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2022年ABC企画委員会

「総会」＆「戦争と感染症」講演会案内
いま、新型コロナウイルス禍にあって感染症と戦争、731部隊との関わりが注目されています。

戦時下の南方・インドネシアでは「感染症」で斃れる日本軍兵士が多く、ワクチン開発に取り組んでいた1944

年8月、インドネシアの「ロームシャ」がワクチン注射後に奇妙な症状で多数が亡くなった。日本・南方軍防

疫給水部の人体実験だったのか？ 新資料から知られざる活動が明らかになった。戦時下での感染症の攻防に

ついてインドネシア、731部隊研究の専門家による講演＆シンポジウムを企画しました。皆様の多数のご参加を

お待ちしています。

日時：4月 2日（土）/ 会場：中野区産業振興センター

♦第1部 「総会」 11時00分～1２時30分 会員以外の方でも参加できます

2021年度活動報告 / 2022年度活動方針（案）検討

♦第2部 講演とシンポ 13時45分～17時00分 （13時30分開場）

講演 「戦争と感染症」 13時 45分～15時 30分 参加費：800円

講師：倉沢愛子さん（慶応義塾大学名誉教授）

専攻はインドネシア現代史。

2021年 8月、NHKBS１「感染症に斃れた日本軍」

で太平洋戦争下のインドネシアにおける日本軍

南方防疫給水部の真相についてあらたな証言を

語られた。

◎シンポジウム 15 時 45分～17時

討論者：松村高夫さん（慶応義塾大学名誉教授）

倉沢愛子さん/ 田中寛（当会代表）
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『私の７３１部隊追跡記』（１）
松村 高夫（慶応義塾大学名誉教授）

