に行っ

たんだって．私が帰って来るかと思って嫁に行か

せないでいたんだけど，解放されても帰って来な

いから，死んだと思って，その年に妹が嫁に行っ

てた．

梁　それは解放された後ですね．解放されて，ハ

ルモニは翌年に帰って来たんですか．

金　いつ，何年経って帰って来たのかは分からな

いけど，解放されてからすぐには帰れなかった．

梁　それでハルモニが帰って来た年に嫁に……．

金　うん．一番下の妹は，ちょうど学校に通って

いたよ．私が戻って来た時に．

吉見　一番下の妹さんとは年がどれくらい離れて

いるんですか．

金　６歳じゃないかな．３歳，３歳だから．学校

に通っていて，私が戻った後は，私が稼いであの

子を勉強させたのよ．勉強させて，私が嫁にも行

かせたのよ．

梁　ハルモニが戻って来た時には中学生ですか，
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高校生ですか．

金　中学は出ていたかな．当時，晋
チンジュ

州に高校が

あったのよ．梁山には中学校があったし，晋州に

高校があって，晋州まで私が行って高校に入学さ

せたよ．

梁　じゃあ，戻って来た時には中学生で，晋州の

高校に……．

金　うん．今でも姉さんがひとり，妹がふたり生

きているよ．私のすぐ下の妹が，生活が大変な

の．あの子の生活の面倒を見るために，私がお金

を随分と使ったのよ．あの子の孫，女の子と男の

子を大学まで送って就職もさせて，私の家もあの

子たちにあげて，ここに来て住んでるのよ．私の

環境を美香はよく知っている．

母との生活

吉見　当時はお母さんの農作業でなんとか暮らし

て行けたんですか．

金　暮らしてはいけたよ．でも，それで充分に食

べてはいけない．解放される前は，あいつらが供

出といって，この田んぼからは何石って割り当て

るのよ．それで雨がたくさん降って凶作になる

と，全部とられちゃって，食糧がなくて，あいつ

らが小麦粉とトウモロコシ粉と安南米〔インディ

カ米〕を配給でくれる．自分でつくった米は全部

とられて，配給でもらったもので暮らすから，い

つも食糧が足りないよ．

解放されて帰ってみたら，日本人がいなくなっ

て，奪って行く人がいなくなったから，家に穀物

がびっしりと積まれていたよ．私が戻って来て，

家事を私が一手に引き受けたから，全ての管理を

私がしなければならなくなった．自分のところで

つくったものを全部食べきれないから，米を町ま

で牛車に乗せて売りに行ったのよ．それを売っ

て，他の物を買って，そんなふうに商売を始めた

んだよ．

世の中に出てから，お金がなくて貧乏で困った

ことはないよ．幼い時に連れて行かれて，お金は

必要ない．あそこでは食料は出るし．服なんかも

いいもの着る必要ないじゃない．簡単服何枚かく

れれば，それを順番に着て．それに，時々，風呂

敷包みを持って来るのよ，その管理する人が．そ

したら，それに着替える．だからお金なんか要ら

ない．

韓国に帰って来る時には，お金は一銭も持って

いなかった．一銭も持たずに帰って来たんだけ

ど，釜山港に着いたら，当時のお金で千ウォン

と，梁山まで行くには勿
ムルグム

禁まで汽車に乗って行か

なきゃいけないから，その勿禁まで行く切符１枚

とお金を千ウォンくれたよ．

梁　勿禁というのは梁山から近いんですか．

金　そうよ．

梁　駅の名前ですか．

金　うん〔慶尚南道梁山市勿禁邑〕．その切符を

１枚くれて，お金を千ウォンくれた．

連行時の状況

吉見　軍服の工場に行けと言って来た男の人は具

体的にはどんな人か話していただけますか．階級

章のついてない軍服を着た男とおっしゃっていま

したが．

金　軍属が着る服は，軍人たちと同じ服だけど，

階級〔章〕がない．

梁　そういう服を着た男がふたり来たんですか．

金　うん，でもひとりは韓国語がちょっとしゃべ

れたよ．

梁　その人は韓国人と同じように，韓国語が流

ちょうでしたか．

金　流ちょうにはできない．在日朝鮮人が当時い

たのかどうか知らないけど，韓国語ができたよ．
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梁　じゃあ，日本人が話すような韓国語？

金　うん，そう．

梁　もう少し具体的に，その人たちはどんな人た

ちでしたか．

金　どういう人かは分からないよ．そうやって連

れて行かれて，釜山に行ったら，第一埠頭，埠頭

に行ったら，日本の軍人が銃を持って，扉の前に

立っていたよ．行ったら戸を開けてくれたけど，

中に入ったら，私みたいに来た子が30人くらいい

たかな．何人かははっきり分からないけど，そん

なふうに集まっていたよ．私が行ったら，その日

の夜に，船に乗って，下関に行った．

梁　その日の夜に．

金　うん，行ったその日の夜に．

吉見　その，家に来た人は，一緒に下関まで付い

て行ったんですか．

金　そうだよ，ふたりは．

梁　ふたりは？ だからその階級章のない……．

金　そうだよ，その人が引率してそこまで行った

んだよ．そこまで行って，その人たちが管理をし

たんだよ．そこに行って〔軍人の〕相手をする

じゃない？

梁　広東，香港までずっと？

金　そう，そう．

梁　じゃあ，どこまで？ シンガポールまで？

金　そうだよ．

梁　第10陸軍病院までは？

金　行ってない．シンガポールまで行った後はど

こに行っちゃったのか見えなくなった．シンガ

ポールに行ってからは，憲兵が連れに来たよ．

梁　憲兵が？

金　うん．幌のついたトラック，車．トラックに

幌を付けて，赤十字のついたトラックで来て乗れ

と言ったのよ．何も持たずに，服だけ，着る服だ

け持って乗れって言われたの．

梁　その時にいなくなったんですか．それまでは

いたんですか．

金　うん，うん．そうそう．

梁　シンガポールでは慰安所は……．

金　慰安所はあっても，軍人は来なかった．

梁　シンガポールでは？

金　シンガポールでは．

梁　一度も？

金　初めは来ていたよ．

梁　軍人が来なくなって，そのふたりも見えなく

なって，トラックが来た？

金　軍人たちがずっと来ていたのに，おかしなこ

とに軍人が来なくなった．

梁　その時に，そのふたりも来なくなったんです

か．

金　おかしいな，どうしたんだろうと思ってたの

よ．

梁　それではハルモニ，軍人たちが来ていた頃に

はシンガポールでそのふたりはいたんですか？

金　いた．

梁　では，軍人たちがいなくなったら，そのふた

りもいなくなったんですか．

金　うん，いなくなった．

徴募した者とは？

吉見　そのふたりのうちひとりは日本人で，もう

ひとりは？

梁　そのふたりのうちのひとりは韓国語もできな

い日本人で，もうひとりは，韓国語はできるけど

……．

金　ちょっと下手だった．

梁　その人も日本人？

金　日本人かどうかは分からないけど，韓国語を

話すんだけど，下手に話す．

吉見　このふたりの名前は覚えていませんか．
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金　忘れちゃった．日本の名前なんだけど．当時

は私たちも全部日本の名前に変えたじゃない．日

本人が韓国の名前を変えさせて，日本の名前を作

らせたじゃない．その人たちも，なんとかムラ，

ムラって付いた気がするんだけど，名前がはっき

り思い出せない．

梁　ムラが付いたのは日本人の方ですか？ どち

らの人がムラのつく名前だったか……．

金　はっきり思い出せない．名前が思い出せない

のよ．

吉見　何歳くらいの人だったか……．

金　当時は30歳過ぎに見えたけど．

吉見　どっちが偉そうにしていましたか．

金　年が上か？

梁　いいえ，年ではなく，管理者としての地位が

どっちが上に見えましたか．

金　分からない．それは分からないけど，ふたり

で，ひとりが部隊に行って食べるものをもらって

来るのよ．私たちがいるところで，その村，その

部落で，ご飯をつくる人が入って来ているのよ．

ご飯をつくる人がいるんだけど，もらって来るの

はその人たち，管理する人たちが部隊に行っても

らって来る．私たちは軍人の相手をするだけ．ご

飯をつくったりするのはとてもじゃないけど，で

きないもの．持って来てくれたものを，時間に

なったら食べる．

梁　そのふたりのうちひとりがいつももらいに行

くんですか．それともふたりとも？

金　ふたりで相談して行くから……．私たちはそ

ういうことにはあまり関心を持たなかったから．

自殺を企図

梁　そこにいる現地の人を連れて来てご飯を作ら

せていたじゃないですか．それは女性ですか．

金　女，女．女が入って来るんだけど，その人も

……．

梁　それはどこの話ですか．広東？

金　広東に行ったら広東の女たちが来てやってく

れたし，香港に行った時にはまたそこの人たちが

……．言うなれば，日本の手先たちがいるじゃな

い．そういう人たちが……．例えば，私たちが何

かお使いをさせて，下手をしたらその日からその

人たちの首が飛ぶ．姿が見えなくなる．他の人が

来る．

梁　ハルモニたちが何かお使いをさせて，その人

たちの首が飛ぶんですか．

金　うん，分からないうちに．

梁　例えばどういうことですか？ お使いをさせ

て下手をするって言うのは．

金　例えば，腹立ち紛れにお酒を一杯もらって来

いとか，また何か違うものをもらって来いとか．

私は家を出る時に，お母さんがお金１円を〔くれ

た〕，当時は１円は大きいお金よ．スカートの中

側にポケットを縫い付けて，１円を入れてくれな

がら，お腹がすごく空いたら，これで何か買って

食べるようにと言いながらくれたのよ．

広東に行って，夜ひどいことをされた後，血が

たくさん出るじゃない，年も幼いから．それで血

のついたものを洗いに行った．洗濯物を干すとこ

ろがあるのよ．そこに行ったら，私と一緒に行っ

た子がふたり，泣きながら座り込んでいたの．そ

のふたりも，その夜やられたのよ．それで，私た

ち，とても生きていけない，死のう，ということ

になったの．でも，どうやって死ねばいいかっ

て，何かなきゃ死ねないじゃない．私がお金を

持っているんだけど，どうやったら死ねるかって

言ったら，その子がお酒をたくさん飲んでも死

ぬって言うのよ．

そこに働きに来ていた女がいたのよ．その女を

呼んで，言葉は通じないから身振りをしたわけ．
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飲んで，バタっと倒れるやつ買って来てくれって

