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戦時体制で、個人の良心の自由に
ついて検討していきたいとまず述べ

られました。731部隊の技師であっ
た吉村寿人は「個人の自由意志でそ
の良心に従って軍隊内で行動ができ

おこなわれています。防衛省の軍事

研究への補助などをこあ毎われていま
す。
抵抗した医師として末永敏事に触

れます。彼は医師でクリスチャンで
した。1938年に出された医療関係者
職業能力申告令」 |こ 対して「軍務を

拒絶する」と返答し、特高に逮捕さ

れ、その後病死します。この間の経
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731ネ ットワークの連続学習会
の5月 の学習会は、5月 19日 (本)

:こ 「生体実験を拒否した医学者・毅
山正松」と題してのお話でした。命
令が絶対の軍難で人体実験の命令を
拒否したとし:ヽ う医学者がいたという
事実がありました。このことを「戦l

争と医学医療研究会」副代表の末永
恵子さんのお議の概要を紹介します。

ると考えること自体が間違うている1

と命令だから仕方がなかった、とい

う人もいました。軍歌の中で不服従
権の行使は難しいのです。
731問題は、単:こ 戦争協力の間

題ではなく、医学者:こ よる生命の冒
続、生命尊重義務

動員する準備は今も´ ヽ

末永憲子さん
福島県立医科大学医
「戦争と医学医療研
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第27号

過はよくわかっていません。高橋賞は

医師でマルキス トでした。戦争協力を

拒否して、岩手の村にはいっていきま

した。川書田愛郎は微生物学研究者で

クリスチャンでした。細菌戦研究を拒

否したのです。この3人は入隊前に事

前に拒否しました。
また、人隊したが、葛藤を内包して

順応しなかつた人もいます。秋元須恵

夫は「黙して反対しなかった」と戦後、

医学者の道を捨てました。林一郎や斉

藤幸一郎は、731部隊に入隊後、翌

年帰国しています。逃げたのです。こ

ういう人々の資料や証言はほとんど残っ

ていません。資料が比較的そろつてい

る例として横山正松を取り上げます。

横山正松は、1913年、新潟県小千谷
の小作農家の三男として生まれ、貧困
のなかで育ちます。中学の時骨髄炎で

入院し、貧しい人のために医者になろ

うと勉強します。新潟医科大に入学し、

病理学教授の川村麟也と出会い、大き

な影響を受けました。川構は新潟阿賀

野川流域の風土病といわれた「ツツガ
ムシ病」の研究をしていました。川村

研究室にはいつた横山はある目「軍部
から特殊実験を要請されている。これ

は人道に反すると考え、断った。君た

ちも将来同じ問題にぶつかるかも知れ
ぬ。おれの言ったことを忘れるな」と

言われます。 3年になると生理学研究

室にはいり、横田武三に学びます。ユ

ニークな教育者で自由な雰腱気があり

ました。この研究室に生理学者の福原

武がいました。福原は演麟研究会の顧

間をしていました。横山もここで活動
します。福原はその後、北東大学にい

き、その時、捕虜を実験に使わないか

と勧誘されたが「生体実験は動物だけ
で充分、人を使う必要はない」と断っ

ています。この福原を頼って横山も北

東大学の生理学教室の助教になります。

ここでは中国人のスタッフもいました
が、横山は中国人の張教授から多くの

ことを学びます。申国人を上からみる

機線は横山にはありませんでした。
しかし、ついに軍に応召されます。1

944年のことです。北支那方面軍直属の

隣疫給水部 (甲 1855部隊)です。「ほ

号作戦」という特殊業務でペスト最の

増産の部署です。入隊式のおり、「人
体実験をやれ」と命令されますが、そ
のとき川村先生の言葉を思い出し「人
姦を損なうそのような実験はやりませ
ん」と答えるのです。部隊長は激怒し、
部屋を出て行ったのでした。これは初

年兵に度胸をつけさせるための刺突訓

線のようなものであつたと考えられま

す。横山は「上官の命令に背いたが、
ヒポクラテスの書い『いのちを尊重せ
よ。人を殺すことに知識を生かすな」
を守ったのでした。』抗命罪として、
左遷されます。何議省の鄭州支部の邸
壌出張所です。北京から800キ ロ以上難
れた遠隔地です。ここで本来の「防疫
緯水」の仕事を続けます。ここは職場
でした。数々の日本軍の残虐行為を目
撃します。