1983 年秋のある日、私の自宅に一本の

電話が入った。慶応大経済の院生児嶋俊

郎さんからだった。彼は息せき切った声

で、こういった。「今、神田の古本屋にき

てます。店に持ち込まれたばかりの大き

なダンボール２箱の中を見ると、７３１

部隊の人体実験報告書のようなものがい

っぱい詰まっています。どうしたら良い

でしょうか。」 「わかった。（慶応大の）

三田の図書館に入れてもらいましょう。

値段はいくらと付いていますか？」「箱

は店に入ってきたばかりなので、値段は

付いていません。」 「すぐに店主にきい

てください。」 しばらくして「２箱で

80 万といっています」

「三田の図書館に持ってくるよう言って

ください。」 こうして図書館に無事に収

納されるはずだった。ところが２・３日

後、三田キャンパスに行ったとき、南門

を入って階段を登りつめたところで、偶

然青ざめた顔で立っている児嶋さんと出

会った。「どうしたんだ。そんな青い顔し

て」と訊くと、「図書館に一旦着いたあの

ダンボール箱を、古本屋の主が来て持っ

て帰ってしまったんです」という。 ７

３１部隊の人体実験の報告者の類は、防

衛省が秘密で収蔵してきた史料で、絶対

に外に漏らしてはならない史料のはずだ。

欲しい人にとっては 300 万だって、500

万だって買いたい史料である。古書店の

店主は、多分もっと高く何倍かの値段で

売れるとみて、取り返していったんだろ

う。私はすぐにタクシーを拾い、児嶋さ

んと神田に向かった。神保町の交差

点で降り、古本屋に飛び込むと、私は品

性も投げ捨てて店主に向かって怒鳴って

いた。「一旦決めた商取引を勝手に破棄し

た。オタクはそんな商売をしてるんです

か！」こうして奪い返した 2 箱をタクシ

ーにのせ、三田に戻った。そして『大東

亜戦争陸軍衛生史編纂資料』として、三

田の図書館の特殊書庫に収蔵されること

になった。

私は７３１部隊について、1976 年 11

月にテレビで放映された TBS 吉永春子

の『魔の七三一部隊』や 1981 年刊行の森

村誠一『悪魔の飽食』第１部から得た知

識ぐらいしかもっていなかったが、すぐ

に太平洋戦争史研究会を組織してその史

料を読み始めた。会長には田中明経済学

部教授になっていただき、児嶋俊郎、江

田いづみ、古川万太郎と松村の５人でス

タートした。研究会にはその後数人かが

加わり、途中で名称も「満州史研究会」

に変わったが、ごく最近まで 30 年間余つ

づいてきた。

この『衛生史編纂史料』が三田図書館

に入ってから約１年間、史料を読み検討

した。その結果、７３１部隊の人体実験

の報告書では人間を実験対象としたばあ

いでも、猿とか野兎とかに偽装して書く

のが通例だったが、人間を対象にしたと

明記された 2点の人体実験報告書を新聞

に公表することにした。『きい弾射撃ニ因

ル皮膚障害並一般臨床的症状観察』、およ

び、『破傷風毒素並芽胞接種時ニ於ケル筋

「クロナキシー」ニ就テ』の２点を、1984

年 8 月 15 日の『毎日新聞』が報道するこ

とになったのである。

8 月 15 日の『毎日新聞』１面は、横書

きの大きな見出し「「人体実験」報告書見

つかる」の下に、中見出しの「細菌戦の

７３１部隊」があり、ついで縦書きの見

➁



出しで「毒ガス弾を１万発」「２１人対象

水溶液も飲ませる」「慶大研究会入手」「破

傷風菌接種で死者」とつづき、小見出し

「教科書裁判、文部省の主張覆す」のあ

と、「松村高夫慶応大経済学部教授談」と

して、次の談話が続いた。「７３１部隊が

生物化学的兵器の開発のための人体実験

を行った文献的史料が発見されたことは

大変重要な意味をもっている。また、７

３１部隊の人体実験は家永教科書裁判の

第３次訴訟で大きな争点の一つになって

いるが、この資料の発見で文部省側の主

張を覆すことになろう。研究熱心な医師

が植民地支配の中で、こういうことをし

てしまうことの意味を改めて考えてみる

必要がある。」

破傷風菌の実験は、破傷風毒素と芽胞

を人間の足背部に接種し、発症時の筋肉

の電位変化（クロナキシー）を測定した

実験報告書である。表紙には、７３１部

隊診療部の永山太郎中佐（診療部長）、池

田苗夫少佐、荒木三郎技師の名前が記さ

れている。対象とされた人間は１４名で、

全員死に至らしめている。破傷風芽胞３

CC を皮下注射された「９９１号」は１０

日余で死亡しているが、その間の経過を

詳しく観察している。毒素接種の場合は、

体内に入って毒素を産生した芽胞よりも

「経過極メテ電撃性ニシテ」、毒素１００

MLD(致死量の 100 倍）を接種された「６

９１号」は、接種５日後に死亡したこと、

毒素１０MLD を接種された「５５９号」

は、７日後に死亡したことが付表で示さ

れている。それ故、毒素１０００MLD を

接種された３名、毒素１００MLD を接種

された３名、また芽胞をより多い５CC 接

種された１名も死に至ったことは確実で

あろう。和気朗は「毒素と芽胞が人体の

神経にどういう具合に作用するかを科学

的に分析した実験だ。特に芽胞を接種し

ているのは、細菌兵器として破傷風菌が

有効かどうかを調べたものとみられる。

何人かを死に至らしめており、非人道的

な実験だ」との談話を載せている。

この実験は平房の診療部が行なった。

診療部員は「マルタ」を収容した特設監

獄（第７・８棟）に自由に出入りするこ

とができ、第１部細菌研究や第４部細菌

製造と同じように、そこに収容されてい

るマルタを使って実験していた。

同日 8 月 15 日の新聞の社会面では、こ

の７３１部隊の人体実験を裏付ける本格

的史料が、戦後 39 年経って世の中に出た

きっかけが記されている。きっかけは、

井上義弘陸軍軍医少佐の遺族が家を新築

するとき、戦後ずっと隠されてきたもの

を置き場所に困り、廃品業者に処分した

ときのチリ紙交換だった。井上は戦争中

毒ガス研究で博士号を取った毒ガス専門

家で、押し入れの中には防毒マスクや毒

ガス関係の書類、報告書、写真がダンボ

ール箱で 6,7 箱もあったと遺族はいう。

新聞に発表する前の 8 月初旬、報告書

の表紙に記名があった池田苗夫の面会を

求めて、『毎日新聞』記者２人と松村は面

会を求めて当該報告書 2 冊をもって大阪

の自宅をアポを取ることなく訪問した。

だが、そこにはおらず、３人は探偵のご

とく一日中池田を捜した。池田の別荘が

あるという伊賀にも向かった。気温 37

度の猛暑日だった。伊賀に着いて役場で

住所を聞いて行ったが、そこにもおらず、

最後に滋賀県琵琶湖畔の長男宅にいたの

を見つけた。近くの公衆電話から電話す

ると、返ってきたのは「石井部隊のこと

は一切喋りたくない。会いたくもない」
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という返事。仕方なく長男を通じてコメ

