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9月 24日 、初の試みでし

たが、ズ∵ムを使つての講

演会を実施しました。34名

の方々が全国から参加 して

いただきました。

南典男弁護士による「7

31部隊と人権―一裁判か

ら考える一一」と題 しての

講演会がひらかれました。

731通信 2020髪■9月 28日

ズームでの講演会は主催

者 としてはじめてでした。

結局全国から申し込まれた

34名 の方がアクセスし、南

さんの講演を聴きました。

南さんの話しは日本の戦

後補償を考え、そもそも人

権の視点から見ると戦争を

どう考えたらよいか、とい

う大きなテーマ

にせまるものと

講演の華い
゛

ようです。

日本の起こし

た戦争でアジア

の人は約2,000

万人、その う
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国家は人間の尊厳を無視して戦争をおこなう
人権の視点を大事に

南弁護士の講演

画面の中ですが、講演する南典男さん
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確立、戦犯への処

七
=…

椰隊と人権―裁Vllから考える 罰が書かれていま
鶴

す。第11条では、

賠償は責任を持つ

て行 うことがうた

われています。つ

まり日本が軍国主

義国家体制から民

主主義国家体制に

ち中国人は約1,000万人、

日本人は310万人が殺 され

ています。戦争で何人殺さ

れたという数字で表現され

ますが、なぜ一人ひとりの

人権が問われないのか、と

思います。国家が優先され

るのです。

1931年 9月 18日 に中国ヘ

の侵略戦争が始まりました。

1941年 12月 8日 に、米英蘭
への全面戦争が併せて始ま

り、1945年 8月 14日 にポツ

ダム宣言を受け入れ戦争は

終わりました。ポツダム宣

言は第10条で基本的人権の

移行すること、戦犯への処

罰が歌 うたわれていたので

す。東京裁判では、平和に

対する罪 (A級戦犯)戦時

国際法違反 (B級戦犯)人
道に対する違反 (C級戦犯)

が裁かれました。

731部 隊については、

アメリカとの司法取引で訴

追が免除されました。

1951年のサンフランシス

コ条約で第14条で、相互に

賠償放棄されることが決め

られました。その後1965年

に日韓条約(1972年に日中

共同声明が出され、北朝鮮
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とはいまだに何も結ばれて

いません。

これらの条約で国家間の

賠償は放棄されましたが、

個人の賠償請求権はどうで

しょうか。賠償は国家間の

問題で、個人の賠償請求権

を国家が放棄できるか、と

いうことが大きな問題です。

戦後の処理として、日本

政府は旧軍人 ,軍属に恩給

という形で保障しています。

2016年までに累計で60兆円

になります。 しかし民間の

被害者は埒外です。まして

や外国の方は全くの埒外で

す。民間での例外は原爆被

害者には、被爆者の闘いの

中で補償が実現していま蔦

在外被爆者は裁判闘争の末、

補償が実現しました。シベ

リア抑留者については2010

年に一人25万円だけの補償

ができました。中国残留邦

人は日本で戸籍が抹消され
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ていましたが、これも裁判

闘争の末、年金の満額支給

が実現しました。空襲被害

者は各地で裁判をおこなつ

ていますが、被害者の請求

はすべて棄却され、その判

決文は「国民がひとしく受

忍しなけれ l・5な らない」の

で、補償できない、という

冷たいものです」
二亡くなつ

た方は放置され、帰つてき

た軍人は補償されるという

のが現状です。

731部隊のことです。

ここは病原体の研究、培養、

媒介の研究などをやつてい

ました。 「マルタ」と呼ば

れる実験材料の人々、憲兵

疎からT特薄曜西¬
~を

受可

た人たちを法の手続きによ

ることなく、残虐に殺 しま

した。

家永裁判でも1997年に出

された判決文で定説化して

いる、と歴史的事実として
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認めたのです。

そして、731部隊のこ

とは中国人戦争被害者賠償

請求訴訟をおこしました。

被害者は全員殺されている

ので原告にはなれませんが、

被害者の妻・敬蘭芝さんが

原告になりました。敬蘭芝

さんは、自分自身も憲兵隊

に拷間を受けています。王

亦兵さんも原告になりまし

た。お父さんの王耀軒さん

を天津で逮捕 したという元

憲兵の三尾豊さんが証言に

たちました。篠塚良雄さん

も証言しました。 731部
隊の柄澤班にいて、生体解

割にたちあい、菌株をつく

ることを命令された、と証

言しました。

この訴訟は東京地裁で19

99年に判決がでます。申国

での軍事行動は侵略行為に

他ならない、中国国民に対

して謝罪すべき、と明確に

731通信 2020年 9月 28日

述べます。しかし、請求は

棄却されてしまいます。

被害者の請求を認めると、

紛争の火種が残 り、将来の

戦争の防止からみて有害だ、

と理由付けをします。

毒ガス訴訟は、オチハル

判決で、被害防止が困難だ

という理由で請求棄却です:

