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第１章 原告らが受けた被害の概要

１ 空襲に遭ったこと自体が重大な被害である

原告らの多くは，上記のような悲惨な空襲を直接に受け，火焔や黒煙が

渦巻く大規模火災の下で死の恐怖を味わった。これは原告らの脳裏に強く

刻み込まれた忘れられない記憶である。

このような空襲を受けたこと自体が原告の被害である。

２ 空襲による家族の死亡

原告の中には，幼少時に空襲で親を亡くした者がいる。空襲後は，養育

や生活を親に頼ることもできないまま，親の愛情を受ける幸せを感じるこ

ともないまま，今日まで孤独と苦難の道のりを歩んできた。

終戦後の混乱期には，原告ら空襲被害者は社会から冷遇されていた。街

中に浮浪者があふれ（甲Ｂ４８号証），餓死者も大量に出た（甲Ｂ４７号

証）。そうした状況下で，空襲被害者である原告らに十分な援助が施され

ることもなかった。戦災孤児は社会の害悪の如く「浮浪児」と呼ばれ，牢

屋のような鉄格子の施設に収容される例も多かった（甲Ｂ５２号証）。

生き残った者の中には，自分だけが生き残ったことについて罪悪感を感

じている者もいる。火の海の中で，家族を助けることができなかったこと

を悔やんでいる者もいる。幼少時に受けた空襲によって，家族を奪われ人

生を変えられたのである。その苦難は，今日まで６４年以上にわたり原告

を苦しめている。

３ 身体の損傷，後遺障害

原告の中には，空襲により身体を負傷し，現在まで後遺症に苦しんでい

る者もいる。特に空襲直後は，同時に多数の負傷者が生じたうえ，火災に
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より医療施設や医薬品も失われ，医療従事者も十分確保できない状態であ

った。

単に肉体的苦痛を受けているというだけでなく，幼少時から外貌による

差別を受けたり，就職や結婚の障害となったり，安定した職に就けず困窮

するなどの被害を受けている。

原告のなかには，幼少時に空襲により死の恐怖を味わったうえ，家族や

近隣住民の死亡に直面したり，家屋や財産を一挙に失う経験をしたことが

強いトラウマとなり，現在も原告の精神にとって重大な負担となっている

例もある（空襲被害者のなかには，空襲体験を理由として心的外傷後スト

レス障害を発症した例もある。）。

４ 家屋，財産の喪失

空襲により家屋や財産を失った原告は，その後の生活に重大な支障を生

じた。

とりわけ空襲による被害は，自宅や自営店舗の喪失にとどまらず，近隣

住民との関係（互いに助け合うような人的関係，コミュニティー）が一挙

に破壊されてしまう。自営業者は取引先や営業基盤を含む営業用資産を一

挙に喪失してしまう。そして，この被害については誰からも補填や補償を

受けることができない。生活の糧，生きていく手段を根本的に奪い去られ

ているにもかかわらず，すべて自力で生活再建をしなければならないので

ある。その点で，放火や窃盗による個別的被害とは比較にならないほど重

大な損失が生じているのである。

空襲により幼少時に自宅を失った原告らは，終戦後に新たに居住地を見

つけて生活基盤を確保することも容易ではなく，困窮した生活を余儀なく

された。
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５ その後の救済措置の不存在，長期の放置

最終準備書面Ⅰ第３章第１の２でも述べたとおり，空襲被害者への援護

は終戦時の重要課題であり，そのことを被告国は強く認識していた。にも

かかわらず被告国は，被災者への援護措置を定める戦時災害保護法を廃止

し，その後も被災者への援護を拒み続けた。

終戦から３０年後の１９７０年（昭和５０年）に，全国戦災傷害者連絡

会代表である杉山千佐子氏は新聞紙上で「次第に老い先短くなる私たちの

悲願をかなえて下さい」と訴えた（甲Ｅ１７号証）。それから更に３９年

が経過して現在に至っている。

終戦から年数を経るとともに，空襲被害者の置かれた状況は深刻さを増

している。高齢のため体力が衰えたり収入が減少することが困窮の度合い

を高めている。空襲による被害は，日に日に深刻化しているのである。一

刻も早く，原告ら空襲被害者への補償が実現されなければならない。
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第２章 原告らそれぞれの個別被害

第１ 原告安野輝子（原告番号１）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告安野輝子は，１９３９（昭和１４）年６月９日，父の故郷の鹿

児島県川内市（現在の薩摩川内市）で出生した。物心ついた頃，原告

安野は，川内市で，祖父母，従姉，母，兄弟で暮らしていた。父は，

既に戦地に赴いていた（第８回安野３頁・４頁，甲Ｄ１-１号証１頁，

甲Ｄ１－１６号証１頁）。

（２）当時の世相

原告安野は，祖父経営の工場の従業員に連れ添われて，幼稚園まで

行く途中，白い割烹着姿の警防団婦人会の会員が，空に向かい，竹槍

を突き，また，バケツリレーをしているのを目撃している。

国の政策で，日本国民が，竹槍でＢ２９を本気で撃退できる，焼夷

弾に因る火災が，バケツの水で消火できると本気で思いこまされ，そ

のための訓練に駆り出されていたことの証である。

（３）空襲時の恐怖体験～左足の喪失～

終戦１カ月前の１９４５（昭和２０）年７月１６日，６歳になった

ばかりの原告安野は，米軍機が投下した爆弾の破片の直撃を受け，左

足のひざから下を奪われた（甲Ｄ１－１号証１頁，甲Ｄ１－１６号証

２頁）。

その日の正午ころ，原告安野の母は米の配給を受け取りに出かけて

おり，原告安野は家で弟と従姉と遊んでいた。その時，空襲警報が鳴

り響き，原告安野らは，部屋の隅にかたまってじっとしていた。気が

つくと，原告安野の足は千切れて出血し，弟も血まみれ，辺りは血の
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海であった（第８回安野４頁・５頁，甲Ｄ１-１号証２頁，甲Ｄ１－

１６）。

恐怖に泣くことしかできなかった原告安野は，空襲警報解除後，警

防団の団員によって，戸板に乗せられて，関医院に運ばれた。医師は，

原告安野を診るなり，腰のベルトを引き抜いて，原告安野の足の断端

の上部をきつく縛って止血をして注射を１本撃ち，その後，原告安野

は，原田外科病院へ運ばれた（第８回安野６頁，甲Ｄ１-１号証２頁，

甲Ｄ１－１６，Ｄ１－５号証）。

原田外科病院での治療は，傷口を縫うこともなく，赤チンで消毒す

るだけであった。原告安野は，その夜は死線をさまよったが，奇跡的

に九死に一生を得たのである（第８回安野６頁・７頁，甲Ｄ１-１号

証２頁）。

入院中も空襲が毎日続き，空襲警報が発令される度に病院中が廊下

を走る人の音などで騒然となった。機銃掃射の音が聞こえ，いつ自分

に降ってくるかわからないという恐怖，特に母親がそばにいないとき

の恐怖は，原告安野にとって，計り知れないほど大きなものであった

（第８回安野７頁・８頁，甲Ｄ１-１号証２頁，甲Ｄ１－１６）。

入院して何日目かに診察室で，原告安野は自らの足が，ガラス瓶に

浮かぶのを見たが，６歳の原告安野には，足を失ったことの意味が理

解できず，「トカゲの尻尾が切れても，また生えてくるように私の足

はきっと生えてくる」と信じて疑わなかった（甲Ｄ１-１号証２頁）。

（４）弟の死，全焼した家

その後，空襲は，日増しに激しくなり，原告安野は，入院して１４

日目で，治療継続困難を理由に，強制退院となった。退院した翌朝で

ある７月３０日，原告安野らは，川内市最大の空襲に遭遇し，家は全

焼した。燃え盛る街の中を，足を奪われて歩けない原告安野は母の背
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に負ぶわれて，兄弟３人と従姉と，火の粉を払い除けながら逃げ惑い，

夏の寝巻き姿のまま，３キロほど離れた高城村へと命からがら逃れた

のである（第８回安野８～１０頁，甲Ｄ１-１号証２頁・３頁，甲Ｄ

１－１６号証２頁・３頁）。

疎開先の高城村で，原告安野たちは，芋づるや糠の団子を奪い合っ

て食べた。戦禍を逃れてやっとたどり着いた疎開先で，下の弟は，甘

いものも知らず，腹いっぱい食べるという経験もしないまま，栄養失

調で２歳の命を閉じた（甲Ｄ１-１号証３頁）。

原告安野にしても，疎開先で足の治療をしてくれる医師を直ぐに見

つけることができず，数日の間，治療を受けられない日があったり，

食べるのが精一杯の生活に負われる母が，原告安野を足の治療に連れ

て行くのが遅れがちになるなどしたため，夏の暑い盛りのなか，原告

安野の足の傷は化膿して悪臭を放っていた。消毒が遅れると蛆虫が湧

き，その度，竹の箸で蛆虫をとって捨てることを繰り返した。

母が引き，兄が押すリヤカーに乗って，片道約１時間かけて山の頂

上にある医師の下に治療に行く時やその帰りにも，原告安野は，低空

飛行の米軍機の機銃掃射に襲われ，命の危険に曝された（第８回安野

１０頁～１２頁，甲Ｄ１-１号証３頁，甲Ｄ１－１６号証３頁）。

２ 戦後強いられた苦労

（１）生えてこなかった足

１９４５（昭和２０）年８月１５日，太平洋戦争は敗戦で終わった。

日轟音とともに襲ってくる，Ｂ２９に脅えていた原告安野は，「Ｂ２

９は，もう来ないよ」と言われて，言葉に言い表せないほど，うれし

さを感じた。しかし，戦争が終わっても，失った左足，弟，伯父は，

二度と再び還って来なかった（甲Ｄ１-１号証３頁）。

足の断面の傷は，時間の経過と共に癒えていったが，杖も義足も車
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椅子もない時代に，原告安野は，自分の力では，一歩たりとも，外に