ントを求めたところ、「破傷風の実験は上

官の指導でやった」と認め、「きい弾（イ

ペリット弾）の報告書」については、「私

は昭和 17 年に 731 部隊に呼ばれたので、

実験に加われるわけがない。」と関与を否

定した。イペリット弾１万発を様々な条

件のもとにおいたマルタに向かって発射

した実験は、昭和 15 年 9 月 7 日から 10

日にかけて行われているので、池田苗夫

の否定には時間的矛盾はない。またイペ

リットガス弾の実験対象とされた人間は

2１人で、戦後の米軍による「ヒル・レポ

ート」（1947 年 12 月 12 日）のイペリッ

トガスによる死者 21 人に対応している

ことはだいぶ後になって判った。この池

田苗夫の経歴と研究は、竹内治一・原文

夫「７３１部隊員であった一医師の戦中・

戦後の言行より」（1）『１５年戦争と日本

の医学医療研究会会誌』2001 年 10 月、

同（２）2002 年５月、原文夫「７３１部

隊員だった池田苗夫元軍医の戦後の軌跡

より』同『研究会会誌』2013 年 11 月に

よって詳しく明らかにされている。池田

の自筆『履歴書』（松村所持）によると、

池田苗夫が平房の７３１部隊にいたのは

1942年 8月 1日から 43 年 7月 31日まで

だから、この破傷風菌の人体実験は 42

年 8月以降１年間の間になされたもので

ある。そして、この実験は細菌兵器をつ

くるためではなく、破傷風ワクチンをつ

くるためであった。

池田苗夫は 1943 年７３１部隊を辞め、

海軍に移籍し、広島に原爆が投下された

とき呉に滞在していた。投下後最初に広

島に入ったのは、8 月 6 日の呉鎮守府調

査団の三井再男ら１７名であるが、池田

苗夫も投下後直ちに広島に入り被爆者の

治療に当っている。池田苗夫ノート（松

村所持）には「原子爆弾傷者に対する乾

燥人馬血漿並に血漿湿布は口内炎、熱傷

に顕著なる効果を示した」とある。乾燥

血漿は、７３１部隊でワクチンの指導的

立場にあった内藤良一が米国で乾燥血漿

を研究したのち帰国し、1943 年陸軍軍医

学校防疫研究室で開発に成功したもので

ある。内藤は敗戦後「ミドリ十字」を結

成し、朝鮮戦争時に米軍に乾燥血漿を売

り込み大儲けをしたことでよく知られて

いる。

この２点の人体実験報告書の『毎日新

聞』での公表の反響は大きかった。

『毎日新聞』1984 年 8 月 16 日の「社説」

は、人体事件報告書の原本２冊の史料の

意義を強調したのち、さらに「戦争と狂

気について」次のように書いている。

「人体実験を行ったのは医学者を中心と

した科学者、研究者たちだった。・・・科

学者の理念、理性をここまで見事に喪失

することが出来るという点に、りつ然と

せざるを得ない。/もう一つは七三一部隊

の全容がこうも長く秘匿されつづけてい

ることの重みである。この部隊について

語られ始めたのはつい数年前のことだっ

た。・・・四十年近い戦後の歳月をへても、

なお当事者による証言を十分に得ること

ができない点にこそ七三一部隊の重くて

深い暗黒の部分を読みとることができる

だろう。」

さらに５日後の『毎日新聞』（8 月 20

日）に、15 日の「人体実験報告書見つか

る」と 16 日の「毒ガス兵器史料、米軍に」

の記事について、児童文学作家山中恒は、

「これまで、隊員の証言で『人体実験』

がなされたことはわかっていたが、裏付

けになる文書が未発見であったこと、そ
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れが現れたという点で、この記事は読み

