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〔第1事件〕2006年(ワ)第6484号謝罪及び損害賠償請求事件・原告王子雄外39名

〔第２事件〕2008年(ワ)第18382号謝罪及び損害賠償請求事件・原告呉及義外21名

〔第３事件〕2008年(ワ)第35183号謝罪及び損害賠償請求事件・原告劉国珍外44名

〔第４事件〕2009年(ワ)第35262号謝罪及び損害賠償請求事件・原告夏振東外80名

意 見 陳 述 書

2011年9月21日

東京地方裁判所民事第１３部 御中

中華人民共和国四川省成都市一環路西三段3号2棟2単元9号

成都爆撃裁判原告 廖 世華

１、はじめに

私は廖世華と申します。1938年9月16日、中国四川省成都市で生まれました。

今年73歳で、成都市に住んでいます。

成都市は、日中戦争中から現在までずっと四川省の省都で、戦争中は臨時首

都の重慶に次いで、四川省で二番目に大きな都市でした。このような成都に対

し、日本軍は、1938年から1944年にかけて６年間余り、繰り返し無差別爆撃を

行いました。

私の家族は、日中戦争中、成都に住んでおり、成都爆撃の中でも最も規模が

大きい1941年7月27日の爆撃によって被害を受けました。三男の廖世誠（当時1

2歳）が爆撃で死亡し、また長女の廖世英（当時22歳）は左腕に重傷を負うと

ともに、妊娠3か月だった胎児を流産しました。

私は、別紙の経歴表にあるとおり大学で中国医学を学び、医師の仕事をして
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きましたが、私が医師になったのは実は日本軍による成都爆撃と関係がありま

す。というのは、中学生の頃、母から、多くの成都爆撃で負傷した市民たちが

怪我の痛みを和らげようとして成都を流れる府南河（別名「錦江」）の水につ

かり、そのために川の中の病原菌に感染して死亡した人が大勢いたということ

を聞き、その母の話しから医学知識の重要性を知るようになり、それがきっか

けで医者になりたいと思ったのです。

私は、日本軍によって殺された兄と傷つけられお腹の中の子供を殺された姉

にかわって、日本軍の残酷な戦争犯罪を本法廷で告発します。

２、成都爆撃前の私の家族について

我が廖家は、成都爆撃以前から成都中心部にある支磯石街（zhijishijie）

というところに住んでいました。支磯石街は、皇城の西側に位置して少城公園

に近く、有名な繁華街の一つです。その名前の由来は、この辺りに巨石崇拝文

化があった太古の時代に遡ります。その頃に作られた機織り機を支える巨大な

石があって、「支機石」と名付けられていたので、その石の呼び名が転じて街

の名前になったと伝えられています。

我が廖家の住まいは借家でしたが、もとは清朝の満州貴族が住んでいた住宅

で、すばらしい四合院でした。中庭には花壇や木があり、古井戸と金魚鉢があ

りました。自宅は2階建てで、花模様が彫られた大きな建物でした。

7月27日の爆撃があった当時の我が廖家は、両親とも健在で、父廖敬之が６

０歳、母張俊聡が４６歳でした。兄弟姉妹は私を含め６人いました。上から長

男廖世雄28歳、長女廖世英22歳、次女廖世侠19歳、次男廖世偉16歳、三男廖世

誠12歳、三女の私3歳で、長男には妻と娘がおり、長女には夫がいましたから

家族は全部で11名でした。また、お手伝いさんも同居していました。

このように当時の廖家は大家族でにぎやかで、長兄夫婦と長女夫婦が稼ぎの

柱になって生活を維持して、みんな仲良く暮らしておりました。
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もともと私の父は四川省の遂寧の農村で生まれて育ちましたが、地元の私塾

