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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 12月 19日 

東京地方裁判所民事第１３部 御中 

 

                  中華人民共和国重慶市江北区通用新村 94－5 

重慶爆撃裁判原告 簡全碧（Jian Quanbi） 

 

１ はじめに 

 私は簡全碧と申します。1938 年 5月に重慶市渝中区で生まれました。現在 73

歳になります。 

  日本軍は、1938 年 2 月から 1943 年 8 月まで、当時中国の戦時首都だった重慶

と四川省全域に対し航空機による無差別爆撃を繰り返し行いました。とくに

1939 年、1940 年、1941 年の 3 年間、日本軍は、集中的に 200 回を超える爆撃を

行いました。その結果、多数の一般住民が殺されたり、傷つき、また家や財産

を失いました。重慶に住んでいた私の家族も、1939 年 5 月 4 日と 1940 年 8 月

19 日の２回、日本軍の爆撃で被害を受けました。１回目の爆撃で家財の全てを

失い、２回目の爆撃では祖母を殺され、私自身も重傷を負いました。 

 爆撃被害を受けた当時、私はまだ幼少でした。しかし爆撃被害がどういうも

のか、爆撃がいかに残酷なものかについては、何よりも私自身が受けた体の傷

を通じて知りましたし、また両親を含む無数の爆撃被害者の生々しい体験から

学びました。 

 今回、私は、悲惨な爆撃被害の実例を伝えるために来日しました。これから

この東京地方裁判所の法廷で、日本の裁判官と平和を愛する日本の皆様に、私

の家族が受けた爆撃被害の体験をお話します。そして重慶大爆撃の被害者に対

する日本政府の謝罪と賠償を一刻も早く実現するように強く訴えたいと思いま

す。 

 

２ １回目の爆撃被害（1939 年）                 

 私は 1938 年 5 月 18 日に重慶市渝中区の葯王廟街（Yao Wang Miao Jie）で生
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まれました（下線は 17頁、18頁の地図参照。以下同様）。両親は晩婚で、私が

