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3礎 部攣被害者瞳族を支える会
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||:ll!11illll辮 ||||1翻 |||||||1椰 ||||||||||||||||||1脚 |||||||1榊 |lllllilllllllllllllillllllllllillliillllilli:|||lil:1翻 |||:剛 lill辮 ||||||||!機 :|羹|

F登戸醗甕所と70糧 都隊」

鶉輻 目蛉飩爾さん 《憮K大学載機)

藤:il ||!lili:!lil111::|||:|!|||||||||:|!||lillll!1111illllll!||||||llil‖ ||lilllllllllllll:illl:1111蜘 illllllllllllllllll111::||||||||:|||:illlililil11::l!|||||||||‖ |||||||||

一一一一一一一一一覇

7月 18霧 、武鷺野芸籠製

場で学習会がかミなわれま

した。この学習会まま「軍医

学校跡地で発見された人骨

問題を究瞬する会」とり共

催でおこなわれました。オ

ンライン併用とで会場とあ

わせで 1lo名余りの参力曇で

_し た。 「登戸鉤 所と

1部隊」と題して明治大学

救援の山田朗さん:こお話を

していただきました。

曲田さんのお語の概要で

す。

山田さん:ま 、まず日本の

生物戦と731部議のこと

を護されました。1932年‡≧

陸軍軍医学校防疫研究室 :こ

石井四郎二等軍医が就任し

ます。これ:ま少像奉目当てす。

ハルピンに置かれた部隊:ま
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纂鵞菫謗

7月 菫撃藝、武踪野書畿赳

場で学習会叩轟ユなわれま

した等こ瘍学璽会まま「軍鐘

学絞麒mで農蒐された人骨

聞冬を甕係すほ轟」との共

催でおこなわれま機な。オ

ンテイン舞層を讐会場とめ

れ崚ヽて
11lo名

余りの多態で

りた憲「登戸攀甕所と70
1糠隧』とMし て嫌輸大学

裁援綽羹雲蜆毛ん:こお話を

してしヽたださました。

曲圏さ馬のお轟綺薇要増

す。

蝙轟さん:甕 、産ず爾本咆

731通 信

が2戸鯰餃盪豊ヲ⊆穐麒粽祗

ヲ釉 避幽爾醸恣晨 《渕治大学な狡》

ず81,ittf言
=00ili等

7晨 21難

生機境とア導 1奏尋議のこと

を話されました。1932年 :こ

睦奪軍医学校防獲研究室 :二

薔井獲療窮二等
=轟

が栽低 t,

ます=これ !ま少筵事轟轟です.

ノヽルピンに置かれた部簿it
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観 露薔,'手"