お金１円をあげたんだけど，これくらいのを買っ

て来て，バケツに水を汲んできて，これ飲んでか

ら水を飲めって言うのよ．飲んで死ぬ薬を買って

来いって言ったつもりだったんだけど，飲んで

酔っ払うもの，お酒を買って来いって言っている

んだと思って酒を買って来たわけだ．それで最初

に一杯飲んだら，ここ〔胸〕が焼けるようでね．

そうやって飲んで，水を飲んで，女の子３人で全

部飲んだから生きていられるかね．みんなぶっ倒

れたよ．

梁　それでその子の首が飛んだんですか．

金　そうそう（笑）．

梁　ハルモニの言うことを聞いて酒を買って来

て？（笑）　ハルモニは初めから酒を買って来い

と言ったのではなく，飲んで死ぬ薬を買って来い

という意味だったんですか．

金　そうだよ．言葉が通じないから，こうやっ

て，飲んでぶっ倒れるものを買って来いって言っ

たら酒を買って来たんだよ．

金　それで全然起き上がることができなくて，部

隊から衛生兵たちが飛んできて，中にホースを入

れて抜き出すのよ．女の子３人を寝かせておいて

鼻から入れて．１週間目が覚めなかった．起きた

ら目がグルグル回って……．それでも死ななかっ

たよ．

軍服工場の仕事と言って勧誘

吉見　最初にふたりの男が来た時に，軍服工場に

行かないと反逆者にすると言ったのは，そのふた

りの男が言ったのですか．

金　その３人のうちの誰が言ったか，それははっ

きり思い出せないけど，そんなことを言ったの

よ．だからうちのお母さんがダメだと言ったら，

これに逆らったら日本を無視することになるっ

て．だから警察官が言ったのか，誰が言ったのか

思い出せないけど．韓国語に通訳してくれるの

は，その班長がしていた，朝鮮人が．この人たち

が協力しなかったら家財道具も全部持って行って

外国に追放するって言っているけど，どうする

かって．

梁　警察官は日本人だったんですか．

金　うん，警察官は日本人だよ．

吉見　工場に行けば儲かるといった話はなかった

んですか．

金　お金の話は聞いたかどうか分からない．とに

かく人手が足りなくて，募集をしているんだけ

ど，嫁に行く年になったらいつでも返してあげる

から心配するなと．工場から返してあげると．私

たちはお金は必要なかったから．農業をして暮ら

している人が，お金が必要で子どもを売り飛ばし

たりしないよ．過去にはお金を稼ぎに行く人もい

たから，そんな話が出るんでしょう．そういう商

売もあったんでしょう．でも，私たちの場合は，

ここから何十人送る，この面からは何十人，こん

なふうに募集をしろと命令を出しているわけだ，

日本政府が．働いている人は韓国人だよ．韓国人

が味方になって，自分たちの一家親族は全部よけ

とくから人数が足りないわけよ．だから農民の子

どもたちが，年が多い少ないにかかわらず，力の

ない子どもたちがみんな連れて行かれたんだよ．

吉見　当時，お姉さんたちはみんな結婚してい

た？

金　姉さんたちはみんな嫁に行っていたよ．一番

上の姉さんと二番目の姉さんは．すぐ上の姉さん

は，それまでは嫁に行ってなかったんだけど，雰

囲気が怪しくなって，変な噂が回り始めてから嫁

に行ったんだよ．だから引っかからなかった．私

は幼いから考えてもいなかった．それが突然

……．
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吉見　ふたりがやって来たのは14歳の頃というの

は，いろんな出来事で記憶がありますか．

金　ある人は寝ていたところを連れて行かれたと

か何とか言うけど，私はそうは思わない．何しろ

日本政府が郡や面に募集をかけたから私が引っか

かって連れて行かれたんだよ．

吉見　季節はいつ頃でしたか．

金　春かな．服を厚くは着ていなかったから．

吉見　最初は下関に一旦行って，それから……．

金　ここから夜に出たら朝到着したよ，下関に．

行ってみたら大きな畳部屋があって，隅の方に押

し込まれたよ．それから弁当箱，こんな弁当箱あ

るじゃない，それにご飯一つとお汁一つ持ってき

た．そこで泊まった．

梁　その一つの部屋に何人が入れられたんです

か．

金　多分30人くらいはいたと思う．人数が何人

だったか，今は分からない．とにかく大勢いた

よ．多いのに，一つの部屋に押し込んで……．

梁　他のところでも，ハルモニたちは一カ所に居

たんじゃなくて，何カ所かに行ったじゃないです

か．

金　私たちは陸軍第15師団の本部に付いて歩いた

んです．第一線地帯に行くと20里先で戦争をやっ

ているわけ．あいつらが20里先に上陸するじゃな

い．そうしたら今度は本部が付いて行って，戦争

した軍人たちと本部にいる軍人たちを交替させ

る．交替させて軍隊に行った奴らは部隊に残っ

て，新しい軍人が行って，そんなふうにしてい

た．ところが帰って来る時には，前に見えていた

人の中で見えなくなる人が大勢いたよ．それは，

死んだのか，生きていたのか分からないけど．

下関・台湾・広東，性病検査

吉見　下関から最初に行ったところは広東になる

わけですか．

金　いや，下関から台湾に行った．台湾に行っ

て，台湾の市内〔都会〕には行かないで，何か大

きな畑があった．畑に，田舎に行くと，畑に何か

監視するのあるじゃない．

梁　園
ウォンドゥマク

頭幕〔畑の番小屋〕．

金　うん，ウォンドゥマク．ウォンドゥマクみた

いなのが，大きいのがあったのよ．そこに私たち

を連れて行って，その人たちが食べ物を買って来

てくれた．買って来て，私たちに作って食べろっ

て．物はそのふたりが買って来てくれて．船がな

かなか来ない．なぜかと言うと，昼間は行けなく

て，夜にならないと行けないから．船がなかなか

来ないから，その船を待つと言って，１週間くら

いかな，そこにいた．

しばらくいて，船が来たと言うので，また夜

行って，昼にはまた止まって，また夜になると進

む．船には何か荷物をいっぱい積んでいて，変な

馬の臭いみたいなのもしたよ．一番下に入ってい

たんだけど，上で何か聞こえたら，チョッキを一

つずつくれながら，上で何か聞こえたらこれを

持って上がって来いって言われた．

吉見　兵隊は乗ってないわけですね．

金　軍人もいっぱい乗っていたよ．荷物をいっぱ

い積んでたよ．

梁　その軍人というのは本物の軍人ですか．当時

は階級章のない軍服を着た人もたくさんいたで

しょう？

金　その人は私たちと一緒に行ったし．その人た

ちは最後まで私たちと一緒に行った．船の中には

軍人がいっぱいいたよ．船に乗って行く人はみん

な軍人だよ．

吉見　台湾にしばらくいて，それから広東に行っ

たんですね．

金　そうだよ．広東に行ってから身体検査をされ
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た．身体検査をして，そこから始まるんだよ．広

