
A recent discussion with a friend reminded me of a book I 
had read some 20 years ago. I read it again and am again 
moved as much as I was at my first reading. The book is 
autobiographic. It is written by Helen Colijn, a Dutch woman 
who was interned for more than 3 years in a camp in 
Indonesia during the Second World War. The book tells the 
story of how her family was living in Indonesia, how they 
wanted to leave when the war started and how their ship was 
bombed and sunk. They managed to reach the shore alive, but 
could not stay free from the Japanese enemy, they were 
interned. Though their imprisonment conditions were severe, 
this story is not so much the story of war imprisonment and 
unbearable conditions. The imprisonment is only the 
background for a wonderful story of how these women were 
able to survive and keep hope under difficult conditions. They 
created a vocal orchestra, singing not words but sounds. 
Singing music from famous composers originally written for 
piano or orchestra. They sang it as they remembered it. This 
music was so powerful that even the Japanese camp guards, 
the imprisoned women’s enemies, came to listen. 

The book “Song of survival – women interned”, led to the 
production of a documentary movie “Paradise Road” and to 
the CD “Paradise Road, the song of survival” with the music 
of this movie. 

Since I am not able to be more precise or more concise, 
hereunder is the citation of the text written by Helen Colijn as 
it appears on the CD-booklet. 

“The music on this CD, as heard in Paradise Road, is 
called "vocal orchestra music" – women singing music 
written for piano or orchestra. During the Second World 
War this innovative music helped a group of women to 
survive a wartime situation in the Dutch East Indies that 
had been occupied by Japan. (The Dutch colony became 
Indonesia in 1949.) 
From April, 1942, to the end of the war in August, 1945, 
an average of six hundred Australian, British and Dutch 
women and children were interned in a Japanese camp 
on the island of Sumatra. They were plucked from their 
South Sumatra homes or were survivors of evacuation 
vessels that left Singapore but were sunk in the Bangka 
Strait. Among the Dutch internees were my two teenage 
sisters and myself. 
For three-and-a-half years all of us lived packed together 
in houses or ramshackle barracks. We never had enough 
to eat or medicines to treat rampant malaria, dysentery 
and beriberi. We never received news about the progress 
of the war, about husbands and fathers in P.O.W. or 
men's camps, or relatives in other women's camps. (The 
Japanese interned close to a hundred thousand non-
Asian civilians in the Dutch East Indies.) We had no 
books to read nor instruments to play. But we did have 
our voices. 

Groups of women sang popular songs in English or in 
Dutch. When after a year no one could remember any 
new ones, two of the British women created the vocal 
orchestra. Margaret Dryburgh, a Presbyterian 
missionary in Singapore, long-time piano teacher, and 
church organist, wrote from memory scores of piano and 
orchestra works. Norah Chambers, a government 
engineer's wife in Malaya, helped Miss Dryburgh 
rearrange the scores for four voices, and during secret 
rehearsals, conducted a new Dutch/English choir of 
thirty women, including my sisters. The impact of the first 
concert on December 27, 1943, on all of us was 
tremendous. Instead of the popular songs we expected, 
the glorious sounds of the Largo of Dvorak's New World 
filled the compound, followed by more music by Bach, 
Beethoven, Chopin, and Tchaikovsky. The music seemed 
a miracle among the hunger, disease, rats, cockroaches, 
bedbugs and smell of latrines. The music reinforced our 
sense of human dignity. We could rise above it all. We 
would struggle on. 
In the year that followed, the vocal orchestra gave 
several more concerts. It built up a repertoire of thirty 
pieces, including Ravel's Bolero and traditional works 
like "Auld Lang Syne." When almost half the singers had 
died from malnutrition and tropic diseases, the vocal 
orchestra sang no more. 
After our release, the singers' vocal orchestra scores lay 
forgotten. However, in 1981 my sister Antoinette, in 
Washington, D.C., donated her vocal orchestra collection 
to Stanford University in Palo Alto, California. This gift 
led to concerts by the Peninsula Women's Chorus to 
make a tape for the Stanford Archive of Recorded Sound, 
to the Song of Survival documentary telecast in the USA 
and other countries, to my book, Song of Survival – 
Women Interned, (White Cloud Press, 1995), to the 
publication of Song of Survival sheet music and, finally, 
to the making of this feature film, Paradise Road.” 

The songs of the movie are by the Dutch “Malle Babbe      
Women’s Choir”. It has been producing concerts many times 
in several countries. I know that in 2005 a concert was given 
in Yokohama. It was organised by a Dutch-Japanese team in 
order to promote peace and reconcile former enemies as was 
the case between the Dutch and the Japanese people during 
the Second World War in Indonesia. 
For the scores: 
https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2015/05/
songs-survival-vocal-music-women-pows 
and 
https://singingtosurvive.com/
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最近友人と話している時、20年ほど前に読んだ本を思い出
しました。読み返すと、初めて読んだ時と同じように感銘を
受けました。この本は、第2次世界大戦中、3年間インドネシ
アの日本軍捕虜収容所に囚われていたオランダ人女性、ヘレ
ン・コレインの自伝です。本の中で彼女は、インドネシアで
の家族との生活の様子、戦争が始まった時、死に物狂いでイ
ンドネシアを出国しようとしたこと、彼女たちが乗った船が
爆撃され、何とか生きて岸に漂着したけれども、日本兵に捕
まり収容所に入れられたことを語っています。収容所の生活
は勿論厳しいものに違いありませんが、話の主題は、捕虜の
女性たちがどのようにして希望を持ち続け生き抜いたかとい
うことで、厳しい捕虜生活はそのすばらしいストーリーの背
景に過ぎません。彼女たちはヴォーカルオーケストラ（声の
交響楽団)を創りました。有名な作曲家のピアノ曲や交響曲
を、記憶のままに、声を使って表現したのです。彼女たちの
歌声はキャンプ内に美しく響き渡り、日本兵たちも聞きに集
まったほどでした。 
彼女の著書『歌の力―日本軍女性収容所を生きる』を基