こグ|》 醇キ孝ま蒔霧,甕叡l貫構およ|ザ身
′̀れ

てしヽました十率6撃 :こ 購驚隧

簿慶部障きな警ました.ノヽ

イテル・難呉 壼継節つ鐘丹

漣勢4支糠ル氏でき壌す。41

年 :毛酵嚢織蒸線をな管、 7

3 1 ttli隊 よよ;ずれるよ曇|こ

な等ます薦ペス ト議の聾難

7:li l kイ黛 意(i宣争f=:T薦 ‡l11

農秒撞轟でま亀、書難轟 トジ

キ́′など暴聰麟蓼おこなかま′、

篇事畢蓋辱鍵臨砂
｀
で菫畿がお

≧隆簸オt.ま はた。

%轟 科‡機夕1霧:i数構を簡難

で時響ぬです隼工な事計]ス

等、尋脅冨裁疵壽二↑彗:逹 む

やく普纏参鎌蝿真を諄鼈な

彗ましたが、中はでそれを

上褻蛉ビツプレ浄竜墳曇ff≧.、

成機しま億島てした。

欝瑾科 :機 、環発した轟攀

鰊豊麗な鐘当し'ま した心

をすす・ヽ轟、曇申戦争で零激、

承饉、量難、繭′鶴などで盤

勢兵麗な饒用し̀ます。

一方謀録難謙としての量

戸研究所まま鰺軍籐診研究所

として4つの料が置かれま

嗜・_

第 1群 :量物理学者饉本色

した研究爾発ですを特徴鉾

な議齢爆諄、通れ :ま饒築弾

を積んで米筆圭:こ 揚け

て9,30参 :難 を:ゞ さオ
´
彗まし

た。アメリカ｀
で最亦人

6轟 場彎犠犠 1通 なりまし′
手■
√ヽ_●

欝 議科 :ま
,1臨 学者懸鑓

:こ した研究です=生物

そして、戦後め巌争鯰等、

買京豊閻藪で警銀饉轟町支

鷹で纂諄予おこります。●

を飲まされた銀行量l濃轟が

幸
聯

|■ |



欝璽豊号

死亡すは、こ:ど
,ヽ ラ嘲件躇ず。

こ勒事件鍮毀位でまま徒浚

―頸とまま霧lf紀纏攀畿豊襲豫織

結成されます。米輩惰糧て、

頷前の秘密熱けとのMか り

蓼あることル言わ浄ヽみルヽおで

す。鑽な対象‡ま731部隊、

登戸研究覇、諸購埒欝六研

究所鯰係誉まこ及びます。

青鑽グスを使ってしヽ電ぱ臨

学議激とにて鷺東軍 516
部隊、管志野学校 ぬ元兵

士が機査対象 |こ なります。

そのや り方もまず飲んでみ

せ昏、とい・もう手法も似てしヽ

ました,

石井囲郎まま合計 9 鶉
}り 建́ ヽ
Ⅲ… |ノ

たり、簡き取 りをされてい

ます。それ iま 731部隊閣

達の人脈、青駿カリの議性

:こ つしヽて、などをくりかえ

し述べて幹ます。そ的 ,:£ か

で石井から逼姜 :通 費難憲物

で毒殺 したj量去のある人物

竜》聞き難し:曇 サ。

7辱 lk鑽 2020年 7躍 21目

また、当構議梅 :ま青酸属

トリ.ル をみ [1)ぶしていヽまし,た。

青鹸轟
}ヽ リル fま―鍛 :二 :食 入

手できません。そ纏で化学

部隊騨係者 |こ 捜査の手がイ華

びるのですが、登戸研究所

翁伴繁雄が機査会議 |二 轟鷹

は、青裁壽り識を主張しま
希‐

′ 静

しかし、なかなか捜査が

すすみません浄』、銀行を訪

れた時「厚生省披官・松井

尉」轟約黒彙球を出したび)で、

ここから捜査ウ1すすみます。

実在吟織井さんままアリバイ

があり、名率:1を 渡 した人を

充襲 :こ記録 していたため、

渡された人のなかで、轟劇
J"
ゼ 1時 ってし`ない人壽量狸入だ

ということで、北海道で平

沢貞選画f轟が逮捕され壌す。

厳 し島 尋ヽ間が続き,増 しヽ|こ

]ま 自由してしましヽますむ轟

幽調書織ぶ1つ造疑惑もま》り

ます。生き栽った被害憲・0
『
わ



欝露斑号 76豊 鸞轄 20懇 l‐
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『 _鍔 21嶽

爾通 しでも平沢なり雹入と購

定した人1'れ ヽ.ま

着んでした4

また、平沢 :進 ∫ま議輸翁熱朧

:ま ありませんでしたき

裁判で |ま 無霧を主張 しま

すが、死刑が確定し、織中

で亡くなりますじ

このi曇 程で撞井技官 |こ も

鍵馨の藩が向 :す られます苺

松井氏 |ま 戦前、欝二十五軍

轟致部構生課長でした。そ

こでは、現地人を注難で殺

|し たことがあるなど織事実

|も 義明しました。しかし,喬

事件の間与 |ま 確か |こ あり

ませんでした。

この捜査には、GHQ命
占鎮政策 もかかわっていま

, 731部隊関係者が疑

れますが、ソ連との対立

塁始まっていて、 731部
の研究成果をとった方力主

731部 隊を進求するより

い、と判断したGHOは 、

731錦 隊を戦範免責して

まいますcプ運か ib石井国

身綺辱:き 鑽し謄電裁められま

が、戦革駐鬼資をした0菫毯

:ま これを拒否 します。冷鞍 f.√》

まりめ中でおこったこと

登戸研究所鐵係者 :こ も米軍

接】量します幸研究成果と馨:

きかえ‡こな数木■をします。
これ !ま後のことですが、朝

争鮮ままじまつた1950年頃壽

ら米輩綾須贅鐘地ξこ登戸研

関係者が集められます。C
酢SOと いう米軍の謀路機縄

です。そこで1載 中国 ,ソ 連・

ヒ朝鮮などの紙幣、パスポ

卜、身分証現書などが偽造さ

ます。1::k前向登戸研究所

究 披゙構が戦後の米軍 :こ

きつがれる勢です゛

園本陸軍の秘密組織・部隊

と帝銀事件との密接なかか::〕

りが島ります。そこで、73
1部鞣と登戸研究所が大きな

婁

鍾
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{聖書』を暴たして等`ます。素

薫4■ よる731部隊・盪戸

響究所擬係者む・ゝ命免黄と事

件機査の機入`の時期が議撃

:こ 籍きします.戦争責織・

戦争纏罪の追求よりもソ連

:こ 対して経鐘:二 たつことを

優先してしまう脅です。C
H翁 とi轟 軍関係者ぬ捜査介

入があ t:,、 犠前と戦後を増

なぐ事件な命です。

こんな曲覇さんの話のあ

と、参鸞者からの質疑 3討

難がおこな葺pれました。

モのなかでまま、石井四郎

をiま じめ、 731部 歌の兵

士 :ま まったく戦犯すこ:ま間約

れなかった路か、とし'ヽ う質

蕎もでま摯た。 霧本 :こ 逃キザ

」景った部隊員 :ま一人も戦犯

で裁かれていません。ソ連

軍鍾摘まった人の中:こ :ま ハ

バ匿プスク裁判で譲べられ

て、後 :こ 中国の響難il預裁蓉邑讐

731瀧続 8020午 7月 宣l国

壇所に移讐された人6′り申:こ

1ま、畢を認めた人も与'ヽます。

こ釣譴言が元 :こ なっで、 7

31部球の事実の一端があ

きらか:こ なっています。こ

れら鉾人たち:ま 中国の:裁1判

で入道的措置として、起訴

鶴子となり、金員がず暴画し

てしヽます.
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「 T赳 穐①粽颯砥
鸞紆≪綺蛯鰺凰

颯鑽 19轟 23亦 (本)