被害者からみれば、大量に

廃棄して、後でどこに捨て

たかわからないから被害防

止ができなかつた、という

のはおかしな論理です。

さらに遣棄化学兵器処理

事業については、2020年度

には500億円もの予算をつ

けています。これはモノの

処理につけられた予算で被

害者には一銭もだしていま

せん。

細菌戦の被害者は1997年

に180名 の方が原告になり、

裁判が始まりました。1940

年 731部隊 01644部
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隊が浙江省衛県から義鳥に

かけて細菌をばらまいたの

です。

1925年のジュネーヴ議定

書で細菌兵器の使用は禁止

されています。日中間では、

国家間の合意で賠償請求権

は放棄されています。 しか

し、個人の権利を大切にす

ることによつてこそ国家問

の対立が納まる、と考える
べきではないでしようか。

ドイツの戦後補償をみて

みましょう。ナチの迫害ヘ

の補償という点から補償を

しています。1980年代から

忘れられた犠牲者というこ

とで、安楽死させられた人・

ホモセクシャル・非社会的

な人物などへの補償もおこ

なわれました。2000年には

記憶・責任・未来という基

金がつくられ、強制連行被

害者への補償が始まりまし

た。 ドイツは被害者個人と

731通信 2020年 9月 28日

向き合らています。

さいきんの徴用上の問題

では、韓国の大法院は反人

道的な不法行為として、日

韓請求権協定の対象外であ

ると判決を下しています。

西松に対する日本の最高

裁判決に対して、中国政府

の声明は「日中共同声明の

謝つた解釈」としています。

国家間で協定を結んでも個

人が納得しなければ問題に

なる、ということです。

最高裁の西松判決は当事

者間の解決を促すものでし

た。これに応 じた西松建設

は2009年 10月 に広島安野、

2010年 4月 に新潟十日町の

被害者と和解しました。三

菱マテリアルも2016年 6月

被害者と和解 .し ました。

ドイツのシュタインマイ

ヤー大統領は今年の 5月 の

演説で「沈黙と隠蔽に抗す

る闘い、記憶するという営
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みを伝えたい、人間の尊厳

は不可侵であり、責任の否

定こそ恥である、と述べま

した。そして、フイツゼッ

カー (1985年に「過去に目

をつボる者は 。・」という

演説を残した)を引き合い

にだし、5月 8日 は解放の

日である、といいましたざ

それは他者による解放でし

た。解放の過程に終わりは

ありません。今こ.そ 自ら解

放しないといけません、と

結んだのです。

日本は戦後アジアの個々

人の被害者からの要求があ

りませんでした。今 日本に

とつてきちんと考える好機

です。平和主義と民主主義

の啓発、排外主義傾向への

対抗、これらが必要です。

今改憲問題に弁護士とし

てとりくんでいます。戦後

が終わつてしまい、今戦前

なのではないかとさえ思い

731通信 2020年 9月 28日

ます。敵基地攻撃能力のた

め予算化する、と言つてい

ます。先制攻撃できるもの

になります。戦後も何回も

危機がありました。それを

憲法 9条が守つてきました。

こうしたお話 しのあと、

質疑応答にはいりました。

参加者はチャットで質問し

ます。

731の資料がアメリカ

から明らかになつているが、

アメリカは態度が変わつた

のか、と言う質問に対して、

南さんは「アメリカは公文

書公開の法律があります。

そこが日本とちがうところ

です」と答えました。この

他にもいくつもの質疑があ

りました。京大の学位取り

消し訴訟については、参加

していた滋賀大学の西山勝

夫先生が説明をするという

場面もありました。
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最後に実行委員の鳥居靖

さんから、新宿の軍医学校

跡地で発見された人骨につ

いての解説もありました。

これは1989年に頭骨だけで

62体、全体で100体以上の

人骨が出てきたの_です。 7
31部隊との関連が疑われ

ました。1991年に訪中して

敬蘭芝さんなどに会い、身

元確認をするよう求めまし

た。

人骨が発見された場所に

は今感

染症研

究所が

ありま

す。戦

前の体

質を今

に5モけ

継いで

いるの

ではな

いかと
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すら思います。新宿区が鑑

定しようとした時に国はこ

れを妨害しました。市民運

動で人骨を保護しています。

次国の講演会では、この人

骨問題についてお話しをし

ます、と話されました。

また、来年こそ731被
害者の遺族を呼んでイベン

トを開こうと、カンパのよ

びかけもありました。

最後の発書をする鳥居靖さん
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感想もチャットで寄せ られました

戦争に深く関わつた人には高額の恩給が支払われ、被

害者には何も内という構造的闇を感じますが、 ドイツ政

府となんと違 うものでしょうか。今後の要は、戦争被害

者と真に向き合うこと、という大切なことを学べました。

日本の自らの解放が行われてこなかったことが個人の尊

厳とヽ うヽことが身についていない現実になつてきている

と思います。

第 2回講演会

人骨問題と73可 部隊
1日 時 :■ 1月 13日 (金)19時～21時

場所 :武蔵野商工会館 4階・市民会議室

講師 :鳥居 靖さん

(軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会)

資料代 :600円
要予約 :080-3157-1858(定 員 35名 )

Zoomに よる配信もおこないます。希望者は次のメー

ルで申し込んで下さい。exhibition7310yahoo.co.jp

*なお、この講演会は「むさしの科学と戦争研究会」
のとりくみとして行われます。
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