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731部隊被害者遺族を支1更落確ぎ
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19盟年 9月 18日 、日本軍は満州鉄道・   ハルピンから南京に渡つた石井!郵郎部

藩陽郊外の柳条湖付近で、満州鉄道の  隊長:ま 『満州族の王朝:ま万里の長城を
列車を爆破し、中国侵略の火ぶたを切  越え北京で清王朝を立てました。私は
りました。               ハルピンから万里の長城を越えて今日
次の日には、犠陽から各地の中国軍  南京:こ きました。清菫朝が万里の長城:

を攻撃し、数ヶ月ではぽ満州全域を制  を越えた年は1644年です」と言って南
圧しました。翌年 9月 には、日本が支  京の謀路部隊を1644部隊と名付けた、
配下に置く撫順炭坑を襲撃した抗目軍  と言われています。
の通過を通報しなかつたと言って、平   731部 隊はその後も毒ガスの研究、
頂山村の住民約3,000人 を虐殺する平頂  細菌の培養、凍傷実験などをおこない、
山事件をひきおこしました。        実践する機会をうかがつていました。1

そして、清国最後の皇帝博儀を担ぎ  939ノ モンハン事件の時は、ソ連軍を相
出して愧儀国家「満州国」をでっち上  手に毒ガスを使用しています。さらに
げました。この国を認めたのは、日本  華北に進んだ日本軍にも各地で毒ガス
だけでした。国際連盟のリットンを代  を使用し、ペス ト菌の培養に成功する
表とする調査団:ま 「満州国は自主的に  と主に華中の江蘇省・浙江省・湖南省
できて国家ではない。日本軍は撤退す  などで、細菌戦を敢行しました。毒ガ
ベき」とという報告が国際連盟で採択  スも細菌も無差別に人々を殺す非人道
t上 _ヱ_」__■ ■」巨 上 国 墜 懇 麹 整 二 」盤
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世界中を敵にまわしてしまうようにな
るのです。
そして、徐々に中国大陸の河北・華

中などへ侵略の軍をすすめます。
これと前後して、日本の占領下には

いつたハルピン郊外の平房に「防疫絵
水部」として、細菌戦研究をおこなう
謀略部隊731部隊を設置したのです。
731部隊は簿本軍の中国侵略とと

も:こ展開していきます。南京へ:ま 1938

年に731の兄業部議を設置します。
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の兵器を使ったのです。
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戦争の事実を認め、被害者に謝罪する政府を
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菅首相が、国民の声に押されて、政