壕難鑽馨～

聰 :鷺壽曖はさ胚

《7摯 罐ネツ鍮彪-1ク )

次溺 :ま ォンテイン勢みで

こないます毒

次国
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丁運l補 、731ネ ット

ワークで、千集県北部のアィー

を :く

｀
lア ークをおこないまし

た。部鐘晏の石井囲磨轟繹生

家があ狂、こ命数郷の人藩露

々たどって、部隊員を集轟

たとt〉 い環つれています
=

石井囲慶鼻争藝かりの地を聞

りました,現在の曲武郡芝

彙釘です。石井因郎 |ま 地域

の名士でした。こ硲村の春

議神社の境内:こ ある「患魂

碑」まま石井国農再骨揮義 :こ よ

るものですぉ始の;|;量 立年まま

覇和32年 (勢 57年)です。

戦後も地域鍮人まま石井国婁霧

:こ揮竜を依頼してしヽたので

す:芥、電曲ξ:丁質小学校ぽ)

『 §l選握 祓鸞等『 爵]:[難

岐地 |こ 轟る二富尊徳像の音

菫の 「議簿」曇文字も覇井

藝婁纂碑書であることざ示さ

れています。進ちら織罐立

年代1癬
1聾 :ヽ,ま せん=こ 舟

台菫難裏に:ま石井量ま巽的長

兄である岡:1男 筆頭の記理が

あり、この村からア移1:こ

行ったと思オ〕れる氏名寿ヽ議

載されてしヽ建C)で 1940年 ご

ろと推定されます〕

石井璽璽窮潟鍮生家 |ま今まま更

鐘 |こ な惨てし―ゝます。石井家

ゆ家業命造り酒量でしたが特

父の代で家業が領き、売壼「

され、始めまま空き地難菫

まです。ここiま成難空港驚

重簿走艦各の鐘設予定地 |こ く

疹
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めら縁
‐鷺:て そ

織
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「
‡こ埋も

.た ます。覇

弊醸露]:ど}鎮

鉢を晨した

くなしヽ昨島ゝ

もしれま`せ

島。こ織近く斃藁翁 :二・石井

憲鍛墨鼈爆薇基準ます。国糠

申飩 :童東京新審‡通轟ります

解、家鍍のR:ま こ通:こ糞中

しています。
'坦

麟 しヽ、現在

だ葺亀も世話をすほ者豫翼諄`な

ソヽまうで、荒れ異ててし`1ま

す。

こ器石非蒙難地鍮近くを

流れな嵩岱∫lil菫 、石井彊壼邪

議竜 i´ 覇井式濾濾驀」を実核

した艤難で職〕はこと時竜かかつ

てしもます。 7轟 亀難隊:童 鉾

構轟鐘と彗て豊鍮基オtで し`

TI〕 il選ギ言 電(〉麗itti 7湾 重l舞

辱f井章鐸ま量完全奢竃彗1痙 響す

ます。彎れた水を濾卜 して

飲層:通するとし`らものです。

この高谷∫:;で石非国臨 :ま鍾

所の人鍮講で鑢機器攀実颯

をして、この水を飲んで見

せと、ともξゝう譴書議《残って

い・懃す。

石井彊蜜轟勢蓋まれた地 1通

:榎
yTJttT諄薩

~:こ~嚢「石わ瑾
~

鎮跡浄発 くヽり涛ヽあつます。

こり地力ゝら7轟 1部骰:こ 参

鶴曇した者議電や等ヽことも票非

薩壼諄砕人懸だと考えられま

すき

籍
・Ｊ

|

1



第21号 731通信 2020年 7月 21日

聯ヨ翁理扮鋏褥
しので

ヂ診

日時7月 30日 (金)～ 8月 1日 (日 )10時～19時

場 武蔵野プレイス

(JR中央線・武蔵境駅南目すぐ)

入場無料

謳咤薇
野7o橿 珈躙 a罐 ◎⑬鱚蒻辟頷役立彊』

霧聰 3月 竜翻 (爾 )電 4炸～16時倉3鍮赫

鰈 巫麟鰈プレイス4瑕フォーラム

鑢藤蟹郎さん (―機大学儡誉教授)

資料代 50◎ 隅 (要予約 。
:;経讐50名 )

主窪 なさしの科学と戦争研究会

達彗窯静夕護 だ尋躍彗080-6602-2913

こ饂とりくみ :ま 当ネットワークのこりくみで|ま あり

ませんが、731部隊のパネル晨示もおこな清つれま

で、ここ|こ紹介します。
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