ごたえがあった。教科書裁判の争点にも

なっていたこの事件が、この文書発見で、

文部省の主張が覆ったことに言及したの

も有効であった。十五日朝刊十九面で、

この文書がどのようにして発見されたか

を追跡したのも面白く、実に三十九年も

隠されて来たのが、チリ紙交換に出され

たというのもドラマチックであった」と

書いた。

外国での反響も大きかった。外国へは

東京発 UPI としてこの資料発見が報じら

れた。中国では『人民日報』（8 月 16 日）、

『チャイナ・デイリー・ニューズ』（8 月

17 日）などが報じ、イギリスでは、民放

テレビジョン・サウス TVS がドキュメン

タリー「７３１部隊ー天皇は知っていた

か」を制作中であり、松村が同テレビ局

のピーター・ウィリアムズとデイヴィッ

ド・ウォラスの東京での取材に応じ、破

傷風実験とイペリットガス実験の２つの

史料について説明した。この１時間の番

組は、85 年 8 月 13 日にイギリスで放映

された。イギリス人捕虜が細菌兵器開発

のモルモットにされたという事実が初め

て放映されたので、イギリス人に強い衝

撃を与えた。

同じドキュメンタリーが、アメリカの

ABC 放送の番組「トウェンティ・トウェ

ンティ・ヴィジョン」で 85 年 12 月 8日、

真珠湾攻撃の記念日に放映された。これ

は台湾、ソ連、スウェーデン、カナダな

どの国でもみることができ、一層大きな

反響をよんだ。アメリカでの放映は Did

the Emperor know it? 『天皇は知ってい

たか』という副題をつけたので、日本の

右翼が騒いだ。二人の製作者はのちに

Peter Williams and David Wallace, Unit

731 The Japanese Army's Secret of

Secrets, Hodder& Stoughton, 1989 を刊

行するが、同書の米国版の刊行では、朝

鮮戦争期の米国による細菌戦を扱った第

17 章 50 頁分が削除されており、出版の

自由の問題として社会問題にもなった。

なお、この本は西里扶甬子訳『七三一部

隊の生物兵器とアメリカ－バイオテロの

系譜』かもがわ出版、2003 年として翻訳

出版されている。

もう一つの反響は、太平洋戦争史研究

会に中国からハルビン平房の 731 部隊跡

訪問の招聘状が届いたことだった。翌年

1985 年 3 月、会員 5 名（田中明団長、江

田いづみ、児嶋俊郎、古川万太郎、松村

高夫）が初めて満州の地を踏み、平房の

部隊跡を見学し、韓暁、歩平、関成和の

諸先生にお会いすることになる。

草茫々の７３１部隊跡は荒涼としてい

た。韓暁 731 部隊陳列館館長が出迎えて

くださり、ロ号棟跡や 3 本煙突の残る建

物や凍傷実験室などを案内してくださっ

た。南側の建物の 2 階奥に石井四郎隊長

執務室があり、中に入ってみた。そして

当時働いていた「労工」のインタヴュウ

も可能にしてくれた。外国人に「労工」

を会わせたのは初めてだといわれた。そ

のあと 731 部隊の研究者たちとの交流会

も設定してくださり、黒龍江省社会科学

院の歩平さんを始めとする研究者たちと

731 部隊についての意見交換をおこない、

前記の人体実験報告書 2 点を社会科学院

に提供した。

夕方、依頼しておいた現地の 731 部隊

地方史研究会の数人が来てくれた。ハル

ビンから北京行きの夜行列車に乗るため

に地方史研究者と十分話す時間はなく、
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再会を約して別れたが、その地方史研究

会の関成和会長は「真の歴史家」である

と私は直感した。帰国して関さんと連絡

をとろうとしたが、所在は全く分からず、

その6年後の1991年に731部隊研究国際

会議の第１回大会に参加するために再度

ハルビンにいったとき、私は川村一之さ

んと一緒に関成和を必死に探しだすこと

になる。

では、何故防衛省の門外不出のはずの

史料「大東亜戦争衛生史資料」が古書店

に現れ、慶応大図書館に入るようになっ

たのだろうか？ それは金原節三が

1955 年、自衛隊ができてまもなく自衛隊

衛生学校の校長に赴任したことと深く関

連している。以下のことは、2013 年に始

まり、現在も進行中の『衛生学校記事』

の開示を求める防衛省相手の裁判（東京

地裁、原告は和田千代子さん）を支援す

るなかで判明してきたことである。

陸軍省医務局医事課長（1941 年 11 月

～）だった金原節三(軍医大佐)は、７３

１部隊を指導する立場にあったが、彼自

身は 1943 年 9 月に近衛第２師団（スマト

ラ）軍医部長、44 年 10 月第１５軍（ビ

ルマ）軍医部長、45 年 7月第３８軍（仏

印）軍医部長という重職を経て敗戦を迎

え、1946 年 5 月に帰国した。復員直後の

同年 6 月、厚生省東海北陸医務出張所の

所長に就任するが、翌 47 年 12 月、戦争

中の経歴が追放令の原因となり、退官し

た。48 年 1 月から名古屋市で金原病院を

開業する。

自衛隊衛生学校が 1955 年 7 月、東京世

田谷区の三宿駐屯地開設に伴い三宿に移

転すると、金原節三は陸軍衛生に関する

豊富な経験者として、同年 8 月 1 日に第

４代衛生学校校長（陸将補）として迎え

られた。金原は、衛生学校校長になると

2 つの事業計画をたてた。『衛生学校記

事』の発刊と『大東亜戦争陸軍衛生史』

の刊行である。『陸軍衛生史』刊行のため

に、金原は旧軍人をはじめ戦前軍事衛生

に関連した人々に史料の寄贈を呼びかけ

た。金原は戦前、陸軍省医務局医事課長

を務め、また、スマトラ、ビルマ、仏印

の軍医部長を務めたので、各地の防疫給

水部にも知人が多く、短期間の呼びかけ

であったが、応じて寄贈された衛生史関

連史料で自衛隊衛生学校校長室は満杯に

なった。

ところが、1957 年 12 月 26 日、金原は

本人の意思に反して陸上幕僚監部衛生課

長に配転され、衛生学校校長の任期はわ

ずか２年４ヶ月で終わってしまった。『衛

生学校記事』第８号、1958 年 2 月には、

金原校長は「転任」により、「見る目も痛

ましい程に悲しみうち萎れておりまし

た」。「編集員一同のかなしみも同様で、

一時は青天霹靂の感に打たれ、呆然とし

ていた。」とある。

何故、金原は突然学校長を解任された

のだろうか。自衛隊幹部には衛生史関連

史料を集積する金原の意図に危惧の念を

持つ者もでてきたようだ。自衛隊独自の

細菌戦部隊の結成をもくろんでいるので

はないか、という疑念である。自衛隊の

アメリカへの従属を基本政策としている

防衛省幹部、自衛隊幹部の多くにとって、

金原は目障りな存在と映りはじめた。こ

れが金原が在任 2年 4ヶ月で校長の職か

ら更迭された理由であろう。できるだけ

長く校長の職にあって『大東亜戦争陸軍

衛生史』を完成させ刊行しようとしてい

た金原の目論見は、もろくも崩れ去った。
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金原の後を継いで第５代衛生学校校長に