東でああやって酒を飲んで死にそうになって生き

返ったじゃない．死ぬこともできないし，言うこ

とを聞かなければ殴られるだけ．だから諦めて言

われた通りにしたんだよ．

最初の暴行

梁　死のうとしたのは，初めて暴行された日です

か．

金　そうだよ．初めてやられた日．

吉見　いつ頃から少しおかしいと思うようになり

ましたか．

金　そこに行って身体検査をする時に，服を脱げ

と言われて，身体検査をする時も，工場でも身体

検査をするのかと思っていた．そう思ったんだけ

ど，もう全部準備がされていた．行ってみたら，

大きな学校みたいなところに布を張って，木，ベ

ニヤ板で寝台も作って，全部準備がされていた

よ．それで部屋に一つずつ入れられて……．

梁　身体検査の後，その部屋に入って……．

金　そう，そう．

梁　天幕を張っていたというのは，布で仕切りを

していたという意味ですか？

金　そうだよ．

梁　隣の部屋との仕切りが布なのですか．

金　前が．

梁　前が布で横（の仕切り）が……．

金　ベニヤ板．上が布で，〔横との仕切りが〕ベ

ニヤ板で，叩けばお互いに全部聞こえる．

吉見　広東に着いた時に，ハルモニたちを連れて

行った男は軍に挨拶に行ったんですか．

金　あいつら同士はみんな知り合いでしょう．

梁　軍に挨拶に行ったか，それは分かりません

か．

金　とにかく船から降りて，どこだか知らないけ

ど行ったら，位の高い軍人たちが椅子にずらっと

座っていたよ．椅子に座って，サーベル下げて，

ずらっと座って，私たちが前を通ったら手を出せ

と言って，出したら手を触りながら中に入れっ

て．中に入ったら軍医官がいた．中に入ってみた

ら，布を張って，身体の検査をするところがあっ

たよ．

梁　そのサーベルを下げてずらっと座った人たち

に，手を見せたんですか．

金　うん．見せろって言うから．

梁　軍医官ではなく？

金　うん，〔軍医官ではなく〕その人たちが見せ

ろと言ったの．

梁　それで中に入ったら軍医官がいたんですか．

金　そう．中に入ったら軍医官がいて，服を脱

げって言うから，ぶるぶる震えたよ．乳首もこれ

くらいしかない，まだろくに出来てもいないの

に，脱げって言われて，脱いで見せたら，全然成

長してないから，そのまま後ろに立てって言われ

たよ．

梁　船を下りて，そこまでは車で行ったんです

か．

金　船を下りてからは何に乗ったか分からない．

何かに乗ることは乗ったんだけど，何に乗ったの

かは思い出せない．

20人以上の同行者

吉見　一緒に連れて行かれた20人だか30人くらい

というのは……．

金　みんな一緒に行った．みんな一緒に．みんな

で一つの家に……．

梁　20人ですか，30人ですか．

金　30人くらいはいたと思う．20人以上いたよ．

吉見　年齢はどうですか．同じくらいが多いです

か．
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金　私より年上が多い．私くらいの，同じ年代が

また多いし．それからちょっと年上の姉さんたち

がいて．

吉見　みんな慶尚南道の子ですか．

金　そうだよ．ソウルとか他のところはよく分か

らないけど，私が行ったところは全部，慶尚南道

の金海，馬山，それから蔚山，もういろんなとこ

ろから，釜山，その辺りから一番たくさん行った

と思う．集まった人が全部，慶尚道，つまり慶尚

南道，慶尚北道から集まっていた．

今も，馬山に二人くらいいるでしょ．昌原にも

いるし．外にもたくさんいるじゃない．入院して

いる人が多い．今，ここにいる〔名乗り出た〕ハ

ルモニたちは，満州，中国に行ったハルモニが多

いらしいよ．今，ナヌムの家にいるハルモニたち

も，中国から来た人が多い．ところが不思議なこ

とに，子どもたちが北に，西に，みんないるん

だって．私は〔帰国後〕いくら薬を飲んでも〔子

どもができなかった〕……．

一人で商売をしていると，近寄って来る人も多

いし，一人で商売しようと思ったけど，なかなか

うまく行かない．それで男やもめと一緒に暮らし

たことがあるの．まだ若かったから，子どもでも

産んでみようとあらゆる薬を飲んでみたけどダ

メ．子どもが出来るわけがない，子宮がぼろぼろ

になってるんだから，子どもなんか出来ないよ．

ところが，不思議だねえ．あそこに行って来て子

どもがいる人もいるのを見ると，私たちほど酷く

やられなかった人なんだろうなと思うのよ．

梁　ハルモニが子どもを産もうと薬を飲んだんで

すか．

金　そうよ．

梁　でも，結婚はしていませんよね．

金　商売をしようと思っても，年が若いでしょ．

商売をしようとしてて，お互いに目が合って，旦

那を一人得たわけよ．それで７年くらい一緒に暮

らしたかな．その人も舌癌で死んじゃって．私と

一緒に行った人はみんな死んで，今では入院して

る人も頭が変になってる．

軍慰安所の様相

吉見　検査が終わって最初に入れられた家は普通

の民家ですか．

梁　先ほど学校のようなところと言っていました

が，それは学校だったんですか．

金　学校だか何だか分からないけど，家が大きい

の．すごく広い．それが何かは分からない．ベニ

ヤ板で部屋を一つ一つ，こんなふうに両方に

……．真ん中に廊下がこうあって．それから両側

にこういうふうに，こうなってて，両側をベニヤ

板だけで〔仕切って〕，前は……．

梁　じゃあ玄関というか，入り口はどこにあるん

ですか．こうなってるってことですよね．ハルモ

ニ，今おっしゃったのは．

金　そう，こっちから入って行くと，こっちにも

行くし，こっちに行けばトイレがあるし，こっち

に入ればその中にはトイレがあるし．

梁　それじゃあ，ここに……．

金　そんな絵を描いても私には見えないよ〔緑内

障で目がほとんど見えない〕．

梁　あ，入ったら目の前に廊下があって……．

金　そう，廊下がある．

梁　両側に部屋があって．

金　そう．

梁　じゃあ，部屋はいくつくらいあるんですか．

金　それは人数分だけある．30人なら30．人数分

だけ．

梁　一番奥にトイレがあるんですか．

金　うん，一番奥に．

吉見　お風呂は？
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金　だからトイレに行くと風呂がある．風呂場を

作ってある．薬物で手を拭いて，薬物で洗うのも

作ってある．

梁　消毒薬は各部屋にはないんですか．

金　部屋にはない．トイレに行けば，それ作って

ある．

梁　これは何ですか．

金　ゴムの紐がついてて，点滴の瓶みたいなの

作って，その中に赤っぽい薬物を入れて，その下

にホースをつけて，下から引っ張ると洗えるよう

になってるんだよ．

梁　そこにトイレがあって浴槽もあるんですか．

金　浴室ではなく，シャワー式になってる．

梁　浴槽はなかったんですか．

金　浴槽はない．熱いお湯なんか要らないんだ

よ．暑いところだから．国が暑い国だから熱いお

湯は要らないの．脱いで，ひねれば水が出るじゃ

ない．そしたらそこでシャワーして，水でそのま

ま……．

梁　便器があるんですか．

金　便器はある．

吉見　食事はどこでするんですか．

金　家が大きいじゃない．私たちの部屋がこうい

うふうにあるじゃない．それで奥に行くとご飯食

べるところが別にある．

梁　別に，どこにあるんですか．

金　一つの家の中に，ご飯を作るところと，管理

する人たちのいるところは別にある．入って来る

ところに玄関があるじゃない．玄関が大きいじゃ

ない．入って来たら，その前にはご飯をつくって

管理する人がいるし，こっちの方にずっと入って

来ると，部屋があって間あいだに入る部屋がある

じゃない．

梁　玄関があり，玄関を入ると管理者の部屋があ

り，ご飯を作って食べるところがあって，こう曲

がるみたいです．これが全部廊下ってことです．

で，こういう風に入っていく．

吉見　出口は別ですか．同じところから軍人が

入って出ていくのでしょうか．

梁　入り口はみんな同じですか．今言っていた玄

関から入ると，管理者がいて，ご飯食べるところ

があって，それからこうやって入って行くと

……．

金　うん，真ん中にこうなっていて，こっちから

出たらお互いに向かい合わせになる．

梁　軍人もその玄関から入って来るんですか．

金　そうだよ．

梁　玄関は一つしかないから？

金　そうだよ．そうやって入って来て，ここに

入って，ここに入って，ここに入ってってやるん

だよ．名前が全部ついている．

吉見　どんな名前ですか．

梁　ハルモニの名前は何でしたか．

金　カネムラ　フクヨ．

吉見　そういう名前が入り口に．

金　部屋ごとに．部屋ごとに前に，名前がついて

いる．軍人たちが来たら名前を見てここに入った

りあそこに入ったりする．

吉見　軍人は誰の部屋に行くか選ぶことができた

んですね．

金　そう．私たちがいるから，顔を見て，名前を

覚えるじゃない．今日来て，もう来ない人なら分

からないだろうけど，部隊が同じ部隊だから，１

週間ごとに休暇をもらって来るからみんな顔見知

りになるじゃない．

吉見　15師団の何という部隊か覚えていますか．

金　第15師団の本部だよ．それが名前だよ．第15

師団陸軍本部だよ．それから病院も第10陸軍病院

だし．それが名前じゃない．

吉見　その師団の人は広島の人だったか，どこの
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地方の人だったか分かりますか．

金　そんなの分からないよ．

梁　軍人たちがそんな話しませんでしたか．

金　しないよ．

吉見　広島という地名を聞いたことはありません

か．

金　それは分からないけど，神戸，神戸というの

を陸軍病院で炊事班長って，厨房の班長なんだけ

ど，その人が神戸って言ってたよ．他の人は分か

らない．

軍慰安所の名称

吉見　慰安所には名前がついてたんですか．慰安

所と言っていましたか．

金　当時，慰安所という言葉はなかったよ．名前

は「ミブンジャン」だよ．ミブンジャン．ミブン

ジャンというのは，何かお茶を売ったりするとこ

ろの名前としてあったんだよ．慰安婦じゃなく

て，ミブンジャン．人が見たらなんか……．

梁　ミブンジャンというのは朝鮮語ですね．「ジャ

ン」は「場」という漢字？「ミ」は「米」？

曺禎焄　「美」でしょう．

金　「美」だよ．

曺　「美しく粉飾した家」で「美粉場」だと思い

ます．

金　慰安婦という言葉は韓国に来て初めて聞い

た．どうして慰安婦って言うんだろうって思っ

た．当時は慰安婦という言葉は聞いたこともな

い．

吉見　なんとか倶楽部という言葉は聞いたことあ

りませんか．

金　とにかく，あの時はミブンジャンという言葉

だけ聞いたんだよ．私がいたところはミブンジャ

ンだって．

梁　そのミブンジャンという言葉は日本語で聞い

たんですか，韓国語で聞いたんですか．

金　韓国語で聞いたか，日本語で聞いたか分から

ないけど，私たちが聞いたところではミブンジャ

ンだって．私がいた家はミブンジャン，ミブン

ジャンだって．

梁　でも，今でも韓国語で覚えているわけだか

ら，そこにいた女性同士でミブンジャンというふ

うに韓国語で話したんですかね．

金　あの子たちもミブンジャンだと言えばみんな

ミブンジャンだと思ってるでしょ．

軍慰安所の様相（続き）

吉見　自分の部屋はどれくらいの広さでしたか．

金　大きいとは言えない．ふたりが入ったら，

ベッドがこうなってて，枕を置いて，毛布を下に

１枚敷いて，１つ置いて，ふたりでちょうど寝る

くらいで，こっちには靴脱いで，服脱いで，ここ

に上がって来るところがあるだけ．

梁　靴は廊下まで履いたままで来て部屋の前で脱

ぐんですか．

金　部屋に入ってから脱ぐんだよ，服を．外で脱

いで中に入ってはこれないでしょ．部屋に入って

から脱ぐんだけど，せっかちな奴は服脱ぐ暇もな

いよ．日本人は，軍人たちはマキハン〔日本語で

発音＝巻き脚絆〕を巻いてるでしょ．それをほど

いて服を脱いでると時間がかかるんだよ．だから

それ着たままで，これがベッドだとしたら，頭を

こっちに置いて，こっちを見ながら，服だけ上に

まくり上げて，こう横になってると，立ったまま

ボタンだけはずしてやっては交替して，やっては

交替して，そうやって一日に数十人を相手にする

んですよ．

でも，普通の人は時間がかかるじゃない，そう

でしょ？ 軍人たちは時間がないんだよ．とにか

く女にしょっちゅう会えるわけじゃないから，女
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を見ただけで気分がおかしくなるのか何か知らな