を出た後、重慶の重慶求精学堂という学校（現在は「重慶求精中学」）の財政

会計学部で学んでいました。入学後、父は清王朝支配の矛盾をただそうと同級

生と一緒に1898年の「戊戌の政変」に参加しました。このため清朝政府ににら

まれて身柄を拘束され10年以上も監禁されていました。

しかし1911年に孫文の辛亥革命が勃発して清朝が崩壊したので父は釈放され

ました。

一方、私の母も四川省の遂寧の農村で育ちましたが、母の家が父の家と近か

ったので、母は父の祖父がやっていた塾で勉強していました。母は、15歳頃か

ら数年間、監獄に入っていた父に御飯を作って届けていたので、次第に父を尊

敬するようになり、父が1911年に釈放された直後に結婚しました。父と母は、

結婚後まもなく成都で暮らし始めました。

父は、成都で住むようになって間もなく、四川省の劉湘部隊に入って軍需主

任を務めました。さらに日中戦争が始まってからは、1939年の武漢防衛戦で日

本軍と戦いましたが、武漢が日本軍に占領された後、軍隊を退き成都へ戻って

きました。

父と母は、私を含む６人の子供をもうけました。1941年の成都爆撃で、家族

の中で２人の兄姉が被害を受けましたが、他の兄弟のことについて簡単に述べ

ます。

長男は北京大学歴史学部を卒業し、四川大学の教員と教育庁の職員を兼職し

ていましたが、共産党を支持していたため軍警に逮捕され水牢に入れられる刑

罰を受けて身体をこわし、1944年に31歳で病死しました。

次女は、1947年に結核に感染し亡くなりました。

次男は、小学校時代に長男と一緒に北京に行って勉強していました。中学生

の時に出獄した病身の長男に付き添って成都に戻り、成都郊外の灌県（現在都

江堰）の空軍幼年学校に入学して国民党軍のパイロットになりました。国共内
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戦の末期に蒋介石軍とともに台湾へ行き、1960年に台湾で飛行中にエンジン故

障が発生し墜落して死亡しました。

３、7月27日の成都爆撃の被害について

1941年7月27日の日本軍の爆撃は、成都が受けた爆撃の中で最もひどいもの

で、街の中央にあった四川大学の北側、南側及び西側に甚大な被害が発生しま

した。中国の被害調査では、死者は約700人、負傷者は約1500人と言われてい

ます。

7月27日の爆撃は、成都上空に飛来した日本軍機の数から成都ではずっと「10

8機の日本軍機による成都爆撃」と呼ばれてきました。

我が廖家では、７月２７日の爆撃で、長女が大怪我を負い、また三男が死亡

しました。そこで爆撃被害を受けた長女と三男のことについて述べます。

長女は、高等学校は成都の華美女子中学校（現在の「石室聯中」）を卒業し、

四川大学で聴講生として勉強しました。その後、四川省の綿陽市で小学校教師

をしていましたが、1940年に結婚した後、1941年当時は夫が務めていた四川省

の会計監査の仕事をしていました。

一方、三男は、兄弟の中で一番下の子でしたが、礼儀正しく物わかりの良い

子で、家族中から、また近所の人たちからも可愛がられていました。

1941年当時は中学校に通っていましたが、学校の成績も大変優秀で、学校の

先生やクラスメートから尊敬されていました。

1941年7月27日は日曜日でした。私の家族では、郊外の中学校に寄宿してい

た次女と灌県空軍学校に寄宿していた次男を除く人たち、即ち、両親、長男夫

妻、長女夫妻、三男と私、さらにお手伝いの劉鴻英さんが支磯石街の家にいま

した。

27日の午前11時頃、敵機が近づいたことを知らせる空襲警報が成都中に鳴り

響きました。私の家では昼ご飯を準備している最中で、こんな時間に空襲が来
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ることを考えていなかったので大変慌てました。