最初の子供でした。私が生まれたとき、父簡少堂は 54 歳で、母鄒壁清は 39 歳

でした。 

 父は、若い頃からずっと教師の仕事をしてきましたが、50 歳を過ぎてからは

弁護士の仕事もしていました【父の写真は 11頁の写真参照】。 

 母は主婦として家庭をしっかり守り父のことを気遣う気持ちの優しい女性で

した。 

 私の家族が受けた爆撃被害では、後述する通り両親の兄弟姉妹が大いに力を

貸してくれ、それがなかったら被害はもっと深刻だったはずです。最初に紹介

しておきますと、母の兄弟は上から兄（鄒雲臣 Zou Yunchen）、母本人、妹、弟

（鄒森雲 Zou Senyun）の 4 人で、父の兄弟は上から姉［その夫の姓は李］、父

本人、妹［その夫の姓は陳］の 3 人でした【父の姉、妹の写真は 12頁の写真参

照】。 

 日本軍の爆撃が始まって以来、重慶の市民は不安な日々を送っていましたが、

1939 年に入ってから爆撃が一層激しくなり死傷者の数も増えてきました。 

 1939 年当時の私の家族は、人数は両親と私の 3 人で、私が生まれた葯王廟街

にある父所有の建物に住んでいました。しかし父は、日本軍の爆撃が今後もっ

と激しくなりそうだったので家族が爆撃被害に遭うことを心配し、同年 3 月に

家族全員で重慶西方の郊外の壁山（Bi Shan）にあった、母の兄にあたる伯父鄒

雲臣（Zou Yunchen）の家に避難することを決断しました。 

 それ以来、私の家族は、壁山の伯父の家で寝起きし、時々父だけが葯王廟街

の自宅にもどって家の様子を見て来るような生活をしていました。 

 1939 年 5 月 3 日と 4 日、日本軍は重慶に対して大規模な爆撃を行いました。

これが有名な「ウーサン（５・３）・ウースー（５・４）」の大爆撃です。 

 幸い、私の家族 3 人は壁山に避難していたので、このときの爆撃で怪我する

ようなことはありませんでした。しかし、5 月 4 日の爆撃で葯王廟街付近が被害

に遭い、2 階建て約 170平方メートルの自宅は爆弾による破損と火災で全壊して

しまいしました。 

 私の両親は、「ウーサン・ウースー」から 2 日たった 5 月 6 日、葯王廟街の

自宅に戻りましたが、建物の姿は何もなく、自宅があった場所がかろうじてわ

かるというほど酷い状況でした。 

 両親は、爆撃で全壊した自宅の跡を見て、家族の住む家がなくなったことに、

また大事にしていた例えば古代文字が彫られた貴重な家具などの思い出の品々

一切を失ったことに大きな打撃を受けました。 

 特に母は、もともと 5 月の爆撃以前に妊娠しており精神的に不安定な状態に

ありましたが、爆撃で自宅を失うという深刻な出来事に心を深く傷つけられ、
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ほとんど笑顔がなくなりました。これ以降、母はほぼ毎日ふさぎ込んで床に伏

せるようになりました。 

 父は、このような母の状況を見て、家族の人数が多くてせわしい壁山の伯父

の家では母の体調が悪くなることを心配し、また間もなく二番目の子供が生ま

れてくることを考えて、壁山の伯父の家よりもっと大きな家に住まわせて気持

ちをゆったりさせた方がよいと考えるようになりました。そこで父は、父の母

に頼んで重慶市渝中区関廟街（Guan Miao Jie）の祖母の家に住まわせてもらうよ

うにしました。その関廟街の祖母の家は、3 階建ての 180 平方メートルの広さの

あるりっぱな家屋でした【父方の祖母の写真は 13 頁の写真参照。写真館のあっ

た場所・雑粮市は 17 頁の地図参照】。 

 こうして私の家族 3 人は、祖母の家で祖母と一緒に生活するようになりまし

た。 

 その後 1940 年初め、母は関廟街の祖母の家で妹を出産しました。両親は妹に

簡清明（Jian qingming）という名前を付けました。 

 しかし妹出産後の母は、爆撃被害の打撃のほかに私と妹の 2 人の子供の育児

のことが重圧となって、母の精神の患いは一層深刻な状況になりました。 

 

３ ２回目の爆撃被害（1940 年） 

 私の家族が受けた 2 度目の爆撃被害は 1940 年 8 月 19 日です。最初の爆撃被

害後に私の家族が住んでいた祖母の家がある関廟街のあった場所は、重慶の中

心部です。ですから日本軍機が重慶に飛来する度に、両親は私と妹及び祖母と

一緒に防空洞に避難する生活を繰り返していました。 

 8 月 19 日にも爆撃が間近いことを知らせる事前の緊急警報が鳴ったので、父

は、まず体調の悪い母のことを心配し、母と妹を祖母の家から 10 分ぐらい離れ

た防空洞に連れて行きました。 

 少し遅れてから、祖母は、私を抱いて同じ防空洞に向かおうとして道路に出

ました。しかし、すでにその時点で日本軍の爆撃は始まっており、間もなく関

廟街一帯にも爆弾が投下されました。その爆弾の一つが祖母の家を直撃し 3 階

建ての建物は瞬く間に倒壊してしまいました。 

 祖母は、自宅建物の倒壊で、倒れてきた壁の下敷きとなって死亡し、祖母の

体の下にいた私も、右側の上腹部、乳房の下辺りに爆弾の破片が深く突き刺さ

り重傷を負いました。 

 父は、祖母と私を迎えに戻り、すでに倒壊した家の中から祖母の遺体と大怪

我をした私を見つけたそうです。父が、息をしていた私を大急ぎで病院に連れ

て行き応急手当を受けさせてくれたので、私は奇跡的に命が助かりました。 

 私の体に刺さった爆弾の破片は鋭く尖っており、筋肉を切断して相当深く突
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き刺さっていました。そのために破片を抜き取った傷跡はなかなか塞がらず、

傷口部分がひどく化膿してきました。医師は何回も何回も私の傷口に綿棒のよ

うなものを入れて膿を取り出してくれました。しかし私は傷口を触られるとき

の痛さに我慢できず、大声を上げて泣き続けました。 

 まだ 3 歳にもならない私でしたが、自分が命を助けてもらった病院であじわ

った毎日毎日の苦痛、それこそが私の爆撃体験そのものであり、私の重慶大爆

撃問題に関わる原点にほかなりません。 

 その後、私の傷は徐々に塞がっていきましたが、傷痕の痛みは長い間続きま

した。73 歳になった今でも私の体には４センチの傷痕が残っていますし、天候

が雤模様に悪化する前には傷痕に痛みを感じることがあります。70 年を経過し

た現在も、日々新しい爆撃体験が続いているのです【原告簡全碧の 1940 年 8月 

19 日の爆撃被害の傷痕の写真は 14 頁から 16 頁の写真参照】。 

 