なった井上義弘（毒ガスの研究者）は、

金原更迭の理由を敏感に察して、校長室

に集積された史料群を自宅に隠したので

ある。井上は、1929 年台北医学専門学校

を卒業し、1942 年に南方軍防疫給水部に

務め、敗戦時には軍医学校気付であった。

更迭後も金原は『衛生史』の刊行のしご

とは続けたが、肝腎の 1 次史料が大部分

利用できないなかで、充実した完成本を

つくることはいかんともし難かった。

『大東亜戦争陸軍衛生史』はスタート

して８年経って、最後の巻１を 1971 年 7

月に刊行し、全９巻の刊行を終えた。そ

の時の衛生学校校長は第８代の園口忠男

がなっていた。『衛生史』の編集顧問は金

原節三、諏訪敬三郎、出月三郎、大塚文

郎、安田常男、平賀稔の６名であり、監

修は「陸上自衛隊衛生学校長 園口忠男、

編集は陸上自衛隊衛生学校」となってい

る。 全９巻が完成した時、1971 年 7 月

12 日付で「大東亜戦争陸軍衛生史・編纂

世話人代表・金原節三」が、次のように

挨拶したのも謙遜ではなく、真実の声だ

ったと思われる。

「ご承知の通り昭和 38 年 7 月東京上野

精養軒の緑会総会席上、本書編纂の議が

決定され、さっそく編纂委員、執筆者等

を相定めて業務を発足、具体的活動を開

始しいたしましたが、たびたび申しあげ

ました様に、各分担事項とも、適切な文

献、資料を欠き、ために思う様な内容整

備ができず」と史料不足を指摘している。

「翌 44 年 4 月巻２を皮切りに、事後 5

月に巻４・・・今回最後の巻の配布を以

て前後８カ年にわたる編纂業務を終わら

せていただくことになったのでありま

す。・・・こうして出来ましたものを見ま

すと、外観、内容ともにお粗末きわまる

もので、陸軍衛生史と名付くるなどまこ

とにおこがましき限り、先輩同僚各位の

ご期待に副え得なかったわたし共の責任

を痛感したし、深くお詫び申し上げる次

第です。」（わら半紙折り込みの文章）

『大東亜戦争陸軍衛生史』は、これま

で石井部隊の移動（師団）防疫給水部の

結成やワクチン接種などの防疫問題の基

礎資料として研究者がしばしば利用して

きたが、現実には大量の重要史料を欠い

たままの貧弱な資料で、計 32 名の執筆者

が全９巻を８年かけて書かねばならなか

ったものである。

その内容を見ても、巻１の前篇金原節

三と後編大塚文郎の論稿は、２人とも詳

細な業務日誌や備忘録をつけていたから、

高い水準の衛生史の論稿を書くことが可

能であった。また、「軍人防疫」を扱って

いる巻７の北条円了「防疫給水部編成の

由来」、村上隆「防疫給水部隊の運用と活

躍」、渡辺簾「今次戦争における第１２防

疫給水部の活躍」、江口豊潔「防疫給水と

香港の衛生行政について」、羽山良雄「検

疫について」、北野政次「今次戦争におけ

る二・三の病原に関する研究」は、いず

れも執筆者が防疫給水部で細菌戦研究に

関わった研究者・医師であるので、かな

り高い水準の論稿である。だが、巻１と

巻７以外の巻の論考の水準はおしなべて

低く、体系的に書かれているとはいいが

たい。

以上のようなわけで、陸軍衛生史が「外

観、内容ともにお粗末きわまるもの」（金

原）になったのは、井上が集積された「大

東亜戦争衛生史編纂史料」を自宅に隠し

たため、『陸軍衛生史』執筆のさいには使

えなかったからである。後日、井上義弘
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が 1969 年死去し、その後もしばらくは自