に、ドキュメンタリー映画“パラダイスロード”が制作され、
その主題歌 “パラダイスロードーソングオブサバイバル”のＣ
Ｄがリリースされました。 
以下、ヘレン・コレイン自身が書いたＣＤ附属のコメント

を引用します： 

「パラダイスロードで歌われているこのＣＤの音楽は“ボーカ
ル　オーケストラ　ミュージック”と呼ばれ、ピアノ曲や交響
曲を女性たちが歌で表現したものです。この創造的な音楽活
動により、私達捕虜の女性たちは、第2次世界大戦中、オラ
ンダ領東インドで、日本軍占領下での苦しい状況を堪え抜
き、生き残ることができました。(1949年:オランダからイン
ドネシア独立） 
1942年4月から1945年8月まで、およそ600人のオーストラリ
ア、イギリス、オランダの女性と子供たちが、スマトラ島の
日本軍による捕虜キャンプに収容されました。捕虜たちの一
部は、南スマトラの自宅から連行され、また一部は、バンカ
海峡で撃沈されたシンガポールからの疎開船に乗っていた人
たちの生き残りでした。私と私の10代の二人の妹もその中に
いたのです。 
この3年半の間、私たちはボロボロのバラックに詰め込まれ
捕虜生活を送りました。十分な食料も無く、マラリア、赤痢、
脚気の薬も不足していました。戦況のニュースも入らず、男
性捕虜キャンプにいる夫たちや父親たちのこともわからず、
他の女性キャンプにいる親戚の女性のこともわかりませんで
した。（日本軍はオランダ領東インドで、10万人近くの非ア
ジア人の市民を捕虜としました。）私たちには読む本もなけ
れば、音楽を演奏する楽器もなかったのです。しかし、私達
には歌うための声がありました。 
初め、私たちは英語やオランダ語でポップスを歌っていまし
たが、一年後にはもう歌い尽くしてしまいました。そこで二
人のイギリス女性がヴォーカルオーケストラを思い付いたの
です。マーガレット・ドライバーグは、シンガポールで長老
派教会の宣教師だった人で、その前は長い間ピアノ教師、教
会のオルガン奏者をしていました。彼女は記憶を頼りにピア
ノ曲や交響曲の楽譜を再現しました。ノラ・チェンバースは
マラヤの政府役人技士の妻でしたが、ドライバーグ女史を助

けて、その楽譜の音楽を声
楽用に編曲し、私の妹たち
を含めた30人のオランダ・
イギリス女性から成る合唱
団を指揮しました。1943年
1 2月2 7日の初コンサート
は、私達全員に深い感動を
与えました。クラシックよ
りポップスが喜ばれるだろ
うという私たちの予想はは
ずれ、ドヴォルザークの「新
世界より」のラルゴ（家路）
に続いてバッハ、ベートー
ベン、ショパン、チャイコ
フスキーの楽曲を歌う壮大
な歌声が施設を充たしまし
た。飢え、病気、ネズミ、
ゴキブリ、南京虫、トイレ
のにおいが充満する中で、この歌声は奇跡のように感じられ
ました。この音楽により、私たちは心を強くすることができ
たのです。困難に負けないよう、自尊心をもって何としても
耐え抜こうと思ったのです。 
その翌年ヴォーカルオーケストラは数回コンサートを行い、
ラヴェル作曲の「ボレロ」、民謡の「蛍の光」を含む30曲の
レパートリーを有するようになりました。しかし、その後、
栄養失調と熱帯性の病気により半分以上の団員が亡くなって
しまい、コンサートは行われなくなりました。 

戦後長い間、私たちの作ったヴォーカルオーケストラの楽譜
は忘れ去られていましたが、1981年、ワシントンDCに住む私
の妹アントワネットが、カリフォルニア州パロアルトのスタ
ンフォード大学に、持っていた楽譜コレクションを寄贈した
のです。これを基にして、ペニンシュラ女性合唱団によるコ
ンサートが行われ、その時の録音テープがスタンフォード大
学の音楽記録アーカイブに納められました。更には“ソングオ
ブサバイバル”のドキュメンタリーテレビ番組がアメリカとそ
の他の国々で放映されました。そして、私の著書“Song of 
Survival－Women Interned (『歌の力―日本軍女性収容所を生
きる』)” (White Cloud Press, 1995)が出版され、ソングオブサ
バイバルの楽譜も出版されました。そして、長編映画“パラダ
イスロード”の制作上映に至ったのです。」 

映画の中の歌はオランダの“マル・バベ女性合唱団”によるも
のです。この合唱団は数か国において何度もコンサートをし
ていますが、2005年には横浜でコンサートを開催していま
す。これは第2次世界大戦中に敵対したオランダと日本の仲直
りのため、また世界平和の促進のために、オランダ人と日本
人女性の混成チームによって行われたものです。　 

訳：神村伸子（Nobuko Kamimura） 

楽譜参照： 
https://library.stanford.edu/blogs/stanford-libraries-blog/2015/05/
songs-survival-vocal-music-women-pows 
https://singingtosurvive.com/ 

『歌の力―日本軍女性収容所を生きる』 
ヘレン・コレイン 
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