４ 妹との別れ（1940 年暮れ）と母の病死（1944 年）  

 父は、再び家族の住む家が無くなったので、今度は母の弟（鄒森雲 Zou Senyun）

らと協力して、重慶市渝中区の道冠井(Dao Guanjing)にバラックのような建物を

建てました。その建物には、私の家族 4 人（両親と 2 歳の私と生後間もない妹）

と母の弟家族と他の 1 家族の計 3 家族が共同で暮らすようになりました。 

 その道冠井の建物は、非常に狭くて粗末なものだったうえ、他の 2 家族との

共同生活でしたから毎日騒がしい環境でした。しかも日本軍の爆撃はその後も

続いており、その度に道冠井の周辺にも爆弾が投下される危険があるという有

様でした。 

 そのため母の精神状態は、道冠井に住むようになってからますます不安定に

なり、体も衰弱していく一方でした。治療が必要なことは明らかでしたが、家

には食料を買う以上のお金の余裕が全くなく、母を医師に診せることすらでき

ませんでした。 

 父は、このように寝たきり状態の母の気持ちを慰めてやる必要がありました

ので、何時も母のそばに付き添っていました。また父は年齢的にも高齢になっ

ていたので、私と妹の面倒を見るゆとりもありませんでした。 

 父は、このような八方ふさがりの家族の状況を何とか打開しようと親戚と相

談して努力していました。しかし、いろいろと悩んだ末に、妹簡清明を楊とい

う人の家に貰ってもらうことに決めました。 

 こうして 1940 年の暮れに妹は別の家で育てられるようになり、妹と別れなけ

ればなりませんでした。悲しいことに、それ以来、父も母も、また私も妹と会

う機会は二度とありませんでした。 

 妹がいなくなってからも私の家族 3 人は道冠井の粗末な建物に住み続けまし
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た。 

 日本軍の重慶に対する爆撃は 1941年も続き、42年はありませんでしたが、1943

年の 8月には再び日本軍の爆撃がありました。 

 こうして日本軍の爆撃がある度に重慶市内には空襲警報が鳴り響き、重慶の

市民は防空洞へ避難しました。 

 私はいつも父と一緒に防空洞に行きましたが、母は、長く寝たきりが続いた

ために体の衰弱が急速に進行し、日本軍の爆撃があるときでも防空洞に行くこ

とができなくなっていました。このため母は、爆撃時には、道冠井の粗末な建

物の中で、他の人以上に爆撃の恐怖に晒され続け、それが母の心と体を一層苦

しめました。こうして母の病状は一度も回復の方向に向かうことなく、段々酷

くなっていきました。 

 1944 年の春、母は精神的な落ち込みが激しくなり、体の衰弱も一層深刻にな

って、遂に道冠井の粗末な自宅で息を引き取りました。 

 死ぬ時も父は母を病院に連れて行って医師の治療を受けさせることができま

せんでした。この母の死は、私にとって戦争中で最も悲しい出来事でした。 

 父は、戦争が終わった後で、私に何度も何度も母に病院で治療を受けさせて

やれなかったことを悔やむ話しをしていました。 

 母の遺体は、父の妹の息子（陳訪桃）がお金を出してくれたので、簡単な葬

式をして、親戚の土地に埋葬されました。 

 母は死んだ時まだ 45歳でした。私の家族の中で、日本軍の爆撃に最も苦しめ

られたのは母だと思います。日本軍の爆撃が母から生きる希望を奪い取り、母

の生命力を押し潰したのです。爆撃に遭わなければ、母がそんな若さで死ぬこ

とは絶対になかったと思います。私は、爆撃の恐怖に晒され続けて失意のうち

に亡くなった母のことを思うと、今でも涙が出て来ます。 

 母が死んだ後、私は再び壁山にある母の兄の家に引き取られました。父の方

は重慶市渝中区の臨江門（Lin jiang Meng）にあった父の妹の家で暮らすことに

なりました。 

 父は、私が壁山で暮らすようになってから、2、3 回私を訪ねて来てくれまし

た。会ったとき父が泣きながら私を優しく抱いてくれたことを覚えています。 

 