宅にそのまま置いてあったが、自宅を新

築するとき、その史料を井上の遺族が廃

品回収業者にチリ紙交換にだし、それが

廃品仕分け人の目に止まり、神田の古書

店に現れ、児嶋俊郎が見つけ慶大三田図

書館に収蔵されたことは前述したとおり

である。井上義弘の遺族は、押入れのな

かには防毒マスクや毒ガス関係の書類、

報告書、写真が、段ボール箱で６，７箱

あったという。本来は防衛省が公開せず

に所蔵しておくはずのものが、以上のよ

うな偶然が重なり、省外に漏出したので

あった。金原節三という日本占領下のア

ジア諸国で軍医部長の要職を務めた人だ

からこそ、満州のハルビン７３１部隊の

破傷風実験報告だけでなく、インドネシ

アにおけるロームシャへの破傷風ワクチ

ン接種による大量死亡事件の史料（モホ

タル事件に関する大本営宛の 5通の極秘

報告）も収集されえたといえよう。

なお、金原節三の更迭後、井上義弘

（1957 年 12 月～1960 年 7 月）が第５代

衛生学校長を引き継ぎ、以後第６代中黒

秀外之（1960 年 8 月～1968 年 3 月）

（1943 年 10 月から南方軍防疫給水部に

務め、敗戦時には第３０防疫給水部）、第

７代坪井正人（1968 年 3 月～1969 年 7

月）、（三島陸軍病院長、陸軍軍医学校教

官）、第８代園口忠男（1969 年 8 月～1972

年 6 月）、（７３１部隊教育部長）と続く

が、７３１部隊関連組織の幹部が、戦後

自衛隊衛生学校の校長として赴任してい

ることを指摘しておきたい。

（つづく）

昨年 12 月 20 日と 2022 年 1 月 14、24

日の 3 回に亘り被告側、衛生学校図書係

と金原文庫（彰古館）関係者 5 人の証人

尋問が行われました。これまで図書係担

当者が上司から「この辺りは廃棄してい

いんじゃないか」と言われて『衛生学校

記事』等を廃棄、焼却処分したと陳述し

ていたが、今回の法廷訊問で、個人の判

断で廃棄する事は無く、図書委員会の決

定を経て、不用決定書（書類）に基づき

その上で「図書原簿」に廃棄の表示をす

ることが正当な手続きである事が明らか

になりました。

また故・金原節三の戦史資料約 2000 点寄

贈によって設立された「金原文庫」の廃

止、資料については 3 人の証人尋問が行

われましたが、金原資料は段ボール箱 5

個位が防衛研究所に移管され、それ以外

は全て焼却した（はず）。方や、防衛研究

所へ移管以外は誰か個人が持って行った、

又は遺族へ返却した。防衛研究所から 40

箱位が返却され自分が取りに行って彰古

館に入れた。等々各証言はばらばらで‟

噂・聞いた話″が多く「金原文庫」廃止

は誰の指示か？実際に資料の移管、廃棄

は誰が行ったのか？更に当時の担当者証

言を請求しています。

詳細は後に報告します（文責：和田）

被告・自衛隊衛生学校5人の証人尋問終わる

― 731部隊関連『衛生学校記事』情報公開裁判 ―
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「７３１」文学クロニクル試論

――＜疫病文学・パンデミック文学＞の現在地を考える――⑶

田中 寛（ABC企画委員会代表）

承前（前回からの続き）

前回は松本清張、吉村昭、加藤秀造、山田清三郎

といった作家の細菌戦をそれぞれの関心から描いた

作品群を取り上げたが、重大な見落としがあった。

以下、補綴という機会を設けて読者には諒とされた

い。それは松本清張の『日本の黒い霧』のなかの「帝

銀事件の謎」を取り上げた際の見落としであった。

松本は同章末尾にこう書いていた（傍点、原文のま

ま）。

帝銀事件は、われわれに二つの重要な示唆を与えた。

一つは、われわれの個人生活が、いつ、どんな機会に
．．．．．．．．．

「犯人」に仕立て上げられるか知れないという条件の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

中に棲息している不安であり、一つは、この事件に使
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

われた未だに正体不明のその毒物が、今度の新安保に
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

よる危惧の中にもいきているということである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。（文春

文庫（下）p.124）

人間が組織の中に組み込まれ、その条件下に「棲

息」している以上、最初の「一つ」は不可避である。

現代日本にどのくらいの冤罪が生まれ、現に生まれ

つつあるか知る由もないが、気づいた時には「トカ

ゲの尻尾切り」、「スケープゴート」の憂き目、悲哀、

矛盾に遭遇した人達の数ははかりしれない。今、こ

の瞬間にも濡れ衣を着せられ、歯車が狂い、ある日

突然、周囲の光景、空気が一変する。冤罪は永遠に

存在する。言葉がかみ合わず、書いたものが炎上し、

波長もそりも合わず、気がつけば孤立している。い

じめの発生もそうしたささいな嫌がらせが発端にな

る。これは偶然の係数によ

るものが、周到に計算されたものなのか、

あるいはまたその複合策略であるのか知りようもな

いのだが、有名無名の立場に関わらず、常に「罠」

「陥穽」の暗黒のゾーンが潜在することは心得てお

いた方がよい。

この度の感染症パンデミックはまた一方でＡＩの

急速な進歩、管理技術の実態を見せつけられた。さ

まざまなアプリの誘惑に個人情報はいつのまにか湧

出し、気がつけば丸裸にされていることである。そ

れは一個人のレベルだけでなく、国家そのものの危

機をも招来せしめかねない。あのジョージ・オーウ

エルの描いた世界よりも格段に進歩した時代が訪れ

ている。つくづく「存在は大きな問題の下にある」

といわねばならない。

そして、次の一つは、あくまで想像を逞しくした

場合であるが、今次のコロナ禍と前後する香港情勢、

米中関係をめぐる確執であり、「今度の新安保による

危惧」（1960年）にも入れ替わる所以である。如何

せん、「存在は大きな問題の下にあるといわなければ

ならない」のである。こうした現代のIC、AI時代

の人間性衰退の危機、心理戦の問題はまた別の機会

に論じるとして、731文学クロニクルの先を急ぎた

い。

森村誠一の『悪魔の飽食』

いうまでもなく、731部隊を白日の下にさらした

書である。見てきたように、それまで731部隊の問

題を断片的に、あるいは挿話的に扱った作品は複数

あったが、森村誠一は真っ向から扱ったという点で

衝撃的な「事件」であった、というのが通常の評価

であるが、問題はこの登場なり出現のしかた、あり

ようをどういう文脈、時代状況の中で捉えたかであ

って、ただ「ああ、それは大変なことだった」とい

う詠嘆的感慨では先に進まない。
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本書は日本共産党党員下里正樹との共同作業（ペ