出ることは出来なかった。母に負ぶわれて，外に出たとき，広い田ん

ぼの稲が波打っているのを見て，あの波を走って追いかけたいという

衝動に駆られたが，それは叶わぬ，願いとわかり，はじめて悲しい思

いがこみあげて来るのを感じた（第８回安野１２頁，甲Ｄ１-１号証

３頁・４頁）。

（２）就学後の苦労

１９４６（昭和２１）年４月，原告安野は疎開先で小学校に入学し

た。ちょうどそのころ，原告安野の左足の切断面はふさがって安定は

したが，縫合せずに自然に肉が盛り上がって皮膚ができたことから，

きんちゃくを絞った状態，脳の断面図のような状態になっていた（第

８回安野１３頁・１４頁，甲Ｄ１－５号証）。

刺すような視線に耐えながら，原告安野は，松葉杖をついて，小学

校に通ったが（甲Ｄ１号証の３），友達と楽しく過ごすことも少なく，

雨が降っては休み，松葉杖を隠されていじめられては休み，登下校は

みんなについていけず，勉強にもついて行けず，体育の授業，運動会

はいつも傍観者で，遠足もたった１度の例外を除いては参加できず，

修学旅行も参加できなかった。そのため，自分が空襲の中で，命拾い

したことを恨めしく思うようにさえなった。中学校は２キロほど遠く

になって，通学が困難になり，ほとんど行くことはできなかった（第

８回安野１２頁，１４頁～１６頁，甲Ｄ１-１号証４頁，甲Ｄ１－１

６号証４頁・５頁）。

（３）母との別離

疎開地では，原告安野の母は，道具や着物を金に換えて，原告安野

を養ったが，いよいよそれも限界に達した。母は，原告安野を疎開地

に残し，大阪で仕事をする途を選び，原告安野は母と別々に暮らすこ



11

とを強いられた。別れ際に，母は，「仕事を見つけて，住まいが定ま

ったら，大阪に呼ぶから」と言ったが，原告安野は，母が呼んでくれ

るその時を待つことが出来ず，中学校の卒業も待たずに，母の住む大

阪に行った。大阪に移ってからは経済的にも，身体的にも，中学校に

は行くことはできなかった（第８回安野１６頁・１７頁，甲Ｄ１-１

号証４頁，甲Ｄ１－１６号証５頁）。

（４）義足を使うことによる不便，不利益

ア 原告安野は，母の勧めで，洋裁を習い始めた。松葉杖をついて外

へ出て，偏見の眼差しに傷つくのも怖かった原告安野は，偏見や差

別を避けて青春時代は戦災傷害を隠して，家の中で洋裁に取り組ん

で生きてきた。１７歳の時，洋裁学校に行くことになり，そのため

に，嫌な義足もつけるようになった。片道約４０分の道のりを電車

や市バスを使って，洋裁学校に通ったが，当時は，今のようにエレ

ベーターやエスカレーターがなかったため，階段の上り下りにたい

へんな苦労を強いられた。他人に知られたくない義足を隠していて

も，雨の日は，よく人前で滑って転び，哀しい思いを何度もした（第

８回安野１７頁・１８頁，甲Ｄ１-１号証５頁，甲Ｄ１－１６号証５

頁）。

「戦争さえ無かったら，こんなつらい目に遭うことも無いのに，

なぜ戦争に反対しなかったの」と１０代のころ，原告安野は，よく

母に言った。母は，「気がつくと戦争は始まっていた」と答えたが，

納得はできなかった（甲Ｄ１-１号証５頁，甲Ｄ１－１６号証５頁）。

イ 原告安野が最初のころに使った義足は，両わきに筋金があって，

その周囲にある皮で左足の大腿部を締め付けて固定するタイプで

あったため，左足の太ももが右足より細くなっている。

現在，原告安野は，甲Ｄ１－１１号証～１４号証の義足を使用し
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ているところ，原告安野の左足切断面は，前方はひざの皿があるが，

後方はそり上がったようになり，その切断面は膝関節の辺りにある

という複雑な形状をしている（甲Ｄ１-１５号証）ため，その後方（き

んちゃくのようになっている部分）が義足の一部であるソケット（甲

Ｄ１－１１号証の右端）の上側に非常によく接触して，傷，出血が

絶えず，毎日薬をつけなければならない。夏には蒸れるため，傷口

を乾燥させる必要に迫られる（第８回安野１８頁～１７頁，甲Ｄ１

－１６号証５頁・６頁）。

このように，原告安野は，義足の使用せざるを得ないことによる

被害，不利益を被っているのである。

（５）まとめ

このように，原告安野は，空襲により，自らの左足・弟・住む家を

喪失するという被害を受けたことに基づいて，終戦後の社会生活にお

いても，平和憲法の下で，生まれ育った者には計り知ることのできな

い苦労・困難を強いられているにもかかわらず，未だに被告国からは

何らの救済の手も差し伸べられていない。

戦後，現在に至るも，被告国から何らの救済もされていないことに

より原告安野の受けた被害は，空襲被害者でなければ体験し得ない同

時的かつ複合的な被害であり，個々の不法行為あるいは犯罪行為によ

る個別的被害の集積とは比較にならない重大な被害である。

第２ 原告北川亮一（原告番号２）の被害

１ 空襲による被害

（１）原告の家族

原告北川は，１９３５（昭和１０）年４月５日，当時の大阪市南区

田島町１７番地で，畳屋を経営する父宗太郎と母タツの間の７人兄姉
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の末っ子として生まれた。上から好一，治一，四郎，喜三，正夫，和

子，そして，原告北川であった。一番上の好一は，原告北川の２４歳，

喜三は原告北川の１３歳年上で，正夫は８歳，和子は６歳年上であっ

た。

（２）当時の世相

原告北川は，幼稚園時代に，空襲による火事に備えた消火訓練を見

たことがある。

空き地に，やぐらが組まれていて，その一番上にある３メートルか

４メートルの所に穴の空いている板が取り付けられ，その真下に４斗

樽が置かれていたところで，大人が何人かで一組の班を作って，水の

入ったバケツを持って走って来て，その穴に向かってバケツの水を放

り投げるというものであった。正確に投げることができると，水が下

の樽に入って溜まっていくので，その樽に早くたくさん水を溜めた班

が勝ちという競争方式の訓練であった。原告北川はまだ幼かったので，

その訓練をそばで見ていただけであったが，大人たちが，その練習に

真剣に取り組んでいた姿を今でもはっきりと記憶している。

また，各家の前には，水の溜めてある４斗樽が置かれていて，そば

に，先端に掃除の時に使うハタキのようなものがついた竹の棒が置い

てあった。火災の時に，この竹と水を使って，火を消すというもので

あった。

兵隊が一般の国民（警防団員）に，人を殺す訓練をさせていたこと

もあった。警防団員は一列に並んで，木製の槍で人を突く練習をして

いたのである。

家の中では，警報がなると明かりを隠すために電灯を布で覆って，

光が漏れ出るのを防ぎ，警報が止むまでじっと静かにしていた。

正夫，和子は，学生であったが，学徒動員で，森ノ宮にある軍事工
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場で働いていた。ある時，原告北川が工場で何をしているか，和子に

尋ねたことがあった。和子は，「風船を作っている」と答え，「風船に

爆弾を入れて，空に放つと，風船が浮いている間に，地球が自転して，

風船の下にアメリカの国が来る。その時に，風船がアメリカに落ちて

爆弾が爆発する。」と説明した。原告北川は，子ども心に，そんなこ

とになるのかあと思ったという。

幼稚園を出た後，原告北川は桃園（とうえん）国民学校に通うよう

になった。

学校へ行く途中のアスファルト舗装の道に縦４メートル，横２メー

トルほどの大きさのルーズベルトとチャーチルの色つきの肩から上

の絵が２つ並んで描いてあったが，原告北川たち子どもは，それを踏

みつけて学校に通った。学校に行くと，朝礼台の真後ろの校舎に同じ

くルーズベルトとチャーチルの絵が描かれてあり，教師から「あれが

敵だ」と教えられた。「撃ちてしやまん」という言葉もよく聞かされ，

毎日のように，「天皇陛下のために我慢しなさい」とも教えられた。

（３）１９４５（昭和２０）年当時の状況

空襲のあった昭和２０年当時，好一は，大阪市の玉造で軍事工場を

経営していた。治一，四郎は兵隊として中国に行っていた。喜三は，

陸軍特攻隊として福岡県の大刀洗に行っており，正夫，和子は学生，

原告北川は桃園国民学校１年生であった。父宗太郎，正夫，和子は，

大阪市南区田島町で生活しており，母と好一は，西宮市下瓦林で生活

していた。原告北川は，１９４１（昭和１６）年から学童疎開で滋賀

県坂田郡坂田村字西円寺にある西円寺の本堂で，３０人余りで集団生

活をしており，空襲のあった１９４５（昭和２０）年当時も滋賀県で

集団生活をしていた。

教師はいつも，「日本軍は常に勝っている」と原告北川たち子ども
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に説明し，原告北川もこの戦争は日本が勝って終わるのだと信じ込ん

でいたという。

疎開先に母が面会に来た時，原告北川に短刀を渡して，「もし，戦

争に負けたら，私は死ぬから，おまえもこの短刀で立派に死になさい」

と言った。当時の原告北川は，日本は戦争に勝つと信じていたものの，

もし，万が一日本が負けることがあれば，母の言葉通り，この短刀で

自らの命を絶とうと思ったという。

（４）１９４５（昭和２０）年６月２６日の空襲による被害

１９４５（昭和２０）年６月２６日，父が大阪で空襲に遭い，死亡

した。実家の筋向かいにある町会長の辻本氏宅で，会議をしている際

に，米軍機から落とされた５００キロの爆弾が直撃したのである。

疎開先にいた原告北川は，父が死んだことを教師からは教えてもら

えなかった。原告北川の父死亡の連絡をたまたま聞きつけた同級生か

ら教えられたことから，父の死という情報が原告北川の耳に入ったの

であるが，それでも，原告北川は，「父は死ぬものか」と思っていた。

昭和２０年８月，好一，治一が，疎開先まで自分を引き取りに来てく

れたことで，原告北川ははじめて，父が死んだのは本当だったと悟っ

た。

２ 戦後強いられた苦労

（１）親を失った悲しみ

実家は空襲によって，住める状態ではなくなっていたため，原告北

川は西宮市に移り住んだ。母に連れられて，父が亡くなった実家の近

辺を見に行った原告北川は，爆弾の直撃で直径３０ｍほどの穴が空い

たままになっている状況を目の当たりにした。

原告北川の母は，１９４５（昭和２０）年１１月１６日に病死した。

原告北川は，父を失い，母をも失った。学校でいたずらをして，教師
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に怒られる時，「親を呼んできなさい」と言われることが，原告北川

