
【戦争犯罪､ 虐殺事件】 

虐殺事件の犠牲者数 

 

「事件名」        「◆」犠牲者   出典・参考資料等（ⅠⅡⅢⅣ） 

(事件の年月日)   「★」加害者    

 

■「朝鮮東学党掃討作戦」  ◆党農民､ 戦闘で 6000人､処刑 5600人､5万人の説あり  

 (1894.8月～1895.3月)    ★日韓両軍Ⅰ 

 

■「旅順虐殺事件」  ◆2千～2万人                  

 (1894年 11月 21日～25日)  ★日本陸軍Ⅰ 

 

■「三・一運動武力鎮圧」  ◆集会参加民衆等 52,000人殺傷､ 46,900人余検挙 

 (1919年 3月 1日～)   ★日本官憲Ⅱ    

 

■「尼港事件」   ◆(シベリア出兵)捕虜であった日本軍将兵･居留民 383名虐殺 

 (1920年 5月 25日)  ★ソ連パルチザンⅡ 

 

■「朝鮮人虐殺事件」  ◆関東大震災後､在日朝鮮人 6000余人､中国人 200余人､日本人数十人 

 (1923年)   ★日本の民衆(自警団)Ⅲ   

 

■「霧社事件」   ◆日本人約 140人殺害/先住民約千人の死者  

 (1930.10.28)   ★先住民族蜂起/台湾総督府軍隊警察鎮圧Ⅱ 

 

■「平頂山事件」   ◆中国人住民 400～3000名を殺害､ 集落を焼払い      

 (1932年 9月 16日)  ★日本軍守備隊ⅠⅢ 

 



■「通州事件」   ◆日本軍守備隊・居留民 117名､ 朝鮮人居留民 106名を殺害   

 (1937年 7月 27日)   ★冀東政権保安隊Ⅲ 

 

■「陽高事件」    ◆中国人 350～500名虐殺                       

 (1937年 9月)   ★日本関東軍Ⅰ 

 

■「香港戦における英軍捕虜処分」 ◆香港戦における投降英軍兵士に対するいくつかの殺害事件Ⅰ 

 (1941年 12月 18日)  ★日本軍           

 

■「バリスト・スロン捕虜殺害事件」◆捕虜 150名処刑Ⅰ 

 (1942年 1月 22日)  ★日本軍      

 

■「アレクサンドラ病院事件」 ◆英軍軍医､ 看護婦､ 患者を 200名殺害 

 (1942年 2月 14日)  ★日本軍Ⅰ     

 

■「シンガポール華人虐殺」 ◆占領後華人を虐殺､ 5000人(日本資料)､4～5万人(現地) 

 (1942年 2月 18日)  ★日本軍Ⅲ 

 

■「バンカ島豪軍看護婦殺害事件」 ◆豪陸軍看護婦 20名殺害 

 (1942年 2月)   ★日本兵Ⅰ               

 

■「ラハ事件」    ◆捕虜約 200人を殺害                        

 (1942年 2月)   ★日本軍Ⅰ 

 

■「バターン死の行進」  ◆降伏米比軍 7万人を徒歩行軍､米兵 2330人を含む 7千～1万人行進中死亡 

 (1942年 4月)   ★日本軍Ⅱ     

 



■「マキン島米捕虜の処刑」 ◆米海兵隊員 9名を処刑                 

 (1942年 8月)    ★日本軍Ⅰ   

 

■「廠窖虐殺事件」  ◆３日間に中国の軍民３万人余りを殺害  

(1943年 5月 9日～12日)  ★日本軍(江南殲滅作戦)ⅣⅤ 

 

■「ポンチャナック事件」  ◆住民 4000～2万人検挙粛清Ⅰ 

(1943年 10月～1944年 1月)  ★日本海軍特別警察隊  

 

 