権を投げ出してしまいました。遅くと

も11月 までには、衆議院の総選挙も実

施されます。自民党内の総裁選びがマ

スコミで取り沙汰されていますが、こ

れは一政党の中の代表選びです。国民

に関わりのあるのは、総選挙です。

そんななか、野党四党 (立憲民主党、

日本共産党、社会民主党、れいわ新撰

組)に よる政策協定が市民連合のとり

くみの中で実現しています。この政策

を実現させる政府の

樹立が国民の声を実

現する道です。四党
の政策合意には、戦

後補償の項目ははいつ

ていませんが、この

政府が平和を守り、

憲法の平和的条項を

実現していくならば、

戦争の事実を直視し、

責任をどうとれば良
いかをまじめに考え、

きっと私たちの切望

する日本軍による戦

争被害者の要求の実

現に一歩近づいてい

くと思います。
今年の12月 には、

日中戦争を米英など

に対する戦争に拡大
していった年から8
0年になります。い
つまでも日本軍の戦

争加害の責任をとら

ないですむわけがあ
りません。
中国をはじめ、日

2021年 9月 7日

本軍の犠牲になつたアジアの人々は皆

高齢になり、鬼籍にはいられた方が多

数です。今生存されている方もわずか

になりました。80年熟上の歳月はそう
いう時間だったと思います。戦争被審

者が生きているうちに、きちんと謝罪

し、これからの新しい関係を築いてい

く最後のチャンスです。今の自民党・

公明党の政府は戦争被害者が死に絶え

るのをまつているかのようです。

731通信
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政府の介入で教科書記述が変えられています

中学・高校の教科書連機では『日本政府の閣議決定のあるもの

を書く」というものが作られました。それを受け、今年 7月 には [従

慰安婦』 f強制連行」とむヽう表現は良くない、と閣議決定してしまい

した。これによつて、これまでに教科書会社から『正誤訂正」の申請

いくつかの教科書会社から出されています。

●山川出版 r中学歴史 日本と世界」

・訂正前 「『慰安施設』には、朝鮮・中国。フィリピンなどから

が集められた (いわゆる従軍慰安婦)。 」

・訂正後 「『慰安施設』には、日本 0朝鮮 '中国・フィリピンなど

ら女性が集められた。」

●実教出版「詳述歴史総合」
・

・・訂主前 「いわゆる罫撻軍慰安婦』など、政府は解決済みとしてい

が、間麗は多い。」  :
・・訂正後 『『慰安婦』など、政府は解決済みとしているが、問題は

い 。 1

●東京書籍「新選日本史B』

o訂
=難

 『強制連行された労働者」

・訂正機 「強制的に動員された労働者』

●溝水書院「日本史B 新訂版』

・訂正前 「多数の朝鮮人に解え、占領地域の中国人も強制連行し、

使した。」

・訂正後  「多数の朝鮮人や中国人を政府決定にもとづき配置し、

した。」
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731部隊は秘密の部隊として、表

向きの防疫給水部という名の裏で、細

菌戦の研究をおこない、実際の戦争で

非人道的な武器を使用して、多くの中

国の人を傷つけてきました。

その際におこなわれた人体実験の

「被験者」は、日本軍の憲兵隊などが

連行してきました。名前がわかってい

る方だけでもかなりの数に上ります。

そのうちの何人かの遣族は、日本の裁

判所に提訴しました。日本政府の謝罪

と賠償を求めて。

朱之盈さんの夫人、敬蘭芝さんと王

燿軒さんの息子、王亦兵さんは1995年

が提訴し、10年以上の裁判を戦いまし

府の責任を免罪してしまいました。事

実があつたのに、加害者を罪に問わな

ぃ、といぅおかしな結果が今も遣族を

苦しめています。

敬蘭芝さん、三亦兵さんも他界して

しまいました。しかし、敬蘭芝さんの

娘さんはまだご存命です。彼女たちを

お呼びして、日本国内の運動を広げて、

日本政府の責任を追及しよう、という

すすめたいと思います。

731通信 2021年 9月 7日
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をお願いします
731部隊被害者を支援する会は、

まつたくありません。

さん方のカンパに頼つています。こ

間の学習会、ニュースの送付など

費用などをまかなっていますが、

なとりくみをすすめるとなると皆さ

ン ノのの ‐

‐

このニュースの送付に「振替用紙」

同封 しました。専用の日塵もありま

この口座は以前使っていた「

人戦争被害者の要求を支える

の回座に731部隊被害者

口を作り、お願いをしています。よ

しくご協力くださしヽ

=
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私たちは、731部隊で、日本軍が  計画をたてていましたが、コロナ・パ

やったことの事実をしっかりヽ掘り起こ  ンデミックで計画は遅れています。

し、その犠牲になつた方々の無念を晴   日本国内では、日申戦争の事実を

らしたいと思っています。       「忘れよう」「ないものにしよう」と

それには、731部隊で本当に何が  いう動きすらあります。731部隊の歴史

あったのか、犠牲になった方々はどん  の事実を掘り起こし、その事実を多く

な思いで亡くなったいつたかをきちん  の日本の方に知ってもらい、その責任

としることだと思います。731の人  をとることと、三度とくりかえさぬよ

♯ 実験 澤 競 法 郵 転 静 購 搬 殊 一―鰤 計 一―う 七 くコr嗜た |十
と翻 お

〒rす下
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戦の実際などをきちんと明らかにし    コロナ禍の状況を見据え、時期をみ

その責任の所在を追及することです。   て、被害者遺族を招いてのとりくみを
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731部隊について