にとってとても苦痛であり，原告北川は「ここでどんな罰を受けても

いいから，親のことだけは言わないで欲しい」と言ったという。

（２）まとめ

このように，原告北川は，戦争で父を失ったことにより，学校で，

親のことを持ち出される度に，例えどんな罰を受けても親のことは持

ち出さないで欲しいという思いにかられ，そう訴えた。これは，空襲

で父親を失った原告北川の被害の大きさを物語るものである。

第３ 原告小林英子（原告番号３）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告小林は，１９３３（昭和８）年３月３０日，大阪で生まれた。

空襲当時の原告小林の家族は，原告小林と，父辰二６５歳，母友栄

（４５歳），兄健吉（１９歳），弟敏男（８歳）弟悦男（２歳）の５人

であった。父は，空襲当時岩手におり，造船所に勤めて一家の生計を

立てており，その他の家族は大阪市都島区に住んでいた。空襲当時の

原告小林は１２歳で，女学校に入学してまだ２カ月というときであっ

た。

（２）空襲時の恐怖体験

原告小林は，１９４５（昭和２０）年６月７日に大阪市都島区一帯

を襲った大空襲により右足を負傷した。

原告小林は家にいたが，午前１１時頃の空襲警報を聞いて防空頭巾

をかぶって避難の準備をしていると，突然，焼夷弾が落下する「ドカ

ーン」という音が鳴り響いたので家を飛び出した。

家を出ると周りは炎と煙に包まれており，原告小林は，先ほどまで
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一緒にいた母や弟とはぐれてしまい，一人で避難せざるをえなかった。

原告小林は，持ち出した座布団を防火用水に浸け，頭にかぶって避難

した。煙に包まれた場所は，昼間であったにもかかわらず真っ暗で何

も見えないような状況であった（第９回小林６頁）。

原告小林は，近くで焼夷弾の落下音がしたので，とっさに角の家に

飛び込み，座布団を被りしゃがみ込んだ。しかし，焼夷弾の破片が原

告小林の右足に直撃し，原告小林の足はザクロの様にハゼ割れでしま

った。原告小林の足はブラブラした状態となり，走ることはとても不

可能な状況となった。原告小林は，右足を右手で抱え，這いつくばっ

て道一つ隔てた向こう側にある防空壕に転がりこんだ。自分一人では

逃げることもできず，まさに生死の境目に追い込まれたのである。

その後，原告小林は，防空壕の中にいた人に，タオルで手当てを受

けたが，さらに煙が充満してきたところに取り残されてしまった。取

り残された原告小林は，右足を使わず左足でケンケンをしながら逃げ

るのも無理だし，はいつくばって逃げても服に火が燃え移るし，もう

焼け死ぬしかないとの絶望的な思いでいたが，煙の中から，３人の家

族があらわれたので，原告小林は，絶対にこの人に連れて行ってもら

わないと焼け死ぬとの思いで，言う事の効かない右足を引きずりなが

ら，まさに生きるためにその内の一人の腕にしがみついたのである

（第９回小林８頁）。原告小林は，なんとかその人に助けられ命から

がら防空壕の中で一命を取りとめることができた。ただ，原告小林の

右足の流血は止まらず小学校の応急手当所に搬送され，その後，担架

に乗せられたままトラックに積まれて病院へと搬送されたが，運転中

のトラックの振動で，原告小林は痛みに襲われ悲鳴を上げていた。

原告小林は，すぐに近くの病院で右足に入り込んだ焼夷弾の破片を

除去する手術を受けることとなった。麻酔薬は無く，原告小林はあま
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りの痛みに大声で泣きわめき暴れたが，大人４人程に押さえつけられ

て手術を受けた。原告小林は，手術の途中，あまりの痛みに気を失っ

てしまうほどであった（第９回小林９頁）が，結局，焼夷弾の破片は

完全に除去することはできなかった。原告小林の右足は，骨まで粉々

に割れており包帯交換の度に痛みで泣き（第９回小林９頁），手術後

もあまりの足の痛さに食事をとることもできなかった。

原告小林は，４日間ほど入院すると，家族と再会することができた。

一家は父の居る岩手県に行こうとしたが，原告小林の足は，膝の皿が

粉々に割れ足の骨も折れていたので，とても行くことができず病院に

入院せざるを得なかった。

２ 戦後強いられた苦労

（１）困窮した生活と元に戻らなかった右足

原告小林は，戦後もしばらく入院し，祖母が原告小林の面倒を見た。

しかし，病院食もなければ，祖母には手持ちのお金も無かったため，

淀川の土手で祖母が摘んできた草を食べ，二人でなんとか飢えをしの

いでいるような状況が続いた（甲Ｄ３の１（小林陳述書）４頁６，７

行目）。

原告小林は，しばらくして退院した後，４畳半１間のアパートで祖

母と二人で生活をした。原告小林は，通院を続けなければならなかっ

たが，困窮した生活が続き，通院費用がなくなり通院することができ

なくなった。原告小林は，家でガーゼやボロ雑巾を洗って日に当てて

乾かし，傷の手当てに使うこと等しかできなかったので，傷口の膿が

止まらなくなるなど，右足の症状は悪くなるばかりであった。やがて，

このままでは足を切断しなくてはならないというほどに症状は悪化

した。

原告小林は，足の切断を回避するため，焼夷弾の破片を除去する手
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術を受け，その後も足を真っすぐにするために足を一度切断して足り

ない分を腰の骨を取って埋め込むという手術を受けたりするなど，負

傷後約１５年の間に４度の手術を受け，のべ４年以上もの入院を余儀

なくされたのである（第９回小林１１頁）。その間，原告小林は，肉

体的な痛みだけでなく，学校にも通えない，自由に歩くことすらでき

ない苦痛にも耐えなければならなかったのである。また，治療費を捻

出するため，家族ともども極めて貧しい生活を強いられた。

結局，原告小林の足は切断を免れ最終的には真っすぐになったが，

膝が曲がらない状態のままであり，歩行時には右足を引きずらなくて

はならない後遺症が残ることとなった。家の近所でも，職場でも，原

告小林は常に人目を気にしながら生活せざるを得なかったのである。

原告小林の右足は，自由に走り回ることのできた空襲前の状態に戻る

ことはなかったのである。

（２）過酷な生活が続いたこと

原告小林は，戦後，小学校を卒業することができず，学校に通える

ことはなかった。原告は，学校に通えなかったことが無念である気持

ちを今もぬぐえていないのである（第９回小林１４頁）。

原告小林は，足の負傷で大量に出血し，その後も満足な治療を受け

ることもできず，ほとんど栄養のあるものを食べることができなかっ

たので，絶えず貧血気味で，微熱が続き，体調がすぐれない日々が続

いた。病院で結核と診断されたこともあった。幼少時代のこのような

生活が続いたせいか，原告小林は現在もずっと体が弱い体質に悩まさ

れ続けたのである。

原告小林は，３０歳をすぎて洋裁の仕事をしたりしたが，長時間の

洋裁の仕事も耐えられない状態であり，洋裁の仕事はあきらめざるを

得なかった（甲Ｄ３の１（小林陳述書）５頁２９行目～６頁２行目）。
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また，結婚して子供を出産することができたが，体が弱く，足も不自

由であったため，その他の仕事もなかなか就くことができず，非常に

困窮した生活が続いた。

それでも原告小林は，生活や子供の養育費のことを考え，懸命に仕

事をした。体質が弱いためよく下痢をして梅干とお粥を食べながら，

とにかく懸命に働いたが，足が不自由であるためどうしても職種も制

限され，仕事にも限界があった。得られる収入は少なく，原告小林は

子供に自転車を買ってあげることすらできない生活であった。

（３）まとめ

原告小林は，空襲で右足を負傷し，以来何度も入院，通院，手術を

繰り返し，しかしついに右足が元に戻ることはなかった。焼夷弾によ

り右足の肉が裂けてしまったことや，麻酔薬なしに受けた手術など，

原告小林が受けた肉体的な痛み，苦痛は想像を絶するものであろう。

そして，原告小林は，右足に障害が残ったことにより，就ける職業

が極めて限られてしまい戦後も苦しい生活を余儀なくされてしまっ

た。また，右足の負傷により多量の出血をし，満足な治療，栄養が与

えられなかった生活が続いたことは，現在もなお原告小林を苦しめる

体質の弱さを招いたのである。

そしてこのように，原告小林の被った損害は，肉体的にも，精神的

にも極めて甚大であり，その被害が空襲後の人生を大きく狂わしたと

いう意味では，損害が戦後継続して発生し続けているといえるのであ

り，今もなお消えることなく発生し続けているのである。このような

原告小林の損害は，まさに戦後立法によって一刻も早く回復されなけ

ればならない損害である。

第４ 故小見山重吉（原告番号４）の被害
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小見山重吉は，平成２２年３月２２日に死亡し，小見山孝子，津田美

佐子，小見山八重子が故小見山重吉を承継した。しかし，直接の空襲被

害者は，故小見山重吉であることから，以下では便宜上，故小見山重吉

を「原告小見山」という。

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告小見山は，１９３１（昭和６）年３月４日，父周一，母敏江の