アズワーク）なのだが、著者名にはない。正編は1981

年11月に、続編は1982年7月に光文社カッパノベ

ルスとして刊行された。裏表紙に書かれた本多勝一

「決定的な記録の書」、田原総一郎「人間の尊厳を訴

える、衝撃の書」、続編では三浦綾子「魂をゆさぶら

れる書」、筑紫哲也「コペルニクス的転回の書」とい

った推薦の言葉を読むと、当時の興奮がよみがえる。

ただ当時はまだ731部隊と称しただけでは知名度は

低かったとみえ、それぞれ副題「「関東軍細菌戦部隊」

恐怖の全貌！」、「「関東軍細菌戦部隊」の戦後史」を

加えることで、戦慄の新事実を暴いたのである。日

本共産党機関紙「赤旗」の下里正樹との共同取材に

より、関東軍731部隊の生物兵器研究、人体実験な

どの戦争犯罪を告発したもので、第一部、続編の第

二部は「しんぶん赤旗日曜版」に掲載されたのがも

ととなっている。 増刷されるや第一部の「帯」に

は「轟々たる全国民的反響！」、第二部は同じく「帯

に」「日本列島燃ゆ！ 衝撃のミリオンセラー」とい

う文字が躍った。そして第三部は1983年8月に角

川書店から初版が出された。第一、第二部が加害者

の側から書かれたのに対して第三部は被害者側から

の＜告発の書＞となっている。

周知のようにグラビアに無関係の写真が収録され

たことで旧版は絶版となり、のちに改編が再出版さ

れた。その後、さまざまな紆余曲折を経ながらも、

その後も『ノーモア悪魔の飽食』などと続いて。異

例の戦後ノンフィクションの一里塚を築いたのであ

った（斎藤美奈子『中古典のすすめ』紀伊国屋書店

2020）。

ここで僭越ながら、筆者自身の本書との遭遇を記

しておきたい。1981年の秋であるから、かれこれ四

十年ほど前のことになる。それでも記憶は鮮明であ

る。当時、筆者は海外赴任を終えて帰国したばかり

の頃であった。赴任先はタイ、バンコクで、現地の

暮らしに馴染んでいた身にとって、帰国して見た日

本の繁栄は虚飾というほかなかった。この年の忘れ

ることのできない出来事が第一次肉親捜しの中国残

留孤児の来日であり、それを追いかけるようにして

出現したのが「悪魔の飽食」であった。違和感をも

ったのは、「悪魔」であり「飽食」であった。すぐに

はこの二つの名詞が結びつかなかった。「飽食」は何

となく了解された。帰国して感じた日本はまさに高

度経済成長のもたらした「飽食の時代」であったか

らだ。「昭和元禄」ともいわれる一方で、サラリーマ

ンは猛烈社員、住居はウサギ小屋と称した。ラッシ

ュアワーに呻吟しながら出勤する通勤者の息苦しい

面貌は日本の顔でもあった。そうした矢先の「悪魔

の飽食」は清算されない日本の戦争責任、という重

大問題を突き付けたのである。また、この頃から歴

史教科書問題がアジア各地からの告発によって露わ

にされる。筆者の内部に攪乱が起こり、二年後には

十年近く勤務した職場を辞して中国へ渡る、ひとつ

のきっかけともなったことは今思い返しても感慨深

いものがある。

さて、白日の下にさらしたと書いたが、これは今

振り返ってみて、どのような意義があったのだろう。

歴史研究者でなく、ノンフィクションのような形で

登場したことはあまりに唐突であり、なぜ歴史学者

でなく売れっ子作家であったのか、という「違和感」

でもあった。少なくとも筆者には、現代史の研究者
．．．．．．．

は一体、何をしていたんだ！
．．．．．．．．．．．．．

と思わず叫びたくな
．．．．．．．．．

った当時の心境を憶えている
．．．．．．．．．．．．．

。これが歴史学者の告

発であったならば、もう少し冷静に受け止めえたの

ではないか。このルポルタージュ的仕立ての登場は、

グロテスクな印象が強く、過度のセンセーショナル

な側面が独り歩きして、今でも国内外に以後の731

部隊における、ある種の畸形な心象を決定づけたよ

うな気がしてならない。

もちろん、筆者はこの作家の功績を低く見ている

のではない。一つの可能性、選択肢として振り返っ
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ているのだ。筆者がはじめてハルビンを訪れたのが