私の家族全員は、支磯石街に近い城壁の割れ目を抜けて皇城の外に逃げ、家

から2、3㎞離れた三洞橋の南側にたどり着きました。当時そこは一面の畑で、

家屋や軍事目標がなく安全だと思われており、これまでも空襲の度に何度も避

難したことのある場所でした。

すでに私の家族以外にも大勢の成都市民が避難していました。その避難先に

集まった人が余りに多かったので、私の家族は、まとまって動くことができず、

避難先を求めてばらばらになるしかありませんでした。

私は、長女夫妻に連れられて、すでに十数名が入っていた茅葺きの農作業小

屋の中に避難しましたが、小屋に入った直後に爆弾の破裂する大きな音がし、

３歳だった私は恐怖でパニック状態になってわんわん泣きながら小屋の外へ飛

び出しました。

それを見た長女は私を追っかけて、自分の体でかばいながら私を地面に伏せ

てくれました。その後、私と長女の周りには何発も爆弾が落ちてきて地響きが

続いていたのを覚えています。

空襲警報が解除された後、私は血だらけでしたが、その血は長女の左腕から

流れたものでした。

長女の左腕の肩から6、7センチの付近に爆弾の破片が貫通していました。こ

のため破片が入った箇所と飛び出した箇所の二つの傷痕が残り、上腕の骨が折

れていたのです。周りの人が私の血だらけの衣服をちぎって長女の傷口に巻き

付けてくれ、長女は四聖祠病院へ送られました。

一方、母は三男を連れて、川の近くにある土の丘のそばに移動し、そこの大

きな樹にもたれて避難していました。

間もなく日本軍機の爆撃が始まり、近くにも爆弾が落ちてきました。三男は

母に地面に体を伏せるように大声で叫びました。しかし三男自身は逃げ遅れて

爆弾の破片が腹部を直撃しました。
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母は爆弾で飛び散った土が体の上に積もって生き埋め状態になりましたが、

近くの人に掘り出されて命が助かりました。救出された母は、窪地から数メー

トル離れた地面の上に血を流して意識不明状態の三男を見つけました。すぐに

三男は四聖祠病院へ送られましたが、出血がひどく手遅れで治療できず、翌日

死亡しました。

三男の遺体は長男とその友人たち手で成都郊外の五桂橋に埋葬されました。

４、三男の死の衝撃と長女の爆撃後の生活について

三男が死んだことを家族の全員が深く悲しみました。母は三男の変わりはて

た姿を見て、その場に倒れてしまったそうです。その後、母は、息子を失った

悲しみが消えず、ずっと誰とも話しをせず一人で泣いていました。

また父も三男が日本軍によって無残に殺されたことを血を吐くほど激しく怒

り、日本軍を恨んでいました。

私の家の家政婦の蔡さんも、三男の死を悲しみ、死んだことがわかると、「こ

の子は昨日も薪を運んでくれたり、野菜を買ってきてくれたりしたばっかりだ

ったのに。その子が亡くなるなんて、、、」と言って涙を流しました。

私は兄弟の中で一番末っ子でしたが、９歳上の三男とは年齢が一番近かった

ので、三男にはよく一緒に遊んでもらいました。長男と長女は仕事が忙しく、

次女と次男も大半の時間は学校で寄宿生活を送っていたこともあって、三男が

私の面倒を一番見てくれていました。三男は、お菓子でもまず私に食べさせて

くれましたし、よく私を肩車に乗せて近所に遊びに連れて行ってくれました。

三男が亡くなった後、両親は、よく私に三男の思い出を話してくれました。

例えば、三男は学校の成績がよく、先生が家まで来て三男が受けた賞状を父に

渡したことがあったと言っていました。父は、三男の受賞のことを大変喜び、

お酒を飲んで祝ったそうです。そして母は私たち兄姉に何度も「日本軍に対す

る恨みを決して忘れないように」と言っていました。
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一方、長女は、爆撃で腕から大量に出血したために体が弱り妊娠3ヶ月の胎