次男として生まれた。同原告の兄妹としては，兄保一，姉妙子，妹ツ

ネの三人がいる。

１９４５（昭和２０）年当時，同原告小見山の家は大阪市西成区橘

３丁目９番２１号にあり，父は鉄工所を経営し母は助産婦をしていた。

１９４１（昭和１６）年１２月６日，太平洋戦争が始まったとき，

原告小見山は小学校４年生，１０歳であったが，戦争が始まって間も

ないころは威勢のいい勝ち戦のニュースばかりで，大人に混じって，

自分も強くなったようでうれしく思っていた。

原告小見山は，１９４４（昭和１９）年３月に当時の国民学校を卒

業した。戦争が激しくなって，食料も衣料も配給制になり，母は暗い

電灯の下でいつも家族の衣類を繕っていた。各家庭で防空壕を掘るよ

うに命じられ，家の中と空地に壕を掘り，空襲警報が発令されるとみ

んな大急ぎでその中に逃げ込んだ。その時間が長くなることを考えて，

ご飯やお茶，貴重品を持ち込み，じめじめしてかびくさい壕の中で小

さくなって肩を寄せ合い，息を潜めて，ラジオのニュースに耳をそば

だてていた記憶がある。

（２）空襲時の恐怖体験

原告小見山の父は鉄工所を経営しており，父母・兄妹４人の６人家

族であったが，妹ツネだけは年少であったので岡山の親戚のところに
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縁故疎開していた。１９４５（昭和２０）年３月１４日，午前０時こ

ろに大阪に空襲警報が発令された。それはいつになく大がかりなもの

で，原告小見山一家も急いで身支度をして，家族５人が自宅兼工場の

中に掘った防空壕に避難した。空襲は午前２時ころになっていよいよ

激しくなり，とうとう原告小見山方にも焼夷弾が落ちた。しかも，そ

のうち何発かは，建物を突き破って原告小見山たちが避難していた防

空壕を直撃した。そのため壕の中はたちまち灼熱地獄となり，高熱の

猛火が家族を襲った。

冬服を着て防空頭巾をかぶり，マスク，手袋を着けていた原告小見

山一家５人全員が全身火だるまとなった。必死で服や頭巾の火を払い

のけても，焼夷弾の火はねっとりとへばりついて，なかなか消えなか

った。５人ともあわてて壕の外に出て火のついたマスクや手袋を脱ぎ

捨てたが，原告小見山は顔と両手にすでに重いやけどを負ってしまっ

た。一家５人とも同じようにやけどを負ったが，特に原告小見山の母

は，自分も火だるまになりながら，先に原告小見山の火を消そうとし

て，顔と両手に一番重いやけどを負った。結局，父・母と原告小見山

が顔と両手に重度のやけどを，兄が耳に，姉が左手にそれぞれやけど

を負った。

原告小見山の顔面の水ぶくれは極めて酷いものであったが，水ぶく

れを潰して白い粉をかけるだけの治療しか受けることができず，当然，

治療の効果もなかったため，学校には，３月１３日以来行くことがで

きなかった（甲Ｄ４号の４）。

当時の報道では，「威力なき焼夷弾」（甲Ａ４２号証の２）とか，「（焼

夷弾が）顔や手についたら衣類で拭え」（甲Ａ５３号証）などと焼夷

弾の威力が過小評価されていたが，まったくの虚偽であった。

この空襲で，原告小見山の家も工場もほとんど焼け落ちた。３月１
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４日朝になってみると，近くの家々はみな同様に全焼または半焼で，

まだ煙が立ち上っていた。焦げくさいにおいが一面に立ちこめ，原告

小見山一家同様に負傷した人々が地域の赤十字救援隊に向かって歩

いていた。

原告小見山も救援隊で応急の措置を受けて，すぐに病院数カ所を回

ったが，どこの病院も満杯で入院はさせてもらえなかった。

家も焼けており，しかたなく，３月１５日に親戚の女医さんを頼っ

て汽車で岡山まで行き，そこで手当を受けた。父母と兄・姉はしばら

くして大阪に帰ったが，原告小見山はやけどがひどく，その後数ヶ月

岡山に留まった。

２ 戦後強いられた苦労

（１）原告小見山への差別

戦争が終わって，翌１９４６（昭和２１）年２月２日に原告小見山

の父が急死した。空襲で焼け出されるまで，父が鉄工所を経営し，母

が助産婦をしていたが，母は空襲のときのやけどで両手の機能を失っ

ており，もう助産婦の仕事ができなくなっていた。父が亡くなった後，

原告小見山一家には全く収入の途が途絶えてしまい，原告小見山とし

ては，学校をやめて働くしかないと決心せざるを得なかった。しかし，

どこへ就職面接に行っても赤くひきつったケロイドの顔と，醜く曲が

った不自由な両手のため採用してくれるところがなく，思いあまって，

西成区役所にお金を借りに行ったことがあった。まだ１５歳の原告小

見山に，区役所がお金を貸してくれることはなく，そのかわり道路工

夫の募集を紹介され，道路工夫にやっと採用された。しかし，この仕

事でも，指の関節が不自由なことから，もたもたして口汚く罵られる

こともたびたびであった。

仕事に行く途中でも顔のケロイドが人目につき，「猿が来た，猿が



24

来た。」とばかにされたり，冷たい目で見られたり悔しいことばかり

の毎日であった。母にその苦しさを訴えたときに，母は「腕を磨いて，

人を見返しなさい。」と励まされ，それ以来ののしりも聞かず，冷た

い目も気にせず，ただひたすら働いてきた。

１９４９（昭和２４）年になって，ようやく手術を受けるだけのお

金が貯まり，原告小見山は阪大病院でその後何年もかけて４回手術を

受けた。その結果，右手の機能は完全に回復したが，左手の方は，親

指・薬指・小指の三本が伸びないままであった。顔のケロイドも少し

はましになったが，口は３分の１しか開かなかった。

不自由ながら，指を動かせるようになって，原告小見山は，兄とい

っしょに，空襲で焼け落ちた父の工場の跡地にトタン板で囲んだ工場

を復旧し，使えそうな機械を修理してぼつぼつ仕事を受けるようにな

った。はじめは，父の時代からのお得意様から，多少の仕事を回して

もらったが，生活が苦しく，新しい仕事を求めてあちこちの会社を回

って営業活動をした。初めての会社では，原告小見山のケロイドにひ

きつる顔と不自由な手とまだ年が若いのを見て，仕事をくれることは

なかったが，何度も訪問を繰り返す内に誠意が通じ，少しずつ仕事を

発注されるようになった。

その後，原告小見山は，結婚をし，２人の子供に恵まれたものの，

ケロイドが負い目で子供の参観日も欠席した。このように，家庭を持

った後にも，原告小見山は，ケロイドの負い目から逃れられず，戦後

も空襲の被害を受け続けていたといえる（甲Ｄ４の４）。

（２）まとめ

原告小見山は，顔面醜状と左手に機能不全を残す障害者である。仮

に，軍人軍属など，援護法の適用を受ける立場であれば，当然救済が

なされているところであるが，原告小見山には何の補償もなかった。
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原告小見山は，２００７（平成１９）年に脳梗塞を発症して以来，

入退院を繰り返したが，自身の体験の記憶は，決して薄れることはな

かった。原告小見山にとって勉強したくてもできない，おなかが空い

ても食べ物がない，服が破れてもつくろう布さえない，夜は灯もつけ

られない，レジャーなど思いもよらないし，全てに耐えても命の保証

さえなかった時代，夫や父親を亡くした不幸な家庭，戦争で病気や障

害を負った人々，家を焼かれて道ばたで寝る人々，家族を亡くした戦

災孤児がいた戦争の時代があったことと人々の姿を忘れることなど

出来なかったのである。

これは，原告小見山の被害が，原告小見山の人生全般にダメージを

与えるきわめて広汎な包括的被害であったことを示している。

原告小見山は，平成２２年３月２２日の朝に，入院先の病院で，急

性肺炎のために死亡した。原告小見山は，戦争を風化させないため，

戦後，補償されず，放置をされ続けた思いを訴えるために，歩けなく

なっても車いすで法廷に入り，平成２１年の夏に寝たきりとなった後

も「国から謝罪を引き出すまで死ねない」と支援者に語っていた（甲

Ｄ４号証―２）。

原告小見山は，孫の世代に同じような被害が生じないようにと，戦

争体験を積極的に語ってきた（甲Ｄ４号証―４）。

民間被災者に国からの補償がなされず，顔面，手足に大きなハンデ

を背負い，戦後の困難な時代を生き抜き，「将来の世代に受任論を残

したくない」という思いを持ちながら（甲Ｄ４号証―３），国の責任

を見届けることなく亡くなった原告小見山の無念は余りあるもので

ある。

第５ 原告瀬章代（原告番号５）の被害
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１ 空襲による被害