５ 戦争後の苦しかった 10 年間の生活（1945 年～1955 年） 

  1945 年 8 月に日本の敗戦で戦争が終わりましたが、私はその後もずっと壁山

の伯父鄒雲臣（母の兄）の家で暮らしていました。伯父は農民なので現金収入

も少なく、それなのに 6 人も子供がいたので、生活は大変苦しく満足な食事が

でない日も度々ありました。 

 私は、戦争中も戦争後も壁山の伯父の家の食事で生き延びることができまし
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たから、伯父には大変感謝しています。しかし、6歳で母を失い、父とも離れて

暮らすようになった私にとって、戦後の壁山での生活はとても辛いものでした。 

 壁山での生活で私が一番苦しんだのは、伯父の長男のお嫁さんから日常的に

受けたいじめのことでした。お嫁さんは、私より 10 歳くらい年上でしたが、私

に対し「あんたはお父さんに捨てられたんだよ。」とか「あんたは何もしない

のにご飯を勝手に食べている」とか言って私をよくいじめました。 

 伯父さんがいるときの食事では、そのお嫁さんも口にこそ出しませんが、そ

んな時でも「あんたはご飯を食べる資格があるの？」というような顔付きをし

て意地悪な目で私をにらむのです。私はそんな目つきで見られるのが口で言わ

れるよりもっと嫌でした。 

 毎日そういう嫌がらせを受け続けていたので、子供にとって本来は一番待ち

遠しいはずの食事の時間が、私にとっては最も緊張する苦痛に満ちた時間とな

り、私は目も虚ろな状態で食べ物を口の中に入れていました。食べ物の味など

全く感じたことがありませんでした。そんな毎日でしたから、緊張に耐えきれ

ず食事中に気が遠くなって意識を失い倒れたこともありました。またお嫁さん

のいじめの言葉に恐怖を覚えて我慢できなくなり、家出したこともありました。 

 私は、壁山でお嫁さんからどんなにいじめられても、それを誰に言うことも

できず、壁山にいる間ずっと我慢してきました。 

 ところが、2 年前に親戚の誕生日のお祝いの集まりがあったとき、私は 80 歳

を超えたそのお嫁さんから声をかけられました。私は 1956 年に壁山の伯父の家

を出てからお嫁さんから声をかけられたことなど一度もなかったので大変驚き

ました。お嫁さんの方から、私の側に寄ってきて、壁山で私をいじめたことを

詫びたいと言うのです。50 数年も経ってから！！ 

 私は、壁山の家を出てから、父にも誰にも壁山でのいじめのことは言いませ

んでした。むしろ自分がいじめられた悲しい記憶は全て忘れようと努めてきま

した。私なりに強い意志でそうしてきた私でしたが、お嫁さんの口からいじめ

を認める言葉を聞いて、ずっと自分の胸の中にしまい込んできた壁山の 10 年間

の生活のことがいっぺんにドッと洪水のような勢いで蘇ってきて、私はその場

で泣き出してしまいました。 

 お嫁さんはとてもばつが悪そうな顔をして現れ、「前のことはごめんなさい」

と言うとすぐ私から離れて行きました。 

 お嫁さんはもし私にお詫びを言わないまま死ぬるようなことがあれば大変な

悪運が家に付きまとうかも知れないと、怖くなったのだと私は思いました。 

 いじめ以外の壁山での思い出として学校に関する思い出があります。 

 戦争が終わった年、父の妹の孫が私に教育を受けるためのお金を出してくれ

ました。父方の親戚には高い教育を受けた人が多かったので、父の妹は私にも
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教育を受ける機会を与えたいと考えてくれたのです。こうして私は壁山にあっ

た私塾に通うことができました。先生は 10 数人の生徒に三字経や女児経などを

声を出して読み上げる授業をしてくれました。当時は女性は教育を受ける必要

はないという意識の方が強かったので、生徒の中で女の子は私だけでした。 

  しかし父の妹の援助にも限度があり、私塾通いは 2 年間で終わりました。そ

の後私は伯父の家の農作業を手伝って過ごしていました。 

 新中国になって政府は婦人教育を重視するようになりました。その動きは壁

山にも伝わってきて、壁山で女子を対象とする識字教室が開かれるようになり

ましたので、私は希望を出して 1953 年と 1954 年の 2 年間その識字教室に通っ

て勉強しました。 

 