731 の
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731ネ ットワークでは、昨年の

9月 から2ヶ 月に一度奇数月に、連

続学習会をおなってきました。

今回は、731部隊について、今

どこまでわかっているのか、何が問

題なのかを考えたいと思います。
731部鉄の実態については73

1部隊員の証言や、著作、テレビ番
組などがあります。しかし、まだ不
明の点が多くあります。現在の到達
点にたって、731部隊とは、どの

ような組織で、どのようなことがお
こなわれていたのかを、皆さんといつ

しょに考えてみたいと思います。

731通情 2021年 9月 7日

日時 :9月 28日 (火)18:30～
講師 :五井信治さん

(731ネ ットワーク事務局長)

zoomに よるオンライン講演会
参加費は無料

申し込みメールアドレス :nobu510jcomo zaq.ne.jp(定 員100名 )

七
三

一
部
隊
全
景
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すが、その他の非人道的な731部隊|

の姿は今どこまで明らかになつている
のでしょうか。 9月 28翼 「連続学習会」
で731ネ ットワーク事務局長の三井信治
さんがお話をしました。
731部隊長・石井四郎の生い立ち

から話しを葉占めました。千葉県の加
技村 (現芝山町)で生まれた石井四郎
は戦後の亡くなる前年にこの村の神社
の忠魂碑に揮驀しています。ある意味
この村の名士でした。
昭和に改元された1926年あたりから

中国侵略地の防疫事業を担う同仁会が
つくられます。この会の会長にはのち
iこ近衛共麿が就いく与 まヽすも19器年に
関東軍司令部ヤまハルピン郊外の事房に
8キ ロ四方の施設を建設します。迫い

出された農民は3∞人と言われています。
口号棟建設にかかわった中国人は皆殺
しにされました。1941年に口号棟は完
成しました。

口号棟の2階は標本室になっていて、
ベストで殺された申国人被害者の人体
標本がありました。ガス発生室もあり、
毒ガス実験は516部隊と共同でおこ'|

なつていました。ペス トノミの生産現

2021年 11月 3日

・
場もここにありました。800m滑走絡
をもつ飛行場のすみにベスト実験室はあ
りました。
731部隊の技師は京都大学 11名 、

東京大学6名 、満州医大3名、慶応大学、
京城大学、北里研究所、東北帝大各 1名 、
その畿 14名でした。
1938年に国家総動員法が施行され、東

大の覇川太刀王丸が赴任してきます。 7
31都隊の予算は1940年に 1千万円 (現

在の価値で参○〇億円)になります。こ
の年には東大総長の長与又郎が731部
隊を訪間しています1

今わかつている731部隊の組織を説
明します。四つの部鋼にわかれ、第 1都

731通信

731部隊の人体実験・ 細菌戦研究・

などの人道的行為を今の日本政府は認
めていません。関東軍の防疫給水部と_

しての731部隊の存在は認めていま

明らかになっているか
で731 ⌒ ゝ"νノ 、_ は ど

いヽ

日`‐

ヽ

丼螢  _

1●t嵌■‐・ 1・.● _     正,,■



第 23号

講演する三井さん

は基礎研究の部門です。第1繰チフス、

第 2課コンラ、第 3課生理、第4課赤
痢です。人体実験もここでおこなわれ
ていました.静脈に空気を注入す、人
と馬の血の変換などもやっていました。
中国人、ロシア人、朝鮮人、モンゴル

人、ベ トナム人などが犠牲になつてい
｀
ます。日本人も死ぬと解割されました。
絞験者がたりなくなると付近の浮浪者
を捕まえてきました。その機「特移扱
い」が広がります。「蘇諜」とよばれ
たソ連のスパイだとわかつた人を憲兵