（１）戦前の暮らし

原告瀬は，１９３２（昭和７）年３月２３日，静岡県見付（現在の

磐田市）生まれである。そこで１９３２（昭和７）年から１９５４（昭

和２９）年まで生活をしている。空襲被災当時は両親や祖母，兄弟親

戚あわせて１０人暮らしであった。

（２）原告瀬の空襲体験（死の恐怖と叔父の無惨な死）

原告瀬は，１９４５（昭和２０）年５月１９日の見付（現在の静岡

県磐田市）への空襲や，それ以前に多くあった機銃掃射等での米軍機

からの攻撃に遭い，死の恐怖に怯え命からがら逃げまどうという経験

をしいる。機銃掃射の恐ろしさは，弾丸の乾いた音である。「ダッ・

ダッ・ダッ・ダッ」という少し重い音の時はまだ少し遠いのであるが，

それが「パタ・パタ・パタ・パタ」「ピシッ，ピシッ・パリ・パリ」

と連続した乾いた音になった時は危険な時である。その中を原告瀬は

逃げたのである。

１９４５（昭和２０）年に入り，原告瀬の居住地域にも爆弾が落と

されるということが多くなった。原告瀬の実家の近くに陸軍兵舎と，

空軍（浜松）の飛行基地があったので両方が標的になっていたのであ

る。真夜中に照明弾で真昼のように赤々と照らして，焼夷弾が落とさ

れた。学校の敷地に落ちたときは，大地が揺れて，地震かと思う程の

衝撃であった。原告瀬らは学校の防空壕に避難したが，爆弾が正面の

前の畑に落ちて，「次に落ちるバクダンで死ぬ」とだんだん近くに着

弾する音に，死の恐怖に絶望していた原告瀬であった。「まだ死にた

くない」「まだ死にたくない」。原告瀬は恐ろしさの中，必死で歯を食

いしばって我慢していた。

そのような中，１９４５（昭和２０）年５月１９日の見付への空襲



27

より少し早い時期，町の国鉄の駅（中泉）で仕事をしていた原告瀬の

叔父が，爆撃にあって無惨な死に方をしている。原告瀬は自らの目の

前を，戸板にのせて，ムシロをかぶせられ，左足の足首から先が逆向

きになって，ぶら下がって運ばれていくのを見ているが，その時原告

瀬は心から恐怖を感じたのである（甲Ｄ５号証の１，４頁）。

（３）原告瀬の夫瀬隆隆春の空襲体験（母・親族との別離，一切の家財

道具焼失）

原告瀬の夫である瀬隆春（一次訴訟元原告，１９２８（昭和３）年

５月２４日生，以下単に隆春）は，１７歳になったばかりの大阪空襲

（６月１日空襲）で，最愛の母をはじめ親族（合計５名）を失い，家

財道具等も一切を失うという極めて悲惨な経験をしている。

隆春自身は，空襲時は勤務先におり，直接の難を逃れているのであ

るが，空襲直後，親戚らと一緒に自宅周辺の遺体を捜索している過程

の中で，最愛の母の死を確認することになるのである（当時隆春の母

は５２歳であった）。

隆春の姉が，母親のきていた“もんぺ”の小さな切れ端の焦げ付い

た身体の一部を見つけて，「これ，お母ちゃんや！」と言って，呆然

と立ちすくんだ。それが隆春の母の無惨な姿であった

隆春らは，その誤皆で母の遺体をリヤカーに乗せて，叔父，叔母，

その連れ添いと思える人等，合計６人の遺体を茨木市まで運んでいる。

６体とも満足な遺体は，一体もなかった。皆は食事をしてなかったこ

とも忘れて，郡山の墓地まで運んだ。山の上に，少し木を伐採して作

ったような空き地のようなところで，木の枝を沢山採ってきて，その

場で焼いた。

母親がこのような死に方をし，隆春の父も病気（肝臓）になり，丸

一年寝たきりで，母の後を追った。父も５２歳の若さであった。
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また，この時の空襲では，隆春が初月給からボーナスも合わせて，

親が結婚資金にとコツコツ貯金してくれていた通帳も印鑑も含め，全

てが焼失してしまったのである。

２ 原告瀬・夫隆春の心からの願いと国の不作為の違法

（１）原告瀬および，訴外隆春の願い

原告瀬は，戦後心臓と肺の疾患を抱えながら，貧しさと栄養不足の

中で必死に生きて来た（甲Ｄ５号証の１，４頁）。原告瀬ら夫婦は，

結婚（１９５４（昭和２９）年６月）後も，それぞれの戦争体験の多

くを語ることはなかった。特に夫隆春（以下，「隆春」という。）はほ

とんど自己の体験を語ることはなく，ほとんど感情を表に出さずに生

きて来た。そんな隆春の悲しい体験を何としてでも継承しなければな

らないという観点から必死の思いで原告瀬が聞き出したのである（甲

Ｄ５号証の１，４～９頁）そんな隆春と原告瀬夫婦の思いは，ただ一

つ。これ以上戦争してはいけないということである。

原告瀬は，その陳述書の末尾（同，１０～１１頁）を次の言葉で締

めくくっている。原告瀬の思いを示す意味で，ここに引用する。

「政治家の方々は，一世紀前の愚を繰り返さないようにして下さい。

お願いです。ご自分の立場や地位や名誉でなく，皆さんのお子さん，

お孫さんのことですよ，２１世紀は。どうぞ戦争のない国，世界を創

るために，国民のために働いて下さい。戦争の経験のない政治家の

方々は戦争しているところへ一人で行って，着の身着のままで戦争を

味わってきて下さい。日本を絶対に戦争に巻き込まないで下さい。今，

戦争をしている地域，何で，どうしたら戦争止められるかって真剣に

考えて下さい。今戦争を知らない人が殆どの日本です。おもしろいな

んて思う人は，一人で戦争しているところにいってきたらわかる。戦

争の地域の人々だって，みんないやだと思っている。やりたいのは，
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一部の人間。それでみんな迷惑している。昔の日本のようにならない

で。しないで。政治に携わっていらっしゃる方々に，くれぐれもお願

いします。戦争で亡くなった方，兵士も民間人も，無念のうちに亡く

なった多くの方々の思いをこめて，心より訴えます。」

（２）まとめ

上記のように原告瀬は，心臓と肺の状態が悪かったが，戦後のイン

フレによる貧困のため，買い出しに出かける必要があり，小学校４，

５年生の際に重いイモ類や，豆，穀物を背負って農家から食べ物を分

け与えてもらいにいかざるを得ない生活をするなど，戦後も苦労を強

いられた。また，叔父の死にも直面したことで，精神的にもショック

を受けている。

しかし，戦後，被告国からの救済は一切なかった。それは，隆春に

ついても同様である。

空襲被害により原告瀬らが，多大なる精神的被害を受けてきたこと

は，陳述書により示された，原告瀬らの平和への思いからも明らかで

あるといえる。

戦後６５年以上も何らの救済を受けずに受難を強いられ続けてき

た原告瀬の精神的苦痛はなんら，恩給法や，戦傷病者援護法による救

済を受けている戦争被害者と変わるものではなく，その損害は，日々

発生し続けているのである。

第６ 原告田中良彦（原告番号６）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告田中の父は，黒門で，青果物の卸商を営んでおり，番頭を含め

５，６人の店員がいた。
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そこで，原告田中は裕福な生活をすることができた。それゆえに，

原告田中は，両親から大切に育てられた。

両親の温かい庇護は，戦局が悪化し，社会情勢が緊迫しても変わる

ことはなかった。

（２）空襲での被害

ア 身体的被害・精神的被害

１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜，原告田中は，部屋で読

書をしていたところ，警戒警報のサイレンとラジオの空襲について

の報道が同時に流れてきた。

原告田中は，母と弟と三人で，自宅の庭の地下防空壕に避難をし

た。その後，２，３０分経過した後に父が，急き込んだ大きな声で

「今夜は爆弾と違って焼夷弾による集中攻撃らしい。各所で火の手

が上がり燃え広がっている。壕に入っていては却って危険だ。命が

危ない。貴方達は充分気をつけて最後まで生きる努力をするように。

良彦，お母さんと勇三をくれぐれも頼むよ。儂は監視所で見張りを

せねばならんから後に残るから」と伝え，原告田中らに防空壕から

出て，避難をするよう呼びかけた。

それに従い，原告田中は，母と弟とともに，日本橋３丁目の方向

に向かって避難をした。日本橋３丁目に着くと，四方が火の海に包

囲されており，その中を超低空で飛ぶＢ２９の爆音，焼夷弾の落下

音，炸裂音，避難民の叫び声が響き渡っていた。

その時，それまで無口だった母親が「良彦，恐いねぇ…」と言っ

たことをきっかけに，原告田中の頭には死の恐怖が生じた。しかし，

原告田中は，「死中に活を求めよう」と憔悴している母親を促し，高

島屋を目標として歩いた。

その途中，４，５歳の女児の手を引きながら歩く女性の後頭部に
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焼夷弾が直撃し，女性の絶叫が聞こえた。それに反応した原告田中

の右耳に，跳ね返った弾が当たってしまった。

女児を気にかけるも，連れて行くことは困難であると判断し，避

難をしようとすると，母親に「良彦，背中が…」と指摘された。原

告田中が振り向くと，原告田中の服が燃えていたため，横の民家の

防火用水をバケツで２，３杯かぶり，火を消し止めた。

最終的に高島屋の正面にたどり着いたが，その際，原告田中は，

九死に一生を得た思いであった。

原告田中は，死亡することはなかったものの，背中に大やけどを

負い，また，女性の後頭部に直撃した焼夷弾の破片による耳の損傷

で，現在でもほとんど耳が聞こえない状況である（甲Ｄ６の２）。

イ 財産的被害

家があった場所に戻ると，家屋が跡形もなく焼失していた。

２ 戦後強いられた苦労

目の前で，女性が即死するなどの衝撃的な光景は，現在でも原告田

中の心の底に眠っている。民間被災者のみが補償をされないという状

況の中，空襲による身体的損傷，精神的衝撃をかかえたまま戦後を生

き抜いた原告田中の精神的被害は，語ることが不可能な程度であると

言える。

そして，その精神的被害は，被告国による補償を受けている恩給法

や戦傷病者援護法による補償対象者と何ら変わることはない。被告国

は，これ以上の精神的被害の拡大を防ぐためにも，一刻も早く原告田

中への補償を行う義務があるといえる。

第７ 原告谷口佳津枝（原告番号７）の被害

１ 空襲による被害
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（１）空襲前の状況

原告谷口は，１９３８（昭和１３）年１月２６日に生まれ，大阪市

南区高津三番町に居住していた。１９４５（昭和２０）年３月１３日

の大阪大空襲当時は，すでに父が病死していたので，母，兄２人，姉

２人と原告との６人家族であった。母と長兄は，亡父の営んでいた印

刷業を引き継いで細々と生計を立てていたが，１９４４（昭和１９）

年に軍部から印刷機の供出を命じられて家業を失った以降は，母も長

兄も働きに出ていた。２人の姉は学童疎開に出ていたが，長姉は小学

６年の修了により１９４５（昭和２０）年３月上旬に自宅へ戻ってい

た。

戦時中であり物資も食糧も乏しいなかであったが，空襲を受けるま

では母の愛情も受けて家族生活を送ることができた。

ところが，次に述べる大阪大空襲により母と兄を亡くしてしまい，

その後は戦災孤児として生きていくことになった。また，自宅も家財

もすべて一挙に失うという甚大な被害を受けた。

（２）空襲時の恐怖体験

ア 母は，「家を守らないといけない」という理由で避難しなかった

１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜，就寝していた原告谷口

は空襲警報に起こされた。上空から，米軍機の爆音とともに，焼夷

弾が落ちて破裂する音も聞こえてきた。焦げた臭いもしてきた。

目を覚ました原告谷口に，母は，「今日はちょっと大きな空襲に

なるそうやから，保護者は家を守って，子どもと老人だけは避難す

るようにと言われてるから，あんたはお姉ちゃんと一緒に行きなさ

い。」と言い聞かせた（甲Ｄ７号証の１（谷口陳述書）２頁）。原

告谷口は，このときの母の優しい口調を忘れることができないとい

う。
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家の前の道では，大勢の大人たちが大声で叫びながら走って避難