６  父との同居（1956 年、1957 年）、就職（1958 年）及び父の死（1959 年） 

 1949 年 10 月に新中国が成立し、重慶市も約 2 か月遅れで 11 月末に解放され

ましたが、父の妹の家は共産党に地主階級と見られて資産を没収されました。

このために父が住んでいた臨江門の父の妹の家も政府に取り上げられてしまい

ました。住む家を奪われた父は、今度は戦時中に父の姉が日本軍の爆撃を避け

るために重慶郊外の江北区猫児石に購入していた家を借りて一人暮らしを始め

ました。 

 私の方は新中国になって以降も壁山の伯父の家で生活していたわけですが、

1956 年になって父の妹のお孫さん（陳姓）から手紙が来ました。手紙の内容は、

一人暮らしをしている高齢の父と一緒に暮らして父の面倒を見てほしいという

内容でした。 

 その手紙がきっかけで 1956 年に、18 歳になっていた私は壁山の伯父の家を出

て父が住んでいる重慶市江北区猫児石（Mao er Shi）に行きました。その時、す

でに父は 72 歳になっていました。父に収入はありませんでした。それで、父の

妹の 2 番目の息子が父に生活費を援助し、その他に村民委員会も少し援助して

いました。 

 そんな父の家に、まだ仕事をしていなかった私が同居するようになったので、

父の家の生活はさらに苦しいものになりました。しかし私は再び父と一緒に生

活できるようになったので、とても幸せでした。 

 また父の妹のお孫さんが私に教育費の援助を申し出てくれたので、1956 年と

1957 年の 2 年間、私は江北区猫児石の民営中学校に通って勉強することができ

ました。 

 その後、1958 年に大きな転機がやってきました。この年、中国政府がいわゆ

る大躍進政策を打ち出したので私も仕事を得るチャンスがめぐってきたので

す。大躍進という大きな後押しで、私は江北区猫児石にある重慶通用機械工場
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に就職することができました。それは私が中学校 2年生のときでした。 

 こうして私は父と別れて工場の宿舎に住むようになりました。私にとってた

だ一つの気がかりは父の健康のことでした。しかし残念なことがすぐ起こりま

した。私が就職して間もない 1959 年元月、父は急死してしまいました。もっと

栄養を充分取っていれば死ぬことはなかったのではと悔やまれます。 

 死んだ父の気持ちは、察するにおそらく文字通り無念の一語だったろうと思

います。私は、日本軍の爆撃で一切の財産と仕事の機会を奪われ、まだ若かっ

た妻を病死させてしまい、子供も次女は他所へやって会えず、長女も親戚に食

べさせてもらうしかなかった父の悔しさを思わずにはいられませんでした。ど

うか来世で母と会って下さいと祈りました。 

      

７ 結婚（1966 年）、出産（1970 年、72 年）から退職（1989 年）  

 私は自分の仕事を持っていることがうれしく、工場の仕事を熱心にこなして

いました。ところが 1960 年になって政府は大躍進で人を採用しすぎたという理

由で工場の従業員を次々と解雇し始めました。私も戸籍が父と一緒に住んでい

た農村にあったため解雇されました。しかし私は工場の宿舎に住み続けて何度

も労働部門のお役人と交渉しました。その結果、最終的には、私の場合は帰る

家もなく頼るところもないので「孤児」の扱いになるということで、特別に元

の重慶通用機械工場に復帰することができました。 

 この職場復帰の経験を通して、私は自分が誰も否定できない「孤児」なんだ

という事実を突きつけられました。私は母、妹、父の悲劇を思いだして一人で

泣きました。 

 1963 年、私は職場に働きに来た専科大学生の呉啓琨（Wu qi Kun）と知り合い

ました。私は 25 歳になっていましたので結婚のことを考えましたが、爆撃で受

けた体の傷のことが気にかかって決断できませんでした。というのは、爆撃で

受けた傷が完全には癒えておらず、体力に自信がなかったからです。旋盤を使

ってネジを作る仕事をしているときも、しばしば右上腹部の乳房の下の傷痕が

非常に痛むことがあり、そうなると仕事の手を休めて暫く我慢しなければなら

ないことがしばしばあったのです。 

 もう一つの悩みは、爆撃で受けた傷のため、右側の乳房が普通の人のように

は発達せず、左右の乳房の大きさが違っていていることでした。その違いは夏

服になると目立つようになるので私は非常に引け目を感じていました。 

 そういうことから自分の体についての劣等感が消えず、どうしても結婚に踏

み切る自信が持てなかったのです。 

 しかし呉啓琨は、私の気持ちを思いやってくれる人でした。時間をかけて交

際することを認めてくれ、それで私の気持ちも少しづつほぐれてきて、最終的
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に結婚する決意を固めることができました。こうして私は 1966 年に呉啓琨と結