いけど，触っただけで何て言うか，サックある

じゃない，ゴムの．そのゴム付けようとしても，

そのゴムがうまく入らないのよ．そしたらそこに

塗るのがあるの，薬が．それを絞り出して塗った

ら油みたいなの，それが．油みたいになってる

の．それ塗ったらすぐにすっと入るんだよ．そし

たら３分もかからない．３分もかからないで終わ

るんだよ．だから１日に数十人の相手ができるん

だよ．そうすると，日曜日みたいな日には，夕方

日が暮れると，立ち上がることもできない，四肢

が腫れる．そうすると軍医官が来て治療して，薬

をくれて，注射を打ってくれる．

吉見　休みの日はありましたか．

金　休みの日はないよ．ただ普通の日には軍人た

ちが戦争するんだから，そんなに毎日たくさん来

るわけじゃない．普通の日は，日曜日に来なかっ

た人たち，出られなかった軍人たちが来るから何

人にもならない．

梁　平日ですね．

金　うん，平日．平日にはあまり多くないから，

身体を休めることができる．だけど，土曜日と日

曜日は死にそうだよ．

梁　もっとお聞きしたいのですが，また改めて．

香港やマレーシアの話なども伺いたいと思いま

す．

金　マレーシアに行っても軍人を相手にするんだ

し，香港行っても軍人の相手するんだから〔同じ

だ〕．

梁　それぞれどれくらいいたか，覚えています

か．

金　それは覚えてない．とにかくそこに行ったと

いうことだけ覚えてる．そこに行ったら，ここは

マレーシアだって言うから，ああ，マレーシア，

マレーシアって，そうなんだと思っただけ．どこ

に行ってもみんな避難しちゃって，人はいない

し，純粋に軍人たちしかいない世界なんだから，

同じ話だよ．どこに行っても同じことをしたんだ

から．

梁　ハルモニは記憶力もいいし，経験が他のハル

モニたちとも違うので……．

金　内容は違うと思いますよ．実際に，この政府

が率先して募集をしたということを，80過ぎ，90

歳くらいなる人は多分みんな知っていると思う

よ．あの中にいる人は分からない．70歳くらいの

人でも，あの環境のことは知らないでしょう．あ

の環境を知っているのは，80過ぎ，90歳くらいに

なった人でないと分からない．当時は，挺身隊に

連れて行かれまいと，私くらいの人が父親みたい

な人と結婚して，旦那さんはとっくに死んじゃっ

て，お婆さんになって子どもたちと暮らしている

人が今も釜山にもいますよ．私のいたマンション

にもふたりくらいいましたよ．あそこに連れて行

かれないために，そういう人のところに嫁に行っ

た．旦那は年が行ってるから先に死んじゃって，

息子たちと暮らしてるって．だから，当時の人は

分かるけど……．

吉見　もっとお聞きしたいのですが，時間が来て

しまいました．また，次の機会にお話を聞かせて

ください．ありがとうございました．

金福童さんからの聞き取り（２）2014年３月22日

広東での最初の体験

吉見　２年前にお話を伺って，広東に連れて行か

れたというところまで伺ったので，今日はその続

きをお聞かせいただければと思います．辛い思い

出をまたお話いただかなくてはならないのです

が，その点についてはお許しください．

金　あの頃はもっとひどい目にあったんだから．

台湾を経て広東に行ったじゃない．広東に着いた
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ら日本軍の偉い人がずーっと座っていたよ．入っ

たらその人たちが検査するの．何歳なのかって聞

くから，14歳だって言ったら〔驚いたようで〕顔

を上げたよ．それから中に入ったら軍医官が身体

の検査をするのよ．どうして工場で身体の検査を

するんだろうって．その時にもまだ，そういうと

ころだって分からなかったから．あのときの恐怖

感は言葉では言い表せないよ．検査をした後，宿

舎に行けって言われたんだけど，宿舎に行った

ら，準備が全部できていたよ．人が何人来るって

（いうのに合わせて）全部準備が出来ていたよ．

そうして始まったんだよ．広東から始まって

……．

広東で始めてされた時に，あんまりにも悔しく

て死のうと思ってね，あれをしたけど結局死ぬこ

ともできなくて，今でもあの時に胃を痛めたのが

きちんと治ってないから，食べ物をろくに食べら

れない．たくさん食べられなくて，１日２食しか

食べないじゃない．

吉見　最初に連れて行かれたのは広東の市内です

か，田舎のようなところですか．

金　広東から始まって香港に行ったのは間違いな

いんだけど，マレーシアとスマトラはどっちが先

か分からない．マレーシア，スマトラ，インドネ

シア，ジャワ，シンガポール．シンガポールで解

放されたんだと思う．

梁　広東は市内ですか，田舎ですか．

金　田舎ではない．市内みたいだけど，人はいな

かった．戦時だから．だから田舎なのかどうか

は，人があまりいないから，民間人は全然会うこ

ともないから，どうだかよくは分からない．

吉見　かよって来る軍人たちが日本のどこの出身

か記憶ありませんか．

金　どこの出身かどうやって分かるの．軍医官の

一人で，具合が悪い時とかによく面倒を見てくれ

る人がいたよ．その人は出身が神戸だと言ってい

た．でも，他の人がどこから来たのか分からない

よ．

梁　その軍医は最初から最後までずっと一緒にい

たんですか．

金　部隊が移動するたびに私たちも一緒に移動し

たから，その人もずっと一緒だったよ．陸軍本部

〔司令部〕だと言っていた．第15師団だか．本部

だから，本部が移動する時にはトラックに荷物を

載せて，その荷物の上に荷物のように乗せられ

て，移動したんだよ．その時に積んであった荷物

に釘が出っ張っていて，車が揺れるたびにそれが

肛門に当たって，今でも傷がある．今でも痛い．

その場所が．そのせいで随分と苦労したよ．

吉見　軍服工場で働くと思って行ったわけですよ

ね．実際には違っていたわけですが，最初にハル

モニを暴行したのは，その軍医だったんですか．

金　うん．軍医．将校だよ．最初の日に来て，そ

れをしようとするんだけど，怖くて逃げたんだ

よ．逃げて，倉庫みたいなところがあってね，そ

こに隠れてたんだけど，そこで寝てしまったんだ

よ．それで寝て起きたら夜が明けてた．夕方に

なってその軍医がまた来てひどく殴られたよ．

梁　軍医ですか，将校ですか．

金　将校だよ．最初に検査してくれた人が軍医官

で将校なんだよ．要するに医者だよ，医者．下の

連中はいわば看護師だ．それで言うことをきかな

いと言って殴られたのよ．

梁　軍医に殴られたんですか．

金　そうだよ．

梁　軍医が親切にしてくれたんじゃないんです

か．神戸出身の……．

金　軍医でも将校がいて，下に軍人たちがいる

じゃない．いうなれば，看護師みたいなことをす

る．そういう人が親切にしてくれたんだよ．
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梁　検査をしたその日の夜に将校の軍医が来て

……．

金　そう．来たけど逃げたんだよ．その次の日の

夕方にまた来て，殴られてから，〔レイプ〕され

たんだよ．それで，次の日に……．私だけじゃな

くて，みんなされたのよ．それで死のうと思っ

て．そこで働いている人が，それも民間人が名札

を付けて入って来る，そうじゃないと入ることも

できないよ．それで飲んで死ぬ薬を買って来いっ

て言ったのに，お酒を買って来たのよ．それを飲

んだら，ここが焼け付くみたいで，もう二杯目は

分からない．それで３人ともぶっ倒れて．そこに

衛生兵たちが来て，ホースで全部洗い出したん

だって．

梁　ハルモニたちは薬を買って来いと言ったんで

すね．

金　そうだよ．飲んだら死ぬのを買って来いって

言ったんだよ．そしたら酒だと思って酒を買って

来たんだよ．

軍慰安所の日常

吉見　身体が治ってから軍人がたくさん来るよう

になったと思うのですが，普通は一日に何人くら

い相手にしたのでしょうか．

金　毎日そんなだったら生きていけないよ．土曜

日は12時から始まって夕方５時まで，日曜日は朝

８時から始まって夕方５時まで．時間を決めて，

時間が過ぎたら憲兵隊が見張っていて……．

梁　平日は？

金　平日は日曜日に来られなかった奴ら．だから

ちょっと暇だよ．土日が終わると下半身が腫れて

大変だよ．すると軍医官たちが来て治療してくれ

る．薬もくれて，治療もしてくれる．それから平

日はそんなに大勢来ないからまだましじゃない．

それでまた土日になると大勢来て……．

吉見　休日はありましたか．

金　休日はない．普通の日は，平日はそんなにた

くさん来ないから，ちょっと暇じゃない．その間

に身体を休める．その間に身体の具合が悪いと，

他のお姉さんたちが余分に働いてくれて．そう

やってお互いに助け合うから．なんとかやってい

けたんだよ．

吉見　性病検査が定期的にあったと思いますが，

その日は休めるのですか．

金　１週間に１回検査をする．傷がひどい子は中

断させる，治るまで．大丈夫だった人はそのまま

〔軍人の〕相手をするようにする．

梁　その検査の日はどうなんですか．その日も軍

人の相手をするのですか．

金　その日は検査をして時間がないから，〔軍人

の相手は〕できない．

生理のはじまり

吉見　当時まだ満14歳でしたが，生理は始まって

いましたか．

金　始まってないよ．あそこに行って血が出た時

には，何か問題があるんじゃないかと思って本当

に驚いたよ．そこにいた姉さんたちが，これは悪

いものではない，大人になるとこういうものが出

ると言って，ガーゼでおしめのようなものを作っ

てくれたよ．３日くらい，それがある時には，

〔軍人の相手を〕しなくてもよかった．あいつら

が血を怖がるから．

梁　生理期間だと１週間くらい？

金　１週間も休めないよ．３日くらいか，せいぜ

い５日くらい．

吉見　生理が始まったのはいつですか．

金　16歳の時．

吉見　満で？

金　数えで16歳．
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梁　では，連れて行かれたのが満14歳，数え15歳