をしていた。姉は原告谷口手を握って，「絶対，手を離したらあか

んよ。」と言い，玄関から歩きはじめた。

家を出て１０メートルほど進んで振り返った時，まだ母は玄関の

前にいて，原告谷口ら姉妹を見送っていた。これが，原告谷口が見

た母の最後の姿となった。

当時わずか７歳の原告谷口と１２歳の姉は，たった２人で，母と

離れ離れになって，猛火がおそいかかる大火災のなかを逃避行する

ことを余儀なくされた。

イ 逃げることが許されなかったので，「避難場所」も存在しなかっ

た。

姉との避難は，行くあてもなく，とにかく周囲の人の流れについ

ていったり，少しでも火の隙間がありそうなところを進んでいくと

いうものであった。

現在ならば，地震や火災に備えて，安全に逃げるための「避難訓

練」が行われたり，「避難場所」が指定されていたりするが，当時

はそのようなものはなかった。むしろ，防空法制のもとで「空襲時

は（子どもと老人以外は）逃げるな。避難ではなく，火に飛び込ん

で消火活動をしろ。」と義務付けられていたので，「逃げる訓練」

とか「逃げる場所」などは存在しなかったのである。

原告谷口は，焼夷弾が花火のように炸裂してバラバラと落下し，

道路一面が火の海となったのを間近で直視したり，火薬の臭いと青

白い煙が充満して呼吸ができなくなるなど，幾度も死の恐怖を覚え

た。周りには怪我や火傷をした人，煙で目や咽喉を痛めた人たちが，

苦しみ悶えていた。悲鳴と怒声，恐怖で泣き叫ぶ子どもの声，そし

てＢ２９の爆音がうず巻いていた（第９回谷口８～９頁）。
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原告谷口ら姉妹は，恐怖に怯えながら何時間も歩き続けた後，大

阪市立大江小学校に逃げ込んだ。屋根も床も焼け落ちたばかりの校

舎に，多数の被災者が詰めかけていた。

（３）空襲直後の避難生活

小学校には，家を失った被災者が大量に集まっていた。あまりに人

が多いので，夜に足を伸ばして寝ることもできず，子ども用の椅子を

車座に並べて，膝に毛布をかけてもらって，座ったまま寝るという状

態であった。食事は，朝に数個の乾パンと水を配給され，空襲３日後

におにぎりが配られた程度であった。

屋根が焼け落ちているので，雨が降ると身体が濡れてしまい，寒さ

と飢えに震えながら耐えるしかなかった。原告谷口の靴は，すでに半

分以上底がなくなっていた。着替えをすることもできなかった。風呂

にも入れないので，頭や身体じゅうにシラミが湧いた。

不安と淋しさで泣きたい気持ちを我慢しながら，原告谷口は母が迎

えに来てくれるのを待ち続けた。

（４）母の遺体との対面

空襲の約１０日後，消防団員が「お母さんの遺体かどうか，確認し

てほしい」と言いに来たので，原告谷口は自宅に近くの大阪市立高津

小学校にある遺体置き場に言った。この小学校も空襲で全焼し，廃墟

の中に大量の遺体が並べられていた。原告谷口は，とても正視できな

い地獄の光景だったと述懐している。

母の遺体は，見慣れたモンペをはき，火傷もなくきれいな遺体であ

った。顔だけが少し潰れていた。その横には，長兄の遺体も並んでい

た。長兄も損傷のないきれいな遺体で，名前が書かれた鉄カブトも並

べられていた。火傷がないので，２人とも窒息死だったと思われる。

あまりのむごさに原告谷口は言葉を失い，無言のまま母と兄の遺体
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を見ていた。しばらくして，我に返ったように膝がガクガクと震えだ

し，思わず「怖い！」と叫んで，出口のほうに走っていった（甲Ｄ７

号証の１（谷口陳述書）４頁）。当時７歳の少女であった原告谷口に

とって，空襲の恐怖体験の後で，母と兄の遺体に向き合うことは耐え

られないほど衝撃の体験だった。当時７歳の原告谷口が，母の死亡と

いう事実に直面して，悲しんだり母の遺体に抱きついて泣くこともせ

ずに，怖いという感情を持つことしかできなかった（第９回谷口１２

頁１２行目）。それほど異常な精神状態に追い込まれていたのである。

原告谷口は，母の形見として歯だけをもらった。母と兄の葬式をあ

げることもできなかった。その理由は，あまりに空襲犠牲者が多いの

で葬儀業者に依頼をすることもできず，家と財産を失ったので葬儀費

用も工面できなかったからである。遺体置き場にあった大量の遺体

は，身元が判明しても家族に引き取られることはなかった。原告谷口

（およびその家族）の手元には，母と兄の遺骨もなく，どのように埋

葬されたかも分からないままである（第９回谷口１３頁３行目）。

２ 戦後強いられた苦労

（１）姉との離別

空襲後，原告谷口と姉は，空襲で自宅を失った伯母夫婦ともに，大

阪市内の空き家で雨をしのいだ後，広島県福山市にある母の実家に居

候をすることになった。もともと裕福ではないところへ，大阪から伯

母の子ども（３人）を含む合計６人が押しかけてきたので，食事にも

困る状態であった。そのため，ほどなく姉は，福山市の別の親戚宅の

養子に取られていった。当時８歳だった原告谷口は，空襲のとき自分

の手を引っ張って守ってくれた姉と離れ離れになることが不安で悲

しかった（甲Ｄ７号証の１（谷口陳述書）５頁）。

原告谷口は，母と兄を一挙に失って孤児になった悲しみ，さらには
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姉とも離れ離れになった悲しみを思い出さないようにしながら，幼少

時を過ごした。その後も，親の監護を受けることなく自力で手に職を

付けて必死の努力を重ねてきた。

一家の大黒柱であった母と兄を失い，家屋と財産をも一挙に失った

という甚大な被害に対して，被告国は現在まで何らの謝罪も補償もし

ていない。

（２）まとめ

原告谷口の受けた損害は，母と兄を同時に失い，しかも自宅も財産

も一挙に失うというものである。これは，空襲被害者でなければ体験

し得ない同時的かつ複合的な被害であり，個々の不法行為あるいは犯

罪行為による個別的被害の集積とは比較にならない重大な被害であ

る。

そして，母親の愛情をうけて育てられた原告谷口が，母を空襲で失

い，戦後親戚の家で生活することとなり，仲の良かった姉とも離れ離

れになってしまった。母が，「家を守らなければならない」と言って，

避難をせず，そのことにより死亡したと推測されることを加味すれば，

そのような義務を母に課した被告国が，なんらの補償もしないことに

よる精神的苦痛は計り知れないものであると言える。

このように，被告は，恩給法や戦傷病者援護法による援護措置を受

けている種々の戦争被害者の諸類型と比較しても，決して軽微な損害

ではないどころか，極めて重大な被害を受けた者としてまず先んじて

援護をすべき対象というべきである。

第８ 原告中本清子（原告番号８）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の家族状況等
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原告中本は，母（３２歳）と長女の姉（１５歳），母の妹（２５歳，

電話局勤務）と一緒に女ばかり４人で住んでいた。１９０８（明治４

１）年生まれの父（当時３７歳）は「お国に一命を捧げる」といって

入隊しており，三女の姉（９歳）は学童疎開で石川県のお寺にいた。

（２）６月７日の空襲

原告中本は，１９４５（昭和２０）年６月７日，大阪市都島区中宮

町（現内代）の自宅で空襲に遭った。当時原告中本は６歳で，国民学

校１年生であった。その日の朝，早くから「空襲警報」のサイレンが

鳴り響いており，班長の「空襲警報発令，皆さん早く避難して下さい」

の声に，原告中本と母は大急ぎで「防空ずきん」をかぶって，位牌を

手に防空壕に急いだ。

原告中本と母は防空壕に入ったのであるが，そのうち，凄い爆撃音

が響き近所の家々が燃え始めると防空壕の中も熱くなってきたので，

皆，外へ出始めた。外は一面，黒煙と炎で，阿鼻叫喚の巷と化してい

た。大きな爆発音が周りで炸裂する中，原告中本と母は頭から布団を

かぶって，位牌を抱きしめて「なんまんだぶつ，なんまんだぶつ」と

唇の色もなく唱えていたことを今でもはっきりと覚えている。

（３）空襲によりすべての財産を失ったこと

幸い原告中本と母２人とも無事ではあったが，この大空襲で，家は

もちろん，箸一膳に至るまで家財道具も全て焼失してしまった。

２ 戦後強いられた苦労

（１）親戚宅を転々とせざるを得なかったこと

この大空襲を境に，原告中本の生活は激変することとなる。原告中

本の母は焼け残った家を借りて暮らしを立て直そうとしたが，働くと

ころも全くなかった。原告中本の父は出征後生死も定かではなかった。

三女の姉も疎開から帰り，母子４人暗澹たる気持ちで日を送っていた
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が，結局父の兄が愛媛県宇和島に住んでいるのでそこを頼る事になっ