1984年の夏であり、85年、さらに88年にも訪れて

いるのだが、なぜか731部隊跡地には足を向けなか

った。妻、家族のいる前で見学してみたいなどと興

味本位に言い出すことができなかったのだ。

なぜか。ここが実際に中国人を身内に持つものと

持たざる者との決定的な温度差、違いがあると思う

のだが、いまだに適切な言葉にあらわすことができ

ないでいる。さらに言ってしまえば、中国人には731

という数字すら言い出しにくい、思い出したくもな

い、おぞましい傷痕なのである。こちらは真実を知

りたいだけだ、といっても中国人側にすればまた土

足で踏み込まれるようなものだろう。ちなみに、筆

者が家族を説得させて731部隊の平房を訪れたのは

1995年夏であった。それも家族同伴であった。万が

一、危害を加えられることがあっては、と心配をし

たのであった。世に、「731研究者」と呼ばれる人た

ちがいると思われるが、こうした庶民の生理的とも

いえる、普通の心情を理解しうる人たちが果たして

どのくらいいるか分からない。案外無神経な人たち

が多いのではないだろうか。

森村誠一『悪魔の飽食』三部作は、その後の『悪

魔の飽食ノート』とともに、出版界のみならず各方

面に大きな影響を与えた。戦後の繁栄の中で隠され

ていた歴史の暗渠、近代史の汚点であった。その一

方で、著者は右翼からの執拗な攻撃、中傷（外出の

際は防弾チョッキを身につけていたとか）にさらさ

れ、執筆路線を時代物などに題材転換を余儀なくさ

れたのだが、これがかえって森村誠一の別の才能を

開花させることになったわけで、「731」様々という

巧妙の辻でもあったのである。ここ数年、731部隊

関連の書籍が幾冊も出されたが、文庫本でなお増刷

されているのは『悪魔の飽食』の角川文庫版（三冊

本）である。当時だけでも販売部数は280万部を超

えた希代のベストセラー。印税の幾らかはどこに還

元されたのだろうか、との想像は不遜であろうか。

海外ではどうか。ドキュメンタリー映画『黒い太

陽七三一：戦慄!石井七三一細菌部隊の全貌』（牟敦

芾（ムウ・トンフェイ）監督、香港1989）が制作さ

れ、大きな反響を呼んだ。日本人青年医師や送られ

た少年兵の目を通して、また種々の資料や証言をも

とに部隊の残虐性が描かれている。主として人体実

験に焦点が当てられているが、カルト的画像と同時

に日本人軍人の内部に焦点を当てたドラマと評され

る向きもある。その後、シリーズとして『黒い太陽

七三一Ⅱ：悪魔の生体実験室（原題「黒太陽731続

集之殺人工廠」）』（ゴッドフリー・ホー監督、香港

1992）、『黒い太陽七三一：石井部隊の最期（原題「黒

太陽731完結篇死亡列車）』（同、香港1993）なども

制作された。いずれも『悪魔の飽食』の影響が大き

いことがうかがわれる。今世紀に入って黒竜江省テ

レビ放送局により731部隊をテーマにした連続テレ

ビドラマなども制作されている。精査したわけでは

ないが、中国語訳では数種類があるように思われる。

なかでも『悪魔的飽食 日本細菌戦部隊掲秘』（駱為

竜・陳耐軒訳、学苑出版社2003）が比較的よく知ら

れている（書影⑴）。「修訂版」とあるので「新版」

訳である。また、タイ国でも数種類の７３１部隊に

ついてのドキュメンタリーが出されているのが注目

される。『731 人類殲滅計画』（2011 書影⑵）、

『Unit731 死の宣告部隊』（英語では「731部隊の

死のテスト」（2016書影⑶）などで、とくに前者は

同じくタイ語で「人間が人間に対して死を与える行

為、無慈悲で残酷で最たる恐怖（直訳）」といった具

合に興味本位でかなりセンセーショナルなリードま

でつけている。訳出の際の問題点、内容の精度、正

確さなどが検証、精査されなければならない。ここ

でもまた、プロパガンダ性の強い作品であることを

痛感せざるを得ない。中国、韓国をはじめアジア諸

国のみならず、世界でどのようにこのルポルタージ

ュが受容されているのか、関心をそそられるところ

である。

南京事件と同様に今なお、括弧つきの「731部隊」、

「とされる／といわれる／という」で説明記述が終

わる731部隊。議論の出発点ともなった『悪魔の飽

食』について、考察の視点、構成、取材の手続き・

手法、言語的表現などについて、研究者、ジャーナ

リストたちの勇気ある再考証、功罪を論じるべきで

あろう。（本文中、敬称略。次号に続く)
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編集後記：読者の方から前号冒頭文章につき質問

（「抑止力」「弱小国」とは？等）が寄せられましたの

で、ここで付記しておきます。頁数、文字数が限られ

ていたので言葉足らず、説明不足でした。私個人の主

張ではなく、前後の文章から、所謂「右翼系」「自民党

系」の人たちが主張している事を記しているとおわか

りいただけるものと（H・T）。

/ 1月 29日、731ネットワーク主催で「731部隊を追

究する市民運動―ABC企画委員会のあゆみ」と題して

オンライン講演を行った。1993年から現在までの主な

活動を資料、写真を提示して話をしたが、改めて資料

整理も、懐かしい活動も振り返ることができた。過去

から未来へ・・繋いでいく事はできるのだろうか？ 総

会で検討したい。（C・W）

第21回『化学学校記事』

情報公開裁判傍聴支援のお願い

日程：3月16日（水）11時～

場所：東京地裁703号法廷

『化学学校記事』は、CBRN（化学・生物兵器、

放射線・核）攻撃への防護の為と称して教育・

研究・演習を行っている自衛隊「化学学校」

が発行している内部研究誌。1960年以降、国

会で度々CBR（特殊武器）について論じられて

いる事からも隠蔽の動機は明らかです。裁判

終了後、毎回、報告＆ミニ学習会を行ってい

ます。

◆『衛生学校記事』は更なる証人申請中に

つき、次回裁判日程は「未定」。
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