
第 17号 731通信 2020年■1月 20日

731通 信
731部隊被害者遺族を支える会

連絡先 東京都新宿区新宿 1-6
5シガラキビル9F

ピープルズ法律事務所内

l

人骨と731部隊
医学の倫理

鳥居靖さんの講演

H月 13日 、連続学習会の二回目

として、武蔵野市の武蔵野商工会

館で「人骨問題と731部隊」と

題して軍医学校跡地で発見された

人骨問題を究明する会事務局長の

鳥居靖さんのお話を聞きました。

ズームによる同時中継もこころ

みました。会場参加とズームの参

加あわせて、38名の参加がありま

した。

鳥居さんのお話の概要です。

新宿で人骨発見
1989年は 1月 に昭和天皇が亡

くなり、戦後処理がタブーだった

昭和時代が終わつた年の 7月 、新

宿戸山の国立予防研究所 (現 。国

立感染症研究所)建設現場から多

数の人骨が発見されました。牛込

警察署がはいり、捜査がおこなわ

れt力日害の形跡なし、ということ

になりました。ここは戦前章医学

校がありました。学校内にあつた

防疫研究室は、石井機関の中枢で

あり、陸軍と医学アカデミズムを

繋ぐセンターとなつていました。

731部隊は関東軍防疫給水部と

呼ばれていました。北京・南京・ .

広東・シンガポールにも防疫給水

部が置かれていました。 そこで、

市民や区議会はこの人骨の保存を

国に要請しました。厚生省は、こ

の要請を断りました。証拠隠滅を

はかろうとしたのです。   |
1989年になり、新宿区の山本区

長は区で独自の鑑定を行 うと表明
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しました。

731部隊被害者遺族

その翌年1990年には「軍医学校跡

地で発見された

骨問題を究明する会 (略称 。人骨
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の会)が結成されました。国は遺

族の申し出がないので火葬する、

といいました。それならば、遺族

を捜しにいこう、と訪中すること

にして、
‐1991年夏に訪中調査団を

つくり、731部隊被害者の遺族

と面会 しました。その

時に敬欄芝さん、張可

達さんにお会いしまし

た。もちろん、遺骨の

鑑定を依頼することに

承諾を求めるためです。

731部隊展の

開催
ちょうどその時は柳

条湖事件 (九一人事変)

60周年の~環で「73

1部隊展」を藩陽でやつ

ていました。日本でや

るなら、この展示物を

貸し出すという申し出

があり、帰国後検討し

て、1993年から「73

1部隊展」を全国で展
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開したのです。この部隊展の実行

委員会は人骨の会が中心になりま

したが、教科書訴訟支援の会、中

国帰国者連絡会、歴史教育者協議

会の全国組織が協力してとりくみ

ました。日本中のいろいろな団体

が実行委員会として参才日しました。

1993年 7月 から1995年 2月 まで、

61カ所で開催し、のべ20万人の方

が参観しました。

人骨の

人骨の 、国の機関には断

られ、国立歴史博物館にいた佐倉

朔は、この鑑定のため、この職を

辞め、札幌学院大学に移り、鑑定

をおこないました。

この佐倉鑑定は1992年 4月 に発

表されました。

1・ 土中経過年数は10年～100年、

20個体数は前頭骨62体、全体で

は、おそらく10o体以上、

3・ モンゴロイ ド系の複数の人種

を含む (ロ シァ人とみられるコー

カソイ ド系の骨も少数あった)、

盤
は
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,4・ 全体の4分の 1が女性、

5・ 10数体に人為的加工の痕跡が

ある、 60銃倉J。 東J倉J・ 切倉J・

鋸断痕があるものがある

とされました。

そこで、1993年 になって、人骨

の焼却差し止め訴訟を提起しまし

た。南典男弁護士や森メ|1文寿弁護

士が活躍しました。裁判では敗訴

しましたが、2000年になり、国会

でもとりあげられ、厚生省と交渉

し、厚生省はようゃく、これは軍

医学校の医学標本であることを認

めました。

これにさきだっ1997年敬蘭芝さ

んの娘郭蔓麗さんが裁判で訪日し

たおり、新宿区を訪ね、骨のてい

整登r堡貸     いま上た。_

それまでダンボール箱にまとめて

いれられていた骨を桐箱に移して

保管するようになっていました。

2000年の厚生省交渉で、①骨は

国が引き取る、②現状のまま (桐

箱にいれたまま)保管する、③人

骨が人体の一部であり、尊厳をもつ
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て取り扱 う必要があるので、保管