た（６月の空襲直後）。そこでの生活も食べるものがなく，生活して

いけるだけの収入も仕事もないため，すぐに別の親戚を頼って岩手に

移ることになった。しかし岩手でもまともに生活はできず，短期間で

再び大阪に戻り，さらにその直後山口にと，親戚宅を転々とした（こ

れらは全て１９４５（昭和２０）年中のことである）。

（２）原告中本の父が精神的に滅入ってしまったこと

原告中本らが大阪から山口に移転した後に，父が復員して来た（１

９４５（昭和２０）年中）。入隊前は温厚な人柄だった父であるが，

戦争で人格が全く変わってしまっており，軍隊経験と敗戦のショック

から，酒を飲むようになり，精神的に病んでいた。夜中に突然「ただ

いま帰還しました！」と軍隊用語で，大声で叫ぶこともしばしばで，

まともに働けず，アルコール中毒になっていまっていた。その後父は，

１９４６（昭和２１）年になり神戸に働きに出ると言い残し家を出て

しまった。

（３）家族がバラバラになってしまったこと

このような経過で山口に移り住んだ原告中本ら家族であるが，生活

するだけの収入もなく，仕方なく原告中本の母はこども達を親戚に預

け，一人で女中奉公に大阪に出て行った（１９４６（昭和２１）年若

しくは１９４７（昭和２２）年頃）。大阪で原告中本の母は朝から夜

まで懸命に働き続けたのであるが，結局働きすぎて，１９５０（昭和

２５）年に，体（肝臓）を悪くして山口に帰って来ることとなり，そ

れから１０ヶ月ほどして３８歳の若さで亡くなった（１９５１（昭和

２６）年３月）。明らかに栄養失調と過労が原因であった。原告中本

がまだ小学５年の冬であった。

母の死後，残された原告中本らは，一時的に神戸の父のもとで暮ら
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したが，精神的に病んでいた父のもとでは生活できず，結局父のもと

から逃げるように各自バラバラになってしまい原告中本の姉達の行

方も全くわからなくなってしまった。仕方なく原告中本は叔父の養女

にしてもらった。

それから長い年月が経過し，原告中本はやっとのことで，当時神戸

のコーヒー屋さんで，住み込みで暮らしていた三女の姉と再会するこ

とが出来た。１９６５（昭和４０年）のことである。長女の姉とはそ

の後も音信不通状態が続いた。やっとのことで名古屋にいると消息が

わかり再会できたのは１９７５（昭和５０）年のことであった。

（４）原告中本の父の死

廃人同様になってしまった原告中本の父の行方はその後も分から

ず，結局１９６３（昭和３８年）４月に死亡していた。大阪府内の山

中で自殺していたのである。原告中本がそのことを知ったのは，長女

の姉と再会した直後の１９７５（昭和５０）年頃のことである。

（５）まとめ

このように，原告中本は空襲によりすべての財産を失ったことで，

生活の基盤が奪われたのである。その結果，原告中本は，生活の糧を

失い，経済的にも多大な苦労を強いられ，それとともに，原告中本の

家族生活，ひいては原告中本のその後の人生を破壊するだけの損害を

被った。

第９ 原告濵田榮次郎（原告番号９）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告濵田は，１９２９（昭和４）年１０月に生まれ，１９４５（昭

和２０）年３月１３日から１４日にかけての最初の大阪大空襲で被災
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した。当時，原告濵田は１５歳で，旧制中学の３年生であった。

（２）空襲時の体験

原告濵田が空襲で被災した状況は以下のごとくである。

ア 防空壕の様子

当時，原告濵田の家の前に掘られていた防空壕は，家の正面２～

３メートル前の歩行者用道路の上に掘って作ったものであった。各

家庭がそれぞれ家の前に深さは５０センチくらいの穴を掘り，高さ

５０センチくらいのトタンやベニヤ板を囲いのようにして立てて，

その上に天井代わりのトタンまたはベニヤ板を乗せただけの簡単な

ものであった。

防空壕の大きさは，１×３メートルくらいで，コタツを入れると

もういっぱいになる大きさで，中に入ると立ち上がることはできな

かった（第８回濵田４頁）。

イ 被災状況

原告濵田は，１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜９時ころ，

いったん床についたが，「榮次郎，今晩の空襲は大きいらしいとラジ

オで言ってるよ！」という母の声で目を覚ました。

家族（母と妹）は既に家の前に掘られた簡素な防空壕に入ってい

たので，原告濵田も防空壕に入ろうとしたところ，すぐそばを焼夷

弾が直撃し，間一髪のところで焼死を免れた。このときの様子を原

告濵田は，「もう一秒というか，たとえ０．５秒でもおくれるか早い

かしていたら・・・まともに私は焼夷弾でやられているところでし

たよ。即死のところでしたけど助かりました」と述べている（第８

回濵田５頁）。

あとで知ったことだが，原告濵田が座っていた階段の所のコンク

リートが大きく割れていたので，まさに原告濵田が座っていた場所
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に焼夷弾が直撃したのだとわかった。

防空壕に飛び込んだ瞬間，原告濵田は気を失い，気がついたとき

には，体のあちこちにひどい火傷ができており，特に，右半身がひ

どい状態であった。右手の皮膚はべろんと垂れ下がり，その垂れ下

がった皮膚に砂がべっとりとついていた。

原告濵田の体は，顔，両手，両足と，服から露出していたところ

はほとんど全部火傷を負っている状態であった。しかし，そのとき

すぐには痛みを感じなかった（第８回濵田５頁）。

こうして，原告濵田は，空襲によって取り返しのつかない傷を心

身に負うことになった。

ウ 病院での治療

ようやくたどり着いた病院では，電気が消えたまま，懐中電灯と

ローソクの明かりの下で応急措置を受けた。応急措置と言っても，

薬も赤チンくらいしかなかったため，火傷の部分全体に赤チンを塗

り，リバノール液に浸したガーゼを載せただけの処置であった。

そして，そのガーゼの上から全身包帯ぐるぐる巻きにされ，目と

口だけ穴を開けた状態でそのまま入院となった。

翌日になると，目が腫れてきて，さらに顔全体も大きく腫れ上が

り，数日間，目が全く見えない状態になった。

その後の処置も，リバノールに浸したガーゼを１日１回取り替え

るだけの処置が毎日続いた。

その後，入院から１０日くらい経ったころ，奈良の病院へ移るこ

とになったが，自力で動ける状態ではなかった原告濵田にとっては，

その移動がまた大変であった。原告濵田の体は，小型トラックの荷

台に布団を敷き，その上に横たえられた状態で，友人らに運ばれた。

電車に乗ってからは，電車の床にそのまま布団を敷き，原告濵田の
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体はその上に横たえられて，目的地の駅までそのまま移動した。駅

をおりてから病院までは，友人に背負ってもらって行った。友人に

背負われての移動は思うように呼吸ができず，非常に苦しかったこ

とを，原告濵田は今でもよく記憶している。

エ 転院後

移った先の奈良の病院で終戦を迎えた原告濵田は，その後もしば

らくの間，同様の治療，すなわち赤チンをつけるだけで，あとはガ

ーゼと包帯を交換するのみ，という状態が続いた。

ガーゼを取り替えるときに血が出ることが時々あった。慣れてい

ない若い看護婦がガーゼを換えようとすると，できかけの新しい皮

膚がガーゼと一緒にとれてしまい，そのため出血するのである。原

告濵田は，「そういうときの痛みは本当に辛いものでした」と述べて

いる。

ガーゼを換えるときに１～２ミリくらいのウジが一度に２０～３

０匹くらいわいていたのを見たこともあった（第８回濵田６頁）。

オ ３回の手術の失敗と退院

奈良の病院では，皮膚の移植手術も受けた。太ももの皮膚を小さ

く切り取って右手に乗せる手術を２回，お腹の皮膚を一部めくって

そのまま右手に付ける手術を１回受けたが，すべて失敗であった。

初めの２回は，まず太ももの皮膚を１センチ四方ずつ何枚か切り

取り，それを右手に乗せるが，麻酔がないため，メスが入ったとき

は「右足に熱いような感じ」がしたという（第８回濵田７頁）。

しかも，太ももから切り取った皮膚を右手に載せる前に，まず右

手の甲から余分な肉を小さな熊手のような道具で削ってから太もも

の皮膚を乗せるので（第８回濵田７頁），血だらけになり，耐えられ

ないほどの痛さであった。
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しかし，右手に載せた皮膚は１週間もしないうちに膿になって流

れてしまい，右手の甲にくっついてはくれなかった（第８回濵田７

頁）。２回目の手術も同様であった。

２回も麻酔なしの状態で受けた手術が結局失敗だったことについ

て原告濵田は，「麻酔がないので，痛い目をしただけで損をしたよう

な気持ちでした」，「結局くたびれもうけというか，スカでしたね」

（第８回濵田８頁）と述べている。

３回目の手術は，空襲から数ヶ月経った夏のころ，下腹部にＬ字

形に切り込みを入れ，めくれた皮膚にそのまま右手をくっつける，

という手術であったが，それも失敗で，うまく皮膚はくっついてく

れなかった。

皮膚を取ったあとの太ももには新しい皮膚ができたが，今でも皮

膚を小さく切り取った痕が残っている。

約９ヶ月間の入院生活の後，１９４５（昭和２０）年の１１月，

原告濵田はようやく退院するが，このとき，周囲からは「おまえ，

えらい顔になったなあ」と言われた。

カ 退院後の再手術

退院してから２～３年くらい経ち，原告濵田が大学生だった１８

歳か１９歳のころ，新しい方法で改めて右手の植皮手術を行うこと

になった。

新しい方法とは，右腹部に２箇所メスを入れて腹の皮膚の一部を

５センチくらいの幅で浮き上がらせ，ブリッジのようにして，その

浮き上がったところに右手首を指し込み，そのまま腹の皮を右手首

に移植する，というものであった（第８回濵田８～９頁）。

この手術自体は一応成功したものの，皮がくっついたのは右手の

甲の限られた一部分にすぎず（第８回濵田９頁），右手首の部分は植
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皮をしないまま，現在もケロイドが残っている（甲Ｄ９－１３号証）。