横山正松がなぜ標否できたのか、と
いうことです。権威の価値より、当分
の良心の価値を大事にしたということ
です。仲間や上官にどう思われるか、
ということにこだわりがありませんで
した。中国人蔑視もありませんでした。
この時の日本軍兵士の心理状態とはか

なり違っていたのです。思師や親友と

警遍的価値を共有していたといえるで
しょう。

そして横山正松の戦後です。1946年
5月 に帰国し、1949年に福島県立女子
医学専門学校 (現・福島医大)に就職
し、1979年に退官します。その後1983
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年、核戦争を防止する福島県医師の会・

愛核福島市民の会の代表世話人として
の活動を開始します。 IPPNW(核
戦争防止国際医議会議)の結成に奮闘
します。1983年に福島支部の結成を実

現します。これは国内では、広島・長

時・奈良・京都につぐものでした。199

1年にはIPPNWか ら横山正松の貢献
に対して表彰状が贈られます。
また、福島市非核宣言都市宣言の推

進力となりました。「・・・私たちは、
日本国憲法の平和主義の精神に基づき、

『 非核三原則』を堅持していくことを
饉く_希求し、―我が福島事域においでは

「

~
いかなる国のいかなる核兵器も饉備貯

蔵することはもとより、飛来・通過す
ることも拒み、綾兵器の廃絶・軍備縮
小と世界の恒久平和の実現を願う『核
兵器廃絶平和都市』であることをここ

に宣言する」とうたっています。
この非核宣言都市は全国1,718自 治体

のうち、346自治体だけで、全国のおよ

そ20%に しかすぎません。もつと多く

なる必要があります。
さらに、横山■松は軍事研究反対も

貫きます。SDI(戦 略防衛構想)に
強く反対しました。「人を殺すのをや
めましょう。自分の国は一番正しく立

派であると考えることをやめましょう。
この録の地球を死の世界にするのをや
めましょう。核をやめれば、SDIな

2022年 5月 22日

います。「日本の天皇は今次大戦の

敗戦の責任負い、退位し、天皇制を
自らの意思で断絶すべきであった」
と述べています。戦争責任を不間に
したまま存続する天皇制に対する疑
間を提出しているのです。

末永さんは、正しいことをはつき
り言うことが大事、 1人ひとりの戦
争責任を考える必要があるといいま
す。たくさんの治安:維持法違反者を
監嶽尋こ闘じ込めてすすめた戦争だっ

たというわけです。横山正松の戦後
は主体的に生きた、と「顧います。 1

人ひとりが社会をつくつていくとい

うことです。横山正松の人生から学
ぶものがたくさんあると思います。

機略こんなお話でした。戦争中、
こんなに多くの人がきさやかな抵抗
をしていたことを知れたことは参加‐

者大いに学ぶところがあったと思い

ます。

どし

横山はまた叙勲を拒否し続けました。
叙勲は大学は毎年申請書類をつくつて
いて、大学の事務から意思確認の電話
が来ていましたが、拒否しつづけたの
でした。その理由を「人間は平等なの

で1『天皇の命令を拒否したので」と
語っていたそうです。国が国民を序列
化することへの批判があったと思われ
ますα
天皇の戦争責任についても発言して

前号の731通信郷号「加藤先
お議」のうち3ページ左下から2
「彼は戦後GHQに奉仕し・・・」

1ではありませんで した。次の

うに訂正します。「その論文を審
した戸田正三は、戦後GHQ
し・・・」と訂正します。たいへ

これは編集部の編集上のミスで

加藤先生の講演に謝りがあつ

けではありません。編集部の
し・ ●

しました。

くお詫びします。
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次回の731ネ ットワークの学習会は、次のような企画でおこないます。次回

はスペイン風邪と陸軍軍医学校をとりあ|ずます。

テーマ :

スペイン風邪と陸軍軍医学校

講師 :川村―之さん
(軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会代表)

同時 :7月 17日 (日 )午後 2時～
場所 :新宿区戸山サンライズ研修室

新宿区戸山1-22

(都営地下鉄大江戸線若松河田駅下軍10分)

参加費 :500円
オンラインの中継もおこな等ヽます。こちらの申し込みは下のとお りです。

申し込みメールア ドレス :nobu.gOi@師 all・ 00m

オンライン参加は無料です。

(定員100名 )

次国の企画は「軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会」との共催でおこないます。

軍医学技跡地で発見された人骨の納骨施設‐
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