階は731部隊に送り込みました。
これらの譲略部隊は北京の1355部隊、

嘉京の1644部隊、広東の8644部隊、シ
ンガポールの9420部隊などもありまし

た。731部隊の支部として、孫呉の6

73部隊、林日の162部隊、牡丹江の643

部隊、ハイラルの543部隊、大連の319

部隊などがありました。
ペスト菌をねずみに注射、その血を

2021年 11典 3日

機つたノミがペス トノミです。これで
ペヽストの威力が高まるのです。
731部隊の饉4部では最近製造を

おこなっていました。毎月ペスト爾鋤0

基、チフス菌800g、 コレラ菌1,000g

な生産していました。
1945年 3月 9騰 、ソ連軍の侵致のな

か、731部隊の競退を決めます。通
の目浄ヽら14日 までの間に証拠隠議を|ま

かります。被験者のマルタは全員殺書

bます。部隊員に石井四郎は三つの議|

示をします。①軍歴を饉す、②公職.に

就かない、③相互連絡の禁止、です。
この約束は上級幹部は守りません。
アメリカ占領翠は、この部隊の研究

:こ 注爵し、45年 9爵 サンダースレポー

ト、46年 5月 トンプソンレポー ト、47

等6月 プェルリポート、同年12麟 ヒル
豪ポートなどで731部隊の研究に言及し
ています。そこで占領軍とのとりひき
ギ成立し、731部議員の免責が決まりま

す。
この他にも原爆の調査委員会である

ABCC委員会にも1鶴 731部隊員が参加
します。90年代には731部隊展が躍かれ
ます、95年 8月 には、人体実験の被害
者遣族が国賠訴識をおこします。97年

:こ は、細菌戦の被害者が国賠訴訟を越
こします。いずれも事実認定はありま
したが、日本政府の責任を免じてしま
います。

731通信
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とんど認めてきま億んでした。繭京虐  てぃるのです
^
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MF、 電
その他の中国で磯檬 ,々 な残虐行為:ま全  0月 31爵 :こ総選挙の結果が出されました。
く認めていません.`          岸囲内鐵の閣僚が何人も可ヽ選挙区で落
・lμ頂山事件は強聞で住民がまきこま  選するとぃう状況のな議ヽで、11月 10日

れただけで、住民遭験ではない、731  特別二っヵいが招集され、新しい内閣
L部隊は防疫結本部で、人体実験の1事  が構成塞れました。
案はない、強制連行・ 強制労働 lま腫議   この内躍で戦後補償の解決をすすめ
決定:ま あるが、強制を前提にしたもの  るというのは、なかなか困難だと思い
ではない、などと全く事実を認めてき  ます。しかし、国際正轟は、戦争機害
ませんでした。これに対して、国本の  者への藁摯な謝罪と補償です。
司法:ま ほとんど⑭葛tた後補償裁判で、事
業認定をおこなつています。国家権力

の医学 e口 医学と人権を考える戦前 日戦後
でノ

:11月 14日 (議 )～ 19日 萎鐙)__
:八王子アミダステーシ黎ン

(JR人王子・東王八王子下車7カ )

入場無料

この部隊展に合わせて、ふたつの議婆会を行います。

11月 16日 (火)18時20分～ :新型ヨヨナ・パンデミックと731部隊・100部隊

講師 :加藤哲無さん (一橋大学名誉級授)

11月 17日 (水)18時20分～ :核なき未来… 被爆二世からのメッセージ

躊師 :森川聖識さん 〔神奈川被爆者の会二世 `三世支部)

この講演会|ま八王子クリエイトホール1l F視聴鷲壼 (アミダステHション近接)、

参加費・500円

い
』.子 の し

時
所

日
場
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731ネ ットワークでは、昨年の
9月 から2ヶ 月に一度奇数月に、連
続学習会をおなってきました。
今回は、5月 学習会で学んだ10

0部隊についての続きとして、人獣
共通感染癌について、現在の状況とて

2021年 10月 10日

らしあわせながら、皆さんといっしょ
に考えてみたいと思います。今轟の企
画|ま 『ヒロシマ連麟 座」という団体との共
催になります。元日本獣医生命化学大学畿授の
小河孝さんにお話しないただきます。

731通信

731部隊と100部隊

731 ιの

テーマ :バンデミックと731部
講師 :加藤哲郎さん (―橋大学名誉教授)

小河孝さん (元麟蜘蜘鋼義機 ・
日時 :12月 4日 (土)13:00～
場所 :駒込愛恵ビル3F

(JR山手線駒込駅東口2分 )

オンライン申し込み。参加費は500円 、
メールアドレス :nObu510jcomo zaq.隧 .jp(定員100名 )

今回は「ヒロシマ連続講塵」との共催のため、会場参加は1,0∞円とさせていた
きます。こちらの申し込みは (qq2g2vddOvanilla.ocn・ neo jp)へぉ願いします。