だから行った翌年？

金　そう．

梁　その時にはどこにいましたか．

金　香港だと思う．

外出はできたか

吉見　広東の慰安所にいた時に外出はできました

か．

金　外出はできなかった．私たちが日本人と一緒

にいるから，民間人が私たちのことも日本人だと

思っていて，外に出たら拉致されるって言われた

し，一切外出は禁止だった．

梁　誰が「拉致される」と言っていたのですか．

金　軍人たちが．

吉見　街の見物は全くできなかったのですか．

金　できないよ．慰安所をつくっておいたところ

には民間人はいない．留守番をする人〔家を守っ

ている人のこと〕がところどころに見えただけ．

人が全然いないから，留守番する人が必要じゃな

い．私たちが家を出ても残った人が家を守るみた

いに家を守っている人，残っている人が見えた

の．年取った人ばかりだった．若い人は見えな

かった．

梁　その人たちは自分の家を守っているのです

か．

金　そうだよ．

梁　では，民間人の家が見えることは見えたんで

すね．

金　見えたよ．

梁　どこの話ですか．

金　香港で．

性の相手をすることを拒否できたか

吉見　軍人が毎日大勢来ると思うのですが，この

人は嫌だと拒否することはできましたか．

金　そんなことできないよ．〔部屋の中に軍人

が〕入っていると，列を作って並んでる軍人たち

が扉を叩いて早く出て来いって騒ぐし，ひとり出

て行くとすぐに次のが入って来るのに，嫌だなん

て言うこともできないよ．そんなことは想像もで

きないことだよ．言われたとおりにしてさえいれ

ば殴られることはないから．

吉見　それは軍人が殴るんですか．それとも業者

が殴るんですか．

金　軍人だよ．私のところは，民間業者はいな

かった．最初に連れて行った人は，在日同胞かど

うか分からないけど，ちょっと韓国語のできる人

だった．軍属．軍人には階級〔章〕があるじゃな

い．その人には階級〔章〕がない．私は，純粋に

軍人だけ相手にしたんだよ．民間人とか，朝鮮人

はいなかったよ．

吉見　軍人が暴れて怖い思いをしたことはありま

せんか．

金　軍人が酒を飲んで暴れたりすると他の人に支

障があるから，朝，軍人が出て来ると，あそこか

ら出て来て守るのよ．酒を飲んでふらふらしてい

る人は入れない．憲兵が立ってて．時間になった

ら憲兵たちが〔軍人を〕外に出すし．

吉見　それは慰安所の入り口に〔憲兵が立ってい

るのですか〕？

金　うん．

吉見　軍人が並ぶのは各部屋の前に並ぶんです

か，それとも慰安所の入り口に並ぶんですか．

金　部屋の前．

吉見　各部屋の前ですか．

金　そうだよ．それでひとり出て行ったら次がす

ぐ入ってくる．割り込みというのはない．やって

口げんかをしているのを聞いたことがある．

吉見　チケットのようなものを持って来たので
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しょうか．

金　それは分からない．他のハルモニの話を聞い

たら，何か票を持って来たとか言っていたけど．

私が行ったところは純然たる陸軍本部だから，部

隊から全部もらってくる．食糧でも何でも部隊か

ら持ってくるから，軍人に出るものは私たちにも

全部出る．

慰安所の出張

金　私たちはあそこに行った中ではまだ運がいい

方だった．本部に付いて歩いているから，そんな

に酷く扱われなかったけど，本部でも小隊がある

じゃない．小隊があるところでは出張に出たんだ

よ．10人なら10人，５人なら５人が１週間とか出

張に出るのよ．そこは山がそんなに高くはなく

て，平坦でジャングルの中なのよ．その山向こう

に小隊がいると，本部から私たちが出張に出て，

そこにいる軍人たちを相手にして戻って来るんだ

けど，そこでは他に方法がないから，軍人たちが

寝るところみたいにテントを張って，扉もないか

ら他の奴がやってるのが見えるのよ．そんなとこ

ろで１週間くらい，そいつらを相手にして，本部

に戻って来たりしたんだよ．

梁　ハルモニは一度も出張には行ったことがない

んですか．

金　私も１回行ったよ．酷い目に遭ったよ．

梁　それでそんなによくご存じなんですね．

金　うん．

梁　そういうものがあると，実際に出張に行く前

に年上の女性たちから聞いてはいたんですか．

金　聞いたことなかったよ．出張に行くと言うか

ら，何の出張に行くんだろうと思いながら行って

見たらそういうのだった．

吉見　それは広東の時ですか，それともスマトラ

の時ですか．

金　スマトラか，どこか，はっきり分からないけ

ど，ジャングルが多いところだった．そこに行っ

て，そこがスマトラだと言われればそれが頭に

入ったし，マレーシアだと言えば，だから行った

先でどこだ，どこだって言えば頭に認識されるん

だけど，どっちの方向にどう行ったのかはよく分

からない．でも，シンガポールが最後だというの

は，はっきり覚えている．

梁　先ほどお話しくださった規定，例えば土曜日

は何時から何時までといった規定はどの場所でも

同じでしたか．

金　うん．私たちが行くところは，どこでも同じ

だった．

休むことはできたか

吉見　毎日，たくさんの兵隊の相手をしなければ

ならないわけですが，多い日にひとりが出て行っ

た後で少し休んだりできたのでしょうか．

金　休む時間はない．日本の軍人たちは脚にマキ

ハン〔巻き脚絆のこと，日本語で発音〕巻いてい

るじゃない．それを解いたりしていると時間がか

かるわけだ．だからベッドがこういうふうにある

と，ベッドに私たちがこういうふうに横になった

ら，その人たちは前のボタンだけはずすのよ．ボ

タンだけはずして，立ったまま……．家庭でする

のとは全く違うよ．ある人はサックをつけるんだ

けど，軟膏をつけるじゃない，ぬるぬるしたや

つ．軟膏を塗るとすぐに入る，すぐに入って，す

ぐ出る．３分もかからないよ．だからあんなに大

勢を相手できるんだよ．ひとり１時間，２時間か

かったら身が持たない．

吉見　そういう状況が続くと身体はたいへんです

よね．

金　ハルモニたちはいろいろな形で連れて行かれ

たと思う．過去には商売をする人もいたでしょ
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う．昔は検番もあって歌も習ったし，飲み屋も

あったでしょう．民間人がやってたものもあった

と思うよ．でも，それとこれとは質が違うのよ．

戦場で軍人たちの気をもり立てるために，純真な

娘ばかり強制的に募集したんだよ．夫がいたら連

れて行けないから，結局，結婚していない娘ばか

り連れて行ったんだよ．私が行った時には30人く

らいいたかな．その部隊にずっと付いて行く．20

里先で戦争をしていると，20里離れたところで

待ってるわけだ．上陸して移動することになった

ら，本部の軍人と戦争した軍人と交替するんだ

よ．本部の軍人と別の軍人と交替するから，人が

見えたり見えなかったりする．戦争した人と本部

にいた軍人と交代するんだよ．

梁　平日にはどのように過ごしたんですか．

金　平日は人が少ないから，集まって座ってお酒

を飲んだり，身の上話をする．同じ女性として，

どうやって連れて来られたか〔を話したり〕，家

に帰ることもできないから，お互いに抱き合って

泣いたり．そうやって過ごしたよ．

他の「慰安婦」について

梁　その30人は最後まで……．死んだ人もいなく

て．

金　うん，最後まで．最後まで一緒にいて，シン

ガポールで戦争が終わって，陸軍病院に行くこと

になって，乗るのはみんな一緒に乗ったんだけ

ど，どこに行っちゃったんだか……．

梁　船に乗る時？

金　収容所にいて，〔収容所から〕逃げる姉さん

たちがたくさんいたのよ．なぜなら飢え死にしそ

うだったから．１日にトウモロコシ粉と小麦粉で

お粥みたいなのを１日に２食だけくれる．

梁　収容所で？

金　うん，収容所で．アメリカ人，黒人が入って

来て，時計なんか持っていると全部持って行っ

ちゃうし，カバンなんかも全部見て，何かいいも

のがあれば出せって言うし，一切何も持って出ら

れないようにしたのよ．それで逃げて，帰って来

ない姉さんたちがいたよ．

「留守名簿」について

吉見　〔留守名簿を示しつつ〕この名簿の名前で

覚えている人はいないでしょうか．

梁　この名簿に，金福童，1947年に21歳と，米軍

が作成した名簿に出ているんですが，同じ名簿に

例えば，金
キム

粉
ブン

順
スン

23歳という名前も出ています．金
キム

小
ソ

南
ナム

，薜
ソル

玉
オン

女
ニョ

，趙
チョファイ

華伊……．

金　名前は全部忘れちゃった．

梁　覚えている名前はありませんか．

金　覚えている名前は，みんなもう死んでいない

もの．

梁　この人たち以外に覚えている名前はありませ

んか．

金　死んだ人たちしか覚えてないよ．朴
パク

頭
トゥ

理
リ

とか

……．

梁　ああ，当時あそこに一緒にいた人ではなく．

金　うん，韓国に来て，ナヌムの家に入って会っ

た人たち．一緒に行った友達の中では，韓国に

戻ってから友達ふたりが私の家に来て１ヶ月間暮

らしたことがあるの，梁山で．梁山は今では市に

なっているけど，当時は郡で田舎だったのよ．田

舎で畑仕事して暮らしてるんだから，そこに来て

も習うことも何もない．１ヶ月いて，つまらなく

てだめだと言って釜山に行っちゃった．後で釜山

に行って会ったけど，食堂に勤めて稼いでたよ．

梁　梁山に来た友達は一緒に船に乗って帰って来

た友達ですか．

金　うん，そう．そうやって帰って来た人の中に

は，家庭を築いて暮らしている人が多いと思う
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よ．家庭を守りたい人は出て来なかったと思う