原告濵田の右手の指先は今でもずっと曲がったままであり，懸命

にリハビリしても，結局右手が元通りに動くことはなかった。

そもそも，何度も皮膚の移植手術をしたのは，何とか右手が動く

ようにと願ってのことであったが，それは結局かなわなかった（第

８回濵田９～１０頁）。

２ 戦後強いられた苦労

このように，空襲によって回復しようのない被害を被った原告濵田

であるが，同人の被った被害は，空襲による直接の被害だけではなか

った。その後の人生における度重なる苦労もまた，原告濵田が被った

深刻な被害であった。

（１）経済的困難

戦後から現在に至る原告濵田の幾多の経済的な困難は，以下のごと

くである。

ア 生活するための苦労の連続

原告濵田は，植皮手術を受けて退院した後は，家業の麻袋の回収

や修理を手伝っていたが，父母が相次いで他界し，また麻袋の回収・

修理自体が次第に斜陽産業となって，将来の見通しが立たなくなっ

た。

そこで原告濵田は，自力で生きていく道を見つけるため，３２歳

のときに普通自動車免許を取得し(甲Ｄ９－２号証)，さらにその数

年後には２種免許を取得して，家業を細々と続けながら，タクシー

運転手として働き始めた。

しかし，子育てをしていくには十分な収入とは言えなかったため，

原告濵田はさらに大型免許を取得した。しかし，大型免許があって

もすぐに就職できるわけではなく，障害者となった原告濵田はなか
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なか雇ってもらえなかった。

そこで，自分で大型トラックを購入して運送の仕事を始めたが，

これもうまくいかず，数年後にはせっかく購入した大型トラックも

人手に渡ってしまい，廃業せざるを得なくなった。

追い詰められた原告濵田は，生計を維持するため，やむなく八尾

の自宅を売却し，その売却代金を利用し，小さな店舗付き住宅を大

阪市平野区に購入し，パン屋の営業を始めた。しかし，パン屋の収

入もなかなか安定しなかった。

パン屋を開業してから３年後，原告濵田の次女が高校を卒業する

年齢となったが，十分な安定収入がなかったため，次女を大学へ行

かせることができなかった。

イ 原告濵田の思い

原告濵田は，大学に通うことができたが，大学卒業後は，右手の

障害のためになかなか雇ってもらえなかった。原告濵田が大学を卒

業して就職先を探していたのは，３０歳のころ，つまり１９６０年

代の高度経済成長の時代であったが，それにもかかわらず，当時は

まだそれほど多くはなかった大卒の肩書きを持つ原告濵田に，就職

先はなかったのである。

ようやく雇ってくれたのは，学歴が関係しないタクシー運転手の

仕事であった（もっとも，タクシー会社でも障害者を雇わない会社

はあり，大型免許を取ってもなかなか雇ってもらえなかった。第８

回濵田１２頁）。

原告濵田は，自身は大学へ行かせてもらえたにもかかわらず，二

女は大学へ行かせてやることができなかった。原告濵田はこのこと

を今もずっと悔いており，「親である私にとって痛恨の極みでした」，

「親としては本当に辛く，今でも悔いが残ります」と述べている。
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（２）戦後強いられた精神的苦痛

原告濵田は，戦後現在まで，このような経済的苦労だけでなく，精

神的にも，大変辛い思いをしてきた。

ア 現在の右手の状態

原告濵田の右手は，傷跡が残り変形しているだけでなく(甲Ｄ９－

１３～９－１４号証)，今もほとんど動かせない。指も動かせないた

め，物を握ることができず，箸を使うこともできない。右手が動か

ないのは，指と指の間がくっついて，動かせなくなっているためで

ある。

戦後は，この右手を人に見られるのがイヤで，集合写真を撮ると

きなどは無意識のうちに後ろの方に並んでいた(甲Ｄ９－７～９－

１１号証。これらの写真と，空襲に遭う前に撮影した写真である甲

Ｄ９－５～９－６号証を対比してみれば，原告濵田が戦後は後ろの

方に並ぶようになったことが一目瞭然である)。

今でも冬になると，右手の甲の傷跡にひび割れのような傷ができ

て痛む上，出血もする。そのたびに，皮膚科でもらった油薬を塗っ

てしのいでいる。

原告濵田は３級の障害認定を受けており，障害者手帳には「右手

指熱傷により右全指機能全廃」と記載されている(甲Ｄ９－３号証)。

また，右足にも傷跡が残っている(甲Ｄ９－１２号証)。

イ 他人の視線

このように変形した右手のため，戦後６０年以上もの間，原告濵

田は人が多数集まるところに出るのがずっと苦手であった。

電車に乗ったときは，人から好奇の目で見られるのがいやで，右

手を隠して乗っていた。座席に座っているときも，右手を膝に乗せ

ることができなかった。膝に手を乗せて座ると，向かいの座席の人
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から原告濵田の右手が丸見えになり，たちまちその人が驚いたよう

な表情をするためである。原告濵田はしばしば，他の乗客から，自

分の顔と手を交互に見比べて，「いったいこの人はどうしたんだろ

う」という表情をされたことがある。また，２～３人のグループで

電車に乗ってきて，原告濵田の方をちらちらと見ながらひそひそ話

をする，ということもよくあった。電車に乗るときの心情について，

原告濵田は，「一番つらいのはもうとにかく電車に乗ってこうして座

席へ座ったときに右手の持って行くところがないんです」と述べて

いる（第８回濵田１０頁）。

このように周囲から好奇の目で見られることは，原告濵田にとっ

てたまらないほど辛いことであった。戦後現在に至るまでずっと，

このようなことが繰り返されてきたのである。

原告濵田は，「まるで自分が世間のさらし者になっているような思

いをずっと抱き続けて，私はこれまでの人生を生きてきました」と

述べている。

そのため，原告濵田は，外を歩くときはいつも右手をポケットに

入れるか，あるいは持ち物で右手を隠すようにしていた。

また，できるだけ人前では字を書かないようにしていた。

さらに，原告濵田が今でも困難を覚えるのは，他人と握手するこ

とである。相手は普通右手を差し出すが，原告濵田の右手を見たと

たんに，ばつの悪そうな顔をするのである。

このような気まずい思いをしないようにしようとして，原告濵田

は，手袋をして握手をしようとしたこともあった。しかし，それで

は事情を知らない相手には失礼になるので，やめてしまうほかなか

った。

（３）まとめ
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このように，空襲によって原告濵田が受けた傷は，体にも，心にも，

未だにずっと残ったままである。

その被害の実態は，単なる慰謝料にとどまらず，原告濵田の全人生，

全生涯にわたるきわめて広汎かつ包括的な被害である。

原告濵田は，自らの体験と思いをこれまで口外したことはなく，そ

のまま「墓場まで持って行こう」と思っていたが，このまま黙ってい

るわけにはいかないとの思いから原告となった（第８回濵田１２頁）。

原告濵田が本人尋問の最後に述べた「国が悪かったと謝ってほし

い」との言葉が，そのことをよく表している（第８回濵田１３頁）。

第１０ 原告藤木雅也子（原告番号１０）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告藤木は，１９３４（昭和９）年１１月１０日，大阪市内で，出

生した。

空襲のあった１９４５年（昭和２０年）当時，原告藤木は，母トキ

（４５歳），兄陽造（２６歳），姉陽子（２４歳），兄陽一（１６歳）

と一緒に，大阪市浪速区蔵前町にある木造２階建ての自宅に居住して

いた。父は，原告藤木が４歳か，５歳の時，病のため他界し，一番上

の兄が，父を継いで自転車屋を営んで，一家の生計を支えていた。原

告藤木は，当時１０歳で，精華国民学校４年生であった（甲Ｄ１０－

１号証 1 頁）。

（２）当時の世相

原告藤木は，国民学校では，他の生徒と同様に，教師の指導に従っ

て，毎朝，天皇陛下の写真の前で，礼をした。教師は，毎日のように

原告藤木たちに，「帳面も鉛筆も天皇陛下からお借りしたものだから，
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大切に使うように」と指導した。ある日，教師が，原告藤木に「日本

の国をどう思いますか」と質問したところ，原告藤木は，日の丸の旗

を見て，「日の丸の旗はとてもきれいで，私は，日本に生まれて良か

ったと思います」と回答した。そのように答えたのは，本当にそう思

っていたというよりは，そう答えなければ，バケツを持たされて校庭

に立たされたから，と原告藤木は，当時を振り返る。

また，原告藤木は，国民学校４年生の時，４年生から６年生までの

全員が，運動場や校舎で，バケツリレーをさせられたこと，家では，

母親が白い割烹着に，何かが書かれていたタスキを掛けて，竹槍をも

って，隣組の人たちと訓練をしに出かけたこと，訓練場には，乳飲み

子を抱えた女性がいたこと，を記憶している。兄については，消防訓

練や，夜回りに駆り出されていたこと，「空襲があっても，逃げられ

へんからな」と言っていたこと，そして原告藤木自身も，救急訓練の

際に，怪我人の役をさせられたことを記憶している。

かかる原告藤木の記憶は，国が天皇陛下を頂点とした国体を国民に

たたき込んでいたこと，国民を強制的に総動員して，戦時体制に駆り

出していたことを裏付けるものである。

（３）空襲時の恐怖体験

ア ３月１３日の空襲

１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜，原告藤木は，いつもの

ように，母，兄２人，姉と自宅で寝ていた。すると，母が，「飛行機

がいっぱい来た。危ないから逃げよう。」と原告藤木を起こした。原

告藤木らは，着の身着のままで，防空頭巾をかぶり，枕元に