婚しました。 

 結婚後、私はやっと自分の家族が持てたという気持ちになり、初めて自分の

辛かった長年間を夫に話しました。私の気持ちを聞いた夫は優しく慰めてくれ

ましたので、私は夫のことを心から信頼するようになりましたし、また生まれ

て初めて幸福感を感じました。 

 結婚後の私の生活も多難でした。中国では私が結婚した年に文化大革命が始

まりましたが、その影響で夫は結婚 1 年後の 1967 年に職場が変わることになり

ました。こうして夫は重慶から離れた自貢紅旗運送機械工場に転職することに

なりました。以来 1977 年までの 10 年間、私と夫は基本的に別居生活で、時々

会えるだけという変則的な生活を強いられてきました。 

 しかしその間に私は 1970年に長男呉曲を、1972年に長女呉竹を授かりました。 

1977 年に夫は重慶に戻り、一家はようやく一緒に生活することができるように

なりました。 

 私は、その後もずっと重慶通用機械工場で働き続け、1989 年に定年退職を迎

えました。しかし不幸なことにその 2 年後の 1991 年、夫は肺がんの為に亡くな

りました。 

 私は、現在、年金の支給を受けて一人暮らをしています。しかし、実は、そ

の後も私の人生は平坦ではありません。2004 年に長男が尿毒症と診断されまし

た。長男は現在まだ 40歳ですが、尿毒症が原因で離婚することになりました。

長男は仕事もなく、誰も助けてくれません。結局、私が自分の年金から息子に

お金を渡してやるしかなく、もともと豊かではない私の生活はこの年になって

も火の車という有様です。 

 

８ 日本政府は爆撃被害者の気持ちを理解し、速やかに謝罪と賠償を！ 

 2004 年 4 月、重慶大爆撃の被害者は、日本国を被告とする裁判提訴をめざし

て原告団を結成しました。私もこの時に原告団に参加しました。 

 私が原告団に参加した理由は、日本軍の爆撃で被害を被った重慶市民の苦し

みを理解して欲しいと強く思ったからでした。 

 日本軍航空機が空から爆弾や焼夷弾を投下したために、地上で暮らしていた

無名の重慶市民たちは、それぞれ歩もうとしていた人生をメチャメチャにされ 

ました。私の 4 人の家族も、父・妹・母、そして私は全員が日本軍の重慶大爆

撃によって人生をメチャメチャにされました。その事実をどうしても日本政府

の責任者に知ってもらいたい、この一念で原告団に参加しました。 

 私は、73 歳になった現在でもいろんな爆撃の夢をみます。一番多く見る夢は、

防空洞の中で私が大人に叱られている場面の夢です。防空洞の中は暗くて息苦
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しいので私はよく泣いたり母の名前を呼んだりしました。すると周りの大人た

ちはすぐイライラした声で「靜かにしないと外に追い出すぞ」と私を叱るので

す。叱られて、うなだれている私が出てくる夢です。 

 もう一つの夢は空襲警報の提灯の絵が出てくる夢です。その夢の続きで、私

が病院で受けた治療中の場面が出て来て、その苦痛が夢の中でよみがえり思わ

ず叫び出すこともあります。 

 日本の裁判官の皆さん、70 年経ってもこんな夢を見ている重慶大爆撃の被害

者がいることを忘れないで下さい！ 

 重慶大爆撃という無差別爆撃が生み出した苦痛と恐怖は、今も消えていない

のです！だから私たちは人間の尊厳の回復を求めて裁判を起こしたのです！ 

 裁判官が、以上に私が述べてきた重慶大爆撃被害者の気持ちを理解され、速

やかに原告ら爆撃被害者に謝罪と賠償を実現されるように強く求めます。 

 

                                  以上 
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爆撃による深い傷痕を示す。 

自宅にて（2008 年） 

撮影者 鈴木賢士さん 

 

 

 

 

 

 

 

 