よ．私だって家庭があったら出てこなかった〔名

乗り出なかった〕よ．こんなに長い間，解決しな

いと分かっていたら，心の中でだけ思って生きて

いたと思うよ．あそこに行って来た人は申告をし

なきゃいけないのかと思って申告したんだけど，

こんなに長くかかるとは思わなかった．

梁　一緒に船に乗って帰って来た友達ふたりは，

ハルモニと一緒に梁山まで行ったんですか．

金　うん．

梁　船を降りて，そのまま一緒に？

金　うん，そのまま．

梁　なぜその人たちは自分の故郷に帰らなかった

のでしょうか．

金　行くところがないって言っていたよ．後で分

かったところでは，故郷が統
トンヨン

営だとか，サムチョ

ンポだとか，言っていたけど．家には帰れないっ

て．それでうちに付いて来たいって．それで連れ

て行ったんだよ．それで１ヶ月くらいいたけど，

田舎だから退屈でしょ．やっぱり暮らせないって

言って釜山に行くって言って……．

梁　その人たちの名前は覚えていますか．

金　全部忘れちゃった．

梁　そういう経験のせいで故郷に帰れないと思っ

た人たちがいたわけですね．

金　そう，いたよ．

帰国後の生活

梁　ハルモニは故郷に行こうと思ったわけです

ね．

金　そうだよ．故郷に行ってみたら，解放になっ

ても帰って来ないから，解放後もすぐには帰れな

かったから，だから他の人たちは帰還同胞になっ

て帰って来るのに，そんなに遠くまで行っている

とは思わなかったでしょう．家では，日本にいる

のに消息も全然ないし，それで死んだと思ってい

たんだよ．すぐ下の妹を，私が戻って来たその年

に嫁に行かせてたんだよ．待って，待って，待っ

たけど，帰って来ないから，もう死んだんだと

思って．

梁　では，妹が嫁に行った直後にハルモニが帰っ

たんですか．

金　うん．

吉見　実際に梁山に帰れたのは戦争が終わってど

れくらい経ってからだったのでしょうか．

金　分からないよ．どれくらい経っていたのか．

いくらもしないで6.25事変〔朝鮮戦争〕が始まっ

たよ．6.25事変が起きたために，故郷を離れて釜

山に行ったんだよ．釜山に行く前は畑仕事の他に

習ったこともないけど，釜山に行って何か仕事し

なきゃダメじゃない．それで出来そうなことがな

くて，食堂で何ヶ月か住み込みで働いたんだよ．

食堂で料理とか，お客さんの接待とか，経営の仕

方とか，何ヶ月か習ってから自分で商売を始めた

のよ．その時から，自分で商売を始めたわけ．釜

山多
タ デ ポ

大浦の海水浴場のあるところで，商売をして

いたの．

逃げることは可能だったか

吉見　30人くらい〔の慰安婦〕が一緒に移動する

わけですが，途中で逃げた人などはいましたか．

また，逃げ出して捕まった人はいましたか．

金　逃げることなんかできない．どうやって逃げ

るの．逃げるにしても，逃げるところがなきゃ．

言葉ができるわけでもないし．日本とか，朝鮮

だったら逃げられるかもしれないけど．外国に出

て，軍人しか知らないのに，どうやって逃げる

の．
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興亜倶楽部

吉見　慰安所は同じだったということですが，そ

の慰安所には名前が付いていましたか．

金　慰安所とは言わず，「ミブンジョン」って言っ

てたよ．ミブンジョンが朝鮮語か日本語かは分か

らないけど，ミブンジョンって言ってたよ．

梁　日本語でどういう音でしたか．

金　日本語でもミブンジョン……．

梁　日本語だとミブンジョンではないのでは？

金　それしか知らないから．ただ，ミブンジョ

ンって言ってただけで．

梁　誰が，ここはミブンジョンだと教えてくれた

んですか．

金　誰が教えてくれたかは分からない．一緒にい

たみんながミブンジョンだと思ってたから．

梁　女性たちが．

金　うん．

梁　管理をする人が……．

金　その管理者が言ったと思うよ．その人がミブ

ンジョンって言うから．

梁　朝鮮語のできる管理者が？

金　うん，そうだと思う．その人がミブンジョ

ンって言うから，そう思ってたんだと思う．

吉見　「コアクラブ」というのが別の証言では出

て来るんですが．

金　それ，同じじゃない．ミブンジョンと．コア

クラブ？ コアクラブって何するところ？

梁　コアクラブって聞いたことがありますか．

金　うん，聞いたことある．

梁　どこで聞いたんですか．

金　あそこで聞いたかな．「コウアクラブ」って．

梁　あ，「コウアクラブ（興亜倶楽部）」ですか．

ハルモニがいた，そこが「コウアクラブ」なんで

すか？

金　うん．

梁　それとも「ミブンジョン」なんですか？

金　うん．

梁　両方？

金　うん．

梁　コウアクラブがミブンジョンなんですか．

金　そうだよ．コウアクラブがミブンジョンか

な．コウアクラブってたくさん聞いた．

吉見　ハルモニがいたところはコウアクラブなん

ですか．

金　うん，うん．コウアクラブというのも，慰安

婦という言葉ではないじゃない．なのにどうして

「慰安婦」という言葉がどこから出て来たのかっ

てことよ．

梁　慰安婦という言葉は一度も聞いたことがない

んですか．

金　ないよ．あそこでは慰安所っていう言葉は聞

いたことがない．

梁　場所によって名前が変わったりしたんです

か．

金　同じだよ．

梁　コウアクラブとミブンジョンが同じ名前とい

うことですか．

金　うん．同じだよ．本部なんだけど，将校たち

がよく交代するんだよ．そこにいる人と本土にい

る人が交代するのか分からないけど，しょっちゅ

う代わるのよ．代わっても，本部は本部なの．

梁　では，長い間会った軍人はいないんですね．

金　そうだよ．交替するから．

軍物資配給の状況

梁　それで軍人の出身などは覚えていないんです

ね．

金　そうだよ．そうでなかったら，軍人の名前な

んかも覚えていたと思うけど，長くいないで交替

になるんだよ．いい人だか，悪い人だかも分から
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ないし，私たちは言うとおりにしてれば殴られる

ことはないし，食べ物は持って来てくれるし．軍

人が食べるものと同じものを配給でもらって来る

から，食べる物の心配はなかった．担当者が行っ

て配給をもらって来るんだよ．服なんかも，どこ

でもらって来るんだか，いっぱい持って来るんだ

よ．それで好きなのを選んで着ろって言う．

ちょっと大きかったりすると，持って行って詰め

てくれたりする．だからお金は必要ない．お金は

10円も持っていなかった．たばこも軍人と同じも

のが出た．天皇陛下のマーク，サクラマークが付

いたやつが配給で出た．

梁　菊ではないですか．

金　分からない．サクラが付いてたよ．ピカピカ

金色のが付いてるのを送って来た．

吉見　着物はどんなものを着ていたんですか．

金　上は上着みたいなの，下はスカートみたいな

の，ワンピースみたいなの．服なんか何を着ても

関係ない．洗って脱げればいいんだから．ちょっ

と長くいる時には，どこから持って来るんだか風

呂敷包みに一杯持って来たよ．それを解いて，好

きなのを着ろって言われた．それからちょっと大

きかったりすると，詰めてくれたりした．戦時だ

から，戦場だから，店なんかみんな避難して，逃

げちゃっていなかったんだよ．だから，あるだけ

くれるんだよ．化粧品なんかも，あるもの持って

来て使えって言うし．

吉見　それは一緒について行っている在日朝鮮人

かもしれない男の人が持って来るわけですか．

金　軍人が持って来て管理者に渡す．それから管

理者が私たちに持って来る．

軍慰安所の管理人について

梁　その管理者というのが朝鮮語が少しできる人

ですね．

金　うん，韓国語が少しできる．今で言えば在日

同胞みたいな……．

梁　発音がちょっと……．

金　うん．

梁　方言ではないんですか．

金　方言とかっていうのは今でこそ分かるけど

……．

梁　方言どころではなく，かなり下手だったとい

うことですか．

金　そうだよ．

梁　日本人かもしれないし，朝鮮人かもしれな

い．

金　そう．

梁　そんなに朝鮮語が下手なのに，朝鮮人かもし

れないと言えますか．

金　在日同胞だって朝鮮語が下手な人いるじゃな

い．だから，分からない．とにかく韓国語が分か

る人なんだけど，下手だった．

梁　最初に，その人と，もう一人，朝鮮語が全然

出来ない人もいましたよね．

金　うん．その人とふたりで一緒にいたんだけ

ど，途中でその人はいなくなった．

梁　朝鮮語が全然できなかった人が？

金　うん．

梁　じゃあ，朝鮮語が少し出来る人は最後までい

たんですか．

金　うん．その人と，また違う人が管理して．全

部，軍人たちが管理していたみたいだったけど．

梁　朝鮮語が少し出来た人は最初から最後までい

て？

金　うん，最後までいた．でも，シンガポールに

行ってから，どこだかいなくなった．その頃に

は，私たちも日本語が出来るようになっていたか

ら，日本人の相手が出来たからね．だからあの人

たちがいなくてもやっていけたけど，どういうわ
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けだか，シンガポールに行った後は行方不明に