■「日本軍による捕虜洋上処分」Ⅰ 

  (1943年 3月 16日)  駆逐艦秋風､ 移送中の外国人抑留者約 60名全員を洋上で処刑。 

  (1943年 12月 14日)  呂 110潜が英商船を撃沈し救命ボート､ 筏の乗組員を銃撃｡ 55名を殺害｡  

  (1944年 2月 22日)  伊 37潜が英商船を撃沈し救命ボート､ 筏の乗組員を銃撃｡ 被害者数不明｡  

  (1944年 3月 26日)  伊 8潜が蘭船を撃沈し､ 生存者 98名を艦上で処刑｡  

  (1944年 3月 29日)  伊 26が米商船を撃沈し救命ボート､ 筏の乗組員を銃撃｡ 被害者数不明｡  

  (1944年 3月)    重巡利根が英商船「ビハール号」を撃沈した際､ 揚収した生存者 60名を甲板で処刑｡  

   (1944年 7月 2日)  伊 8が米商船を撃沈した際､ 揚収した生存者 96名を甲板に放置し急速潜行｡ 

 

 

 

■「トラック病院捕虜生体解剖事件」 ◆米兵捕虜 8名を生体切開等Ⅰ 

 (1944年 2～7月)   ★日本軍七三一部隊 

 

■「メリッソ村民虐殺事件」 ◆村民 46人虐殺Ⅰ 

 (1944年 7月 15日)   ★日本軍     

 



■「ティンブンケ事件」  ◆村民約 100名集団殺害Ⅰ 

 (1944年 7月)    ★日本軍 

 

■「ババル島事件」  ◆住民 704名虐殺                   

 (1944年 10月～11月)   ★日本軍守備隊Ⅰ 

 

■「パラワン島米兵捕虜殺害事件」 ◆米軍捕虜 150名を処刑Ⅰ 

 (1944年 12月 13日)    ★日本軍     

 

■「父島人肉食事件」  ◆撃墜された米兵 8名を捕らえ処刑の後食べたⅠ 

(1945年 2月)    ★日本軍 

 

■「マニラ市街戦での虐殺事件」 ◆多数の民間人が虐殺された。聖パウロ大学で子供を含む 994名を殺害｡ 

 (1945年 2月)    北部墓地で 2000名を処刑｡ サンチャゴ監獄での集団殺害などⅠ 

    ★日本軍 

 

■「サンダカン死の行進」  ◆英豪捕虜 2000人の大部分が飢えと病気のため死亡Ⅰ 

 (1945年 2月～6月)  ★日本軍 

 

■「石垣島事件」   ◆米兵捕虜 3名処刑Ⅰ 

 (1945年 4月 15日)  ★日本軍 

 

■「ランソン事件」  ◆仏兵捕虜を処刑Ⅰ 

 (1945年 3月)    ★日本軍 

 

■「九州大医学部生体解剖事件」  ◆米兵捕虜 8名を生体実験Ⅰ 

 (1945年 5月 17日～6月 2日) ★九州大医学部          ★九州大医学部 



 

■「ヤルート島民処刑事件」 ◆島民 21名を殺害  

 (1945年 5月)    ★陸海軍将校Ⅰ 

 

■「花岡事件」   ◆中国人労務者 100人が拷問後処刑  

 (1945年 6月 30日)   ★日本の警察､ 自警団､ 鹿島組等Ⅰ 

 

■「カラゴン事件」   ◆村民 600名を集団殺害                     

 (1945年 7月)   ★日本軍Ⅰ 

 

■「オーシャン島住民殺害事件」 ◆島民 140名を銃殺Ⅰ 

 (1945年 8月 19日)  ★日本軍     

 

■「通化事件」   ◆蜂起の鎮圧後に行われた虐殺事件､日本人 3000人が虐殺された。 

 (1946年 2月 3日)   ★中国共産党人民解放軍等Ⅴ 

 

 

 【出典・参考資料等】 

  Ⅰ：「世界戦争犯罪事典」（秦郁彦監修 文藝春秋 2002年） 

 Ⅱ：「ブリタニカ国際大百科事典」 

 Ⅲ：「角川日本史辞典」 

 Ⅳ： 中国通信及び新華社配信記事 

  Ⅴ： ウィキペディアフリー百科事典等から 