児を流産してしまいました。その流産が長女に一層大きな精神的な打撃を与え

ました。長女は病院に4、5ヶ月間入院してから、自宅に戻ってきました。

５、爆撃後の家族、特に長女の状況について

7月27日の成都爆撃による支磯石街の自宅の被害は、幸いドアと窓などが壊

れた程度でしたので、我が廖家は爆撃後も支磯石街の自宅に住み続けることが

できました。建物の破損した箇所は家族が協力して修理しました。

翌1942年、長女夫婦が務めていた職場が成都郊外に移転しました。それをき

っかけに、我が廖家も、日本軍の爆撃を避けるために長女夫婦と一緒に姉の職

場に近い、成都から約７、８キロメートル離れた金牛 という農村の農家から

一室を借り、そこに転居しました。私たちが部屋を借りた農家は、かなり古い

建物で、柱が傾きすぐにも倒れそうな家屋でした。

日中戦争が未だ続いてたその当時、成都周辺の農村には、私の家族以外にも

成都の城内から引っ越してきた人々や他省からの避難者が大勢住んでいまし

た。

金牛    年間 生活 、幼かった私には全  珍       。農家

で飼われていた水牛のことや自宅付近に住んでいた養蜂の仕事をしている人た

ちのことを今でも覚えています。

ところで1941年に長女が自宅に戻ってきたとき、彼女が受けた傷はかなり深

かったので、左腕にはまだ包帯を巻いた状態でした。半年ぐらい経って、よう

やく長女は包帯がとれ、左腕をゆっくりと動かすことができるようになりまし

た。しかし長女の手の指の動きは元に戻りませんでした。

もともと長女は字が大変上手でしたので、職場ではずっと文書を清書する仕

事をしていました。しかし、爆撃で腕を負傷してからは文字をうまく書くこと

ができなくなり、他の部署に異動することになり、そのために収入も少なくな
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りました。

1945年、長女は最初の女の子を産みました。1947年には夫に従って重慶市 

江県にある夫の実家へ引っ越し、そこで1948年に２番目の女の子を産みました。

６、新中国成立後の長女の苦労について

1949年11月30日に重慶が解放され、12月27日に成都も解放されました。しか

し新中国になった後、長女の夫の実家が地主階級だったことや長女の夫自身が

四川省の会計監査の課長だったので、長女の夫は「反革命分子」と見なされ、

1950年に入って間もなく投獄されました。このため長女の夫は体をこわし、そ

の年の暮れには病死してしまいました。

一方、長女は、夫の家に行ってまだ３年しか経っていなかったので地主階級

と扱われずにすみました。長女は、夫が亡くなった頃、３番目の男の子を産み

ました。夫の実家は小さい部屋と狭い土地以外の財産を取りあげられ、長女は

３人の子供を養うために、その小さな土地で農作物を作って生活するしかあり

ませんでした。

しかし、長女は左腕を爆撃で負傷していたため、人並みに農作業をすること

ができず、食料をわずかしかもらえず大変に貧しい生活を送りました。そのた

め1951年には1歳になったばかりの長男を飢えのために死なせてしまいました。

1952年に、長女は、これ以上 江県で生活を続けることは無理だと決断し、

夫の実家に別れを告げ、娘二人を連れて成都の両親のもとに戻りました。

長女が成都に戻ってきた1952年当時、14歳だった私は成都市王家 で両親と

一緒に暮らし、西北中学に通っていました。当時、両親の収入はわずかなもの

だったので、実家の生活は経済的にぎりぎりの生活を送っていました。そこに

長女とその2人の娘が入ってきたので生活はもっと苦しくなりました。ずっと

後になって長女から聞いたのですが、当時、長女は、食べ物を買うお金がない

ために、やむなく自分の血を売ってお金を得たりすることもあったようです。
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こうして長女は、必死に努力して、上の娘を1953年に、下の娘を1954年にそ

れぞれ小学校に入学させました。

長女は、1958年から成都のある機械工場の労働組合で働き始めましたが、19

66年から始まった文化大革命で、「地主階級」とみなされて批判され、体に障

害があるにもかかわらず無理な労働を強いられたため、肉体的にも精神的にも

大きい打撃を受け、1974年に55歳で病死しました。

７、原告になった私の思い及び被告に対する私の要求

日本軍の成都爆撃は、無差別爆撃の残酷さを成都の人々の記憶に深く刻み込

みました。1941年7月27日の成都爆撃からすでに70年が経ちました。しかし私

は、三男を殺し、長女に重傷を負わせた成都爆撃のことを一度も忘れたことが

ありません。

私は僅か3歳でしたが、日本軍が落とした爆弾によって長女の腕が大怪我を

し、彼女の腕から流れた赤黒い血が私の服にべっとり付いた場面のことが今で

も私の頭から消えません。

日本が中国に対して行った侵略戦争は本当に残酷なものでした。中国全土の

無数の子供たちは、私が経験したのと同じような残酷な戦争を体験し、その心

の中に大きな傷痕を残しました。

日本政府は、侵略戦争が絶対に許されないものであったことを認め、侵略の

犠牲となった中国人に心からのお詫びを行うべきだと思います。

私たち成都爆撃の被害者は、日本軍が無差別爆撃を行って市民を殺傷したこ

とについて、ずっと今まで日本政府に謝罪して欲しいと思ってきました。しか

し、残念ながらこの私たちの希望は未だにかなえられていません。

時間が経てば経つほど、日本の責任は大きく重いものとなります。

日本政府は、歴史の真実を直視し、侵略の犯罪行為を真摯に反省し、誠意を

持って中国の被害者に謝罪と賠償を行うべきです。
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そうすることによって、初めて正義が実現され、日中友好を実現できる大前

提が整うと私は考えます。

最後に、私は、尊敬する日本の裁判官が公正な判決を下し、正義を実現する

ことを求めます。 以上



- 11 -

別 紙

原告廖世華の経歴

（家族年譜）

1938年 9月 16日【0歳】 成都で生まれる

1941年 三男死亡

1944年 長男死亡

1945年~50年【7歳~12歳】 総府街小学校 1947年 次女死亡

1950年~53年【12歳~15歳】西北中学校

1953年~56年【15歳~18歳】華美女子中学校（アメリカ人が開設した高校 1954年 父死亡

新中国では四川省成都市第十中学校。現在の

名前は石室聯合中学校）

1956年~62年【18歳~24歳】成都中医学院医療学部 1960年 次女死亡

1962年~70年【24歳~32歳】西昌地区病院（現在の涼山州第一病院）で、
中医科医師として勤める

＊ 1966年 1月 1日【28歳】王純徳（1934年 7月 13日生）と結婚
＊ 1967年 6月 3日【29歳】息子王霆を出産

1970年~74年【32歳~36歳】 西昌地区衛生学校（現、涼山州衛校）教師 1974年 長女死亡

＊ 1972年 1月 9日【34歳】娘王雪を出産

1974年~82年【36歳~44歳】四川工業学院衛生科医師
＊ 1981年【43歳】 主治医に昇格

1982年~94年【44歳~56歳】成都中医学院の教員となる（流行性急性伝染

病学と鍼灸学を教える）

＊ 1985年【47歳】 副教授（助教授）に昇格

1989年 母死亡

1994年【56歳】 成都中医学院を退職

現在、成都市の名医館に勤める。
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被害場所の地図

中華民国２２年（１９３３年）５月測図「成都街市図」より
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（１９３３年ころ撮影）

三男（死亡）、４歳のとき。
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（１９３８年ころ撮影）

長男 次男
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（１９３９年ころ撮影）

長男

長女

母 父

三男 次男

本人
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（１９４１年ころ撮影）

三男（死亡） 小学校を卒業したころ。
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（１９４６年撮影）

次女 次男 長女

本人

長女の子
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（１９４８年撮影）

長女 長女の夫

下の娘 上の娘
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（１９５８年撮影）

長女
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（１９６６年撮影）

本人 本人の夫

母
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（１９６８年撮影）

本人 本人の夫

母

本人の娘
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（１９８８年撮影）

本人 本人の夫

下の子 上の子

母
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原告廖世華が勤めている名医館（2011年８月撮影）



- 23 -

現在の支磯石街の様子

（2011年9月撮影）