なった．陸軍病院に連れて行っておいて，どこだ

かいなくなった．

梁　では，管理者は常にふたりいたんですか．

金　うん．ふたり．

梁　常に二人？

金　うん．ひとりはいつも家にいて……．

梁　それが，朝鮮語ができる方の人？

金　うん．朝鮮語ができる人がいつも家にいて，

もうひとりは行ったり来たりしてた．軍人で，何

か取りに行って持って来たりした．

梁　陸軍病院までは朝鮮語の出来る管理者がい

て，その後見えなくなったということですか．

金　うん，そう，見えなくなった．

梁　病院では全然姿を見なかった？

金　うん，見なかった．

吉見　朝鮮語の出来る管理者は釜山からずっと一

緒だった人ですか．集める時からずっと？

金　そうだよ．

吉見　朝鮮人だったかもしれない，断定はできな

いということですか．

金　……〔無言〕．

梁　長く一緒にいて，その人のことを……．

金　知ろうとも思わなかったし，その人たちがど

んな人か，私たちには関係ないし……．

梁　話をしないんですか．

金　そんな話なんかしている時間もないし，その

人がどんな人かなんて．抗議はしたよ．工場に行

くって聞いてたのに，どうして工場じゃなくて，

こんなところなんだって，抗議はしたよ．そした

ら自分も知らなかったって．その人たちも工場だ

と思ってた，こんなところだとは思わなかったっ

て，白を切っていたよ．

梁　その人は，自分で軍人だと言っていたんです

か．

金　軍属だと言っていたよ．

梁　軍属だと自分で言っていたんですか．

金　うん．軍属だって．階級〔章〕のない軍人が

いるんじゃない．自分もこういうところだとは，

はっきり知らないで連れて来たって言っていた

よ．

吉見　その人をハルモニは兄さんと呼んでたんで

したっけ？

梁　その人を何て呼んでましたか．

金　あの人，名前なんて言ったかな．名前で呼ん

でた．

吉見　「兄さん」とは言ってませんでしたか．

金　そんなことは言わない．名前があった．カネ

ムラならカネムラ，フクヤマならフクヤマ．○○

さん，○○さんって．

広東・香港など

吉見　広東にはどれくらいいたのでしょうか．

金　広東には……．どこにどのくらいいたのか，

それは分からない．自分の年が何歳なのかも分か

らなかった．家に帰ったらお母さんが22歳だと

言って，８年目だと言ったので分かったのであっ

て．そこにいる時には，何年目に帰って来たのか

も分からないし，何年経ったのかも分からなかっ

た．

吉見　香港での記憶は何かありますか．

金　香港は……．特別覚えていることはないんだ

けど，戦争が大きく起きたこと……．「キュウ

リュウ〔九龍〕」っていうところがあって，大きな

海みたいなのがあって，こっちが香港で，こっち

が「キュウリュウ」「キュウリュウ」〔発音しにく

そうに，何度も「キュウリュウ」と発音〕ってい

うのがあって，そこは海なの．そこで戦争をやっ

て，攻めて行かないとだめなんだけど，私たちは

こっちにいるじゃない？ それで攻めて入ってい
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かなきゃいけないんだけど，米軍〔正確には英

軍〕が，あれあるじゃない，塞いで人が入ってい

けないようにするやつ，人が入れないように釘み

たいにトゲトゲしたのが途中途中に飛び出してる

やつ．

梁　鉄条網？

金　うん，鉄条網．鉄条網をずっと張り巡らせて

おいて，電気を通してあったの．日本軍が電気

だって知らないで，入って行って鉄条網を切ろう

として大勢死んだのよ．それでまた出て来て，準

備をし直して，それを切って入って行ったら，

あっちは戦争の準備はしないでダンスを踊って遊

んでたんだって．それでそのまま攻め入ったんだ

よ．戦争もしないで．そのまま奪ったわけよ．日

本軍が．

梁　香港から九龍の方に？

金　うん．

梁　海を渡って攻めて行ったんですか？

金　船に乗って．軍人がたくさん死んだ．

梁　最初に行った時には鉄条網に電気が通ってい

るのを知らなくて大勢死んで，次に行った時に相

手が準備をしていなかった？

金　うん，中で戦争の準備もしないでダンスをし

てたって．だから銃も撃たないで，そのまま上陸

したのよ．

梁　その話を誰に聞いたんですか．

金　軍人たちから．

梁　その時ハルモニは香港にいたんですね．

金　うん，香港にいたよ．

梁　じゃあ，ハルモニも船に乗って九龍の方に

……？

金　船には乗ってなくて，私たちが香港にいるか

ら，軍人たちが，先発隊が入って行って闘ってみ

んな死んで，後から入った部隊が銃を撃ちもしな

いで〔九龍〕を取ったって．

梁　ハルモニたちはどうやって九龍に行ったんで

すか．

金　こっちからあっちを見れば見えるんだって

ば．

梁　後で移動して九龍に行ったんじゃないんです

か．

金　行ってない．香港からそのまま，マレーシア

に行ったのか，スマトラに行ったのか．

梁　九龍に攻め入った軍人が交替して帰って来て

そんな話をしてくれたんですか．

金　そう，帰って来てから話してくれたんだよ．

シンガポール・マレー

吉見　次は多分マレーではないかと．

梁　確かハルモニも次はマレーシアに行ったと前

回おっしゃっていましたね？ 台湾，広東，香港

の次がマレーシアだとおっしゃっていましたね？

吉見　次がシンガポールだと思うのですが，シン

ガポールの慰安所は何か記憶ありますか．

金　シンガポールにも慰安所があったと思う．そ

こに行ったら，たくさんあった．シンガポールに

行ってみたら，韓国人の女が大勢いたよ．それか

ら陸軍病院にも行ってみたら，集まっている女が

大勢いたよ．朝鮮人の女たちが慰安婦としてそこ

にいて，あいつらが攻めて来たから，慰安婦とい

うのが分からないように，自分で行きたいところ

があったら行けと言ったり，高いところ，連れて

歩くのが大変なところでは銃殺されたりしたって

聞いたよ．私たちが陸軍病院に行ったら，韓国の

女たち，集まっている女たちがたくさんいたよ．

梁　マレーシアの記憶は何かありませんか．

金　マレーシアは暑い国だよ．民間人は見えなく

て，見えるのは軍人だけ．

梁　マレーシアではずっと一カ所にいたんです

か．
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金　一カ所．

梁　歩いて進軍するんですか．

金　歩いては……．道がないから先発隊がジャン

グルに入って行って道を作るんだよ．車道を作っ

て，移動する時には荷物を載せて，その上に私た

ちを乗せて，軍人たちと一緒に移動するんだよ．

移動して行ったら，軍人たちが集まって準備をし

てある．行けば幕舎が全部できてるんだよ．

梁　それはマレーシアの話ですか．

金　他のところに行っても，あいつらが集まって

全部準備しておいて，私たちをそこに連れて行く

のよ．他のところでは，道がないのよ．シンガ

ポールに着いたら，道が開かれていて，車の通る

道もあったよ．

吉見　軍人が戦闘している場面を見ることはあり

ましたか．

金　20里離れたところにいるから分からないよ．

交替して行ったり来たりしてるのだけ見て，上に

飛行機が真っ黒く飛んでるのは全部見える．

吉見　ジャングルを移動している時に慰安所を作

るというのはテントですか．どういうものです

か．

金　ジャングルを越えて行くと，部落があるんだ

よ．部落のあるところに行くと，昔学校だったの

か，工場だったのか，大きな家があるじゃない．

そういうのを押収して，ベニヤ板で部屋を作るん

だよ．人数に合わせて部屋を作る．

梁　ベニヤ板で作る家は，どこでも大体同じよう

な感じで作るんですか．

金　うん，大体同じ．

梁　じゃあ，そのベニヤ板を持って歩いてるんで

すか．

金　私たちには分からないよ．

いい軍人もいた

金　あいつらの言うとおりにしていれば，自分の

身体に害はないから．あいつらの言うことを聞か

なかったら殴られて自分だけ大変な思いをする．

だからといって，良くなるわけでもない．とにか

く，あいつらの言う通りにしていれば可愛がられ

る．軍人だからと言って，みんながみんな悪いわ

けじゃない．可哀想だと言って勘弁してくれる軍

人もいるし，少しでも休めと言って，ただ座って

出て行く軍人もいたよ．

梁　そういう良い軍人がまた来たりしましたか．

金　時々来る．毎週来るわけではなく，時々来

た．

梁　その軍人が来ると嬉しかったですか．

金　待つようになった．

梁　その軍人が座っている間に話をしたりしな

かったんですか．軍人がハルモニのことを聞いた

りとか．

金　どこから来たのかとか，どうして来たのかと

か，自分たちも故郷を離れて来てるから，来たら

タバコなんかもくれて，タバコを吸って見ろと

言ったり，お茶でも一杯飲んで行く．

梁　自分はどこの出身だとか言っていませんでし

たか．

金　聞いてもいないから．

吉見　贈り物をしたり，軍票をくれたりという兵

士はいませんでしたか．

金　第一線に行って帰って来ると，おみやげだと

言って，時計とか指輪などを持って来たよ．それ

を集めておいたけど，帰って来る時に全部とられ

ちゃった．一切持ち出せないと言って．

梁　なぜ集めておいたんですか．

金　使うところがないから集めておくのよ．いつ

かは故郷に行けるだろうという気持ちで集めてい

たんだと思うよ．ところがいざ帰れるとなった
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ら，全部没収されて，何も持ち出せないようにし

たのよ．

吉見　お金をくれる軍人はいませんでしたか．

金　いない．お金を使うところがないし．

病気

吉見　マレーシアでも，スマトラでも，ジャング

ルに入って行くことがあったと思いますが，ハル

モニは病気になることはありませんでしたか．

金　しょっちゅう病気になったよ．ジャングルで

蚊に刺されて脚が全部腐りそうになった．そした

ら衛生兵が治してくれた．

吉見　マラリアにかかったりはしませんでした

か．

金　マラリアにかかる女もいたよ．マラリアにか

かっても治療してくれる，部隊で．

梁　ハルモニは？

金　私はマラリアにかかったことはない．

シンガポールでの体験

梁　シンガポールは……．

金　シンガポールは行ってみたら都市だよ．大き

な都市みたいなところ．

吉見　シンガポールでも軍人の相手をしたのです

か．

金　シンガポールに行った後は軍人の相手はしな

かった．その時には解放〔日本の敗戦〕になって

たんじゃないかしら？ そこに行ってから，移動

したら軍人が来るものなんだけど，軍人が全然来

なかったの．だからまた他のところに移動するん

だと思ってたのよ．そしたら，トラックに病院の

マークを付けて幌のついた車で来て，乗れって言

うのよ．

梁　シンガポールで？

金　うん，シンガポールで．何も持たないで，着

る服だけ持って行けって．

梁　シンガポールに着いてどれくらいしてからで

すか．

金　どれくらいしてからかは分からないけど，軍

人の相手はさせないで．とにかく，軍人たちがい

ないのよ．憲兵隊が来てちょっと待ってろって言

うから待ってたら……．陸軍病院がシンガポール

からちょっと越えて行ったところにあったんだけ

ど，日本に行ってから聞いたらその病院はバンコ

クにあったって言うんだけど．どこにあったのか

は分からないけど，日本人がバンコクだとか何と

か，陸軍病院が．

インドネシアでの体験

吉見　スマトラに行った記憶はありますか．

金　スマトラの言葉は全部忘れちゃった．スマト

ラに行ったら，人々が鼻になんか変なものを刺し

たり，たまたま見えた人が服も着ないで刀を脇に

さしてる人がいたよ．裸足で．それから，そこに

いる人たちは木の上に家を建てて暮らしてた．そ

ういうのは覚えてる．

吉見　地名で覚えているところはないですか．例

えばパレンバンというのは聞いたことがあります

か．

金　パレンバン，パレンバン……，分からない．

吉見　プキチンギというのはどうですか．

金　覚えてない．

吉見　パダン．

金　それは女の名前？ 知らない．

吉見　ジャワにも行った記憶がありますか．

金　ジャワというところに行ったら，そこでは人

が住んでるのは全然見えなくて，ジャワでは小さ

な船に乗って漁をしている人が見えた．村はない

みたいだったけど．あれがジャワだったと思うん

だけど．
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吉見　スマトラあるいはジャワで慰安所があった

ところは町中でしたか．

金　市街地じゃない．家がないんだよ．

梁　スマトラでは木の上に家を建てて住んでるの

を見たんですよね．ジャワでは人は見えなかった

し．

金　うん．ジャワには長くいなかったと思う．

吉見　スマトラはある程度長くいたんですか．

金　うん，ちょっと長くいた．

吉見　スマトラで兵隊は何をしていましたか．

金　あいつらが何やってるか，私たちに分かるわ

けがないじゃない．

吉見　戦争をやっているようでしたか．

金　交替をして休んでいる本部なんだよ．

吉見　時計とか指輪を持って来る兵隊がいたとい

う話はどこでの話ですか，スマトラですか．

金　どこがどこだか分からないよ．くれるからも

らっただけで．いつ，どこでもらったのかは分か

らないけど，もらうことはもらったよ．

梁　スマトラではもらったような気がしますか．

金　分からない．

梁　何と何がありましたか．

金　指輪と時計と腕輪みたいなの．

梁　たくさんありましたか．

金　たくさん持ってたよ．全部とられて，一つも

持って来られなかった．

吉見　この箱に入るくらいですか．

金　小さな箱に入れて……．そんなにたくさんは

くれないよ．たまに軍人が持って来てくれるのを

集めておいたんだよ．

軍慰安所の様相

吉見　スマトラの慰安所の建物はどんな様子でし

たか．

梁　スマトラでも名前は「ミブンジョン」です

か．

金　同じ名前．

梁　スマトラのミブンジョンはどんな建物でした

か．

金　同じだよ．

梁　スマトラにそんな大きな建物があったんです

か．

金　スマトラは大きな建物じゃなくて，小さな家

がずっと並んでたよ．どんな人が住んでいたかは

分からないけど．そこに入ったら部屋が足りない

じゃない．だからそういう家に部屋を作って暮ら

してたんだけど．

梁　部屋が足りないから別に作るんですか．

金　中に「ハコ」部屋を作るんだよ．

梁　小さな家の中に部屋を作るんですか．

金　そうだよ．

梁　家を建てるのではなく？

金　〔既存の家の中に〕部屋を作るんだよ．数に

合わせて．

梁　じゃあ，小さな部屋ですね．

金　そうだよ．寝台を置いて，他のものは別に

……．カバン一つ置いて．

梁　そのカバンはどこから持って行ったものです

か．朝鮮から持って行ったんですか．

金　うん，朝鮮から持って行ったもの．

梁　それをずっと持って歩いたんですか．

金　そうだよ，韓国に帰ってから捨てたよ．

梁　そういう小さな家をいくつか押収して……．

金　家がずっと並んでた．

梁　大体一つの家に部屋をいくつくらい作ったん

ですか．

金　私のいた家に，５人がいたかな．２階にふた

り，下に３人だったかな．隣の家にまたそんな部

屋があって，またその横の家にもそういう部屋が

あるし．
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梁　スマトラで木の上に住んでいたのは民間人で

すか．

金　誰が住んでいたのかは分からない．

梁　ハルモニがいた家は地面の上に建てた家です

ね．

金　もちろん，そうだよ．家財道具は全部置いた

ままで行っちゃった．

吉見　その家というのはインドネシア人が住むよ

うな家なんでしょうか．

金　小さな家．外国に行くと，ああいう家多い

じゃない．女たちは布を巻いてた，年取った女た

ち．若い人は見たことがない．

吉見　その小さな家は木造ですか．

金　木造じゃなくて，セメントだか，はっきりは

分からない．家は家だから．何で作ってたかは思

い出せない．

吉見　近くに海がありましたか，山の中ですか．

金　海は見えなかった．大きな木があって，家は

木の間にある．

吉見　一つの家と一つの家の間はかなり離れてい

るんですか．

梁　家と家は近いんですか．

金　うん，近いよ．お互いに行き来できる．通路

があるんだよ．元々住んでいた人がいたからかも

しれないけど．家がずっと並んでて，その間に通

路があるから，あの家に行ったり，この家に行っ

たりしてたよ．

吉見　食事はどうしてたんですか．

金　ご飯はそこの女が来て作ってくれた．名札を

付けて．掃除をする人も別にいるし．その人たち

は私たちの用事をしたりは出来ない．そんなこと

したらすぐにクビになっちゃう．

梁　食事はみんなで一緒にするんですか．

金　一緒には食べられない．時間が出来た人から

食べる．

梁　部屋で食べるんですか．

金　別に食べる部屋がある．管理する男がその家

にいるんだよ．だからその家に行って，ご飯を食

べて，自分の部屋のある家に戻る．

梁　管理者がいる家には食堂だけあって，女性は

いない？

金　そう，女性はいない．食べるところだけあ

る．

吉見　お風呂はあったんですか．

金　シャワーがあった．油のタンクみたいな大き

いのあるでしょ．あれを上にぶら下げてある．そ

こから水が出るように作ってある．

梁　それがスマトラですか．

金　そこもそうだし，マレーシアもそうだった．

そういうのを作ってた．倉庫みたいなところで，

シャワーもして，洗濯もする．行くところ，行く

ところで，そういうのを作ってくれた．家にもと

もとあるんじゃなくて，シャワーしたりするとこ

ろを作ってくれた．

梁　広東でもそうでしたか．

金　うん，うん．

看護婦としての写真

金　一緒に行ってきたハルモニがいれば私も

ちょっと楽なんだけど．ところがおかしなこと

に，私と一緒に行って来た人の中で生きてる人が

一人もいないのよ．密陽のハルモニも死んじゃっ

たし．

梁　戦後にも会っていた方がいらっしゃったんで

すか．

金　うん，ソウルで一緒にデモしたりしてた．

梁　それが一緒に行った30人の中の一人だったん

ですか．

金　うん．

梁　いつ会ったんですか．
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金　申告して．ソウルで．

梁　驚いたでしょう？

金　驚いたよ．「あんた生きてたの？」って．

吉見　第10陸軍病院というのはスマトラにいた時

から知っていた病院ですか．

金　知らないよ．あいつらが最後に行こうって

言って行ったところが病院なんだよ．病院に行く

ことも知らなかったし．

吉見　大阪の博物館でハルモニが写っている写真

を見つけたということですが．

金　第10陸軍病院で撮ったもの．

吉見　それには，一緒にいた他の女性が一緒に

写っているんですか．

金　うん．全部じゃないけど，親しい人同士で集

まって撮った写真．最初に見た時，驚いたよ．

吉見　それは看護婦の格好をしてるんですか．

金　うん．でも，その写真を見たら，日本人看護

婦って書いてあったのよ．日本人が看護婦をし

たって書いてあったって．私の若い時の写真よ．

それで〔博物館の〕責任者に，私がここに写って

るのに，どうして日本人だって言えるのかって

言ったのよ．そしたら，軍人たちから収集した写

真だから分からなかったって言ってたよ．全部朝

鮮人だから直せって言って帰って来たのよ．あの

時にもらって来れば良かったんだけど．置いて来

たんだよ．後で韓国からハルモニが一人行って，

そこで大騒ぎをしたらしい．韓国人なのにどうし

て日本人だって書いてるんだって．そしたらうる

さいから，その写真を取り外してなくしちゃった

のよ．

林志映　金文淑さん？

金　いや，ヨンス〔李容洙〕が行って騒いだの

よ．それからその写真がなくなっちゃった．

吉見　第10陸軍病院は1943年にはパレンバンに

あったんですよ．だから，そこと関係あったのか

と思ったけど，それとは関係ないみたいですね．

他のところにいて，連れて行かれたところが第10

陸軍病院だったんですね．

金　あの時は挺対協から何人も一緒に行って〔そ

の写真を〕見た．

林　92年か93年に行った時に見たみたいです．

梁　ハルモニはどうして年齢を満年齢で覚えてい

るんですか．普通は数えじゃないですか．連れて

行かれた年が満14歳って，満でおっしゃってまし

たよね．

金　私は15歳だと思ってたのよ．広東に最初に

行った時に調査をされたの．軍人たちが調査しな

がら，私が15歳だって言ったら，満14歳だなって

言われたのよ．それで，私は14歳なのかなって．

日本に行く時はみんな満で言うのよ．陸軍司令部

から出て来たとかいう，位の高い人が５～６人い

て，長い刀を下げて座ってた．それで手を見よ

うって．

梁　どうして手を見ようと言ったんでしょう？

金　分からないよ．手をこう見て，こう見て，何

歳なんだとか聞くんだけど，私は日本語で言えな

いじゃない．そしたら連れて行った人が15歳だっ

て言ったのよ．そしたら，ははあ，14歳だって．

「ジュウヨンサイ」って言うのが聞こえたの．私は

それくらいは聞き取れるから．それで覚えたんだ

よ．

吉見　改めてお礼申し上げます．長時間ありがと

うございました．

（商学部教授・日本現代史）
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資料　南方第10陸軍病院の「留守名簿」にある金福童さんの記録
　（韓国国家記録院所蔵，姜貞淑氏提供）　金福童さん以外の本籍地は削除した．