施設で弔意をもつて扱 う、と答弁

したのです。

2002年 3月 27日 に納骨式がおこ

なわれ、人骨は桐箱のまま納骨施

設に納められました。

証言ρいくつか
その後も人骨の会では、調査が

続けられ、いくつかの証言も得ら

れました。防疫給水部に

勤務 されていた方から

「ホルマリン漬けの生首

を見た」「ハルピンから

飛行機で人体標本を運ん

でいたのではないか」

「731部隊から飛行場

までマルタを100回以上

運んだ」などという証言

もあります。

戦前軍医学校の医師で

あつた平井成民は2,000

体以上解書Jし、そのうち、

200体を新宿に運び、国

立第一病院に保管し、戦
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後自衛隊に移した、言つています。

これは731部隊から来た可能性

が強い、他からのものの可能性も

ある、とも言つています。他のと

ころから来たとしても戦争らE罪で

あることは変わりがありません。

731部隊遺族の証言もたくさ

んあります。敬蘭芝さんは自身も

憲兵隊に捕まり、拷間を受けまし
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たが、日の前で夫の朱之盈が憲兵

隊にひどい拷間を受け、その後帰つ

てきませんでした。

大連黒石礁事件で犠牲になつた

王耀軒の遺族・王亦兵さんは、20

04年にスーパーインポーズ法での

身元確認を求めて、申し立てをお

こないました。しかし、これも厚

労省は拒否しています。

そして、1998年には、集会に参

加した元陸軍軍医学校看護師の石

井十世さんが「戸山公園の一角に

ある厚生省戸山5号館宿舎付近に

人骨が埋まつている。軍医学校は

空襲で焼けましたが、病院は空襲

されなかつた。 (米軍は病院には

爆弾を落とさなかつた)その横に

人骨を埋めた。自分も埋めるのを

手伝つた

「

と証言しました。

その後2011年になつて、この上

地は厚労省から東京都に移管され

る際の宿舎の解体に伴い、発掘調

査をおこないました。結局骨は見

つかりませんでしたが、ガラス瓶

など戦前の軍陣医学に供するよう
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さん出てきました。な遺物がたく

人骨問題が提起するもの

骨そのものが語る歴史です。 7

31部隊被害者の遺族の証言もあ

ります。人骨という物体は尊厳あ

る「遣骨」になりました。731

部隊で Tマルフ丁更称 された捕虜

の遺体の可能性があります。

戦後処理の問題から「医の倫蜘

の問題になつてきます。その証拠

がこの人骨です。証拠隠滅するな、

都言い続けます。

戦後発足した日本学術会議は軍

事研究に協力しないことを宣言し

ています。2015年には防衛装備庁

が発足し、軍備の研究をすすめる

ようになりました。デュアルユー

取 とぃう民需目的での研究が軍事

研究に転用されるということもお

こっています。大学の研究費が減

らされています。研究者はお金が

ほしいです。国のひもつき予算で

やるか、自分のお金でやるか、と

いうことにもなってきます。



第 17号 731通信

1

2020年■1月 20日

次回の学習会は、憲兵隊がソ連のスパイとして摘発した大連の王

耀軒さんをとらえて、特移扱いとして、731部隊に送った「大連

黒石礁事件Jについて学習します。王耀軒さんを特移扱いとした元

憲兵の三尾豊さんが、戦後補償裁判の中で、事実を証言しました。

裁判原告となった王亦兵さんに三尾さんが、謝罪しました。最初耳

を貸そうとしなかった王亦兵さんは三尾さんの真意を受けとめ、謝

罪を受け入れました。

第 3回講演会

大連黒石礁事件
と731部隊

日時 :2021年 1月 21日 (金)18時半～

場所 :

講師 :根岸 恵子さん

(731ネ ットワーク)

要予約 :

コロナの状況が見通せません。

詳細については、 1月 10日 以降下記のメールア ド

レスまでお訪ねください。

exhibition7310yahoo.co.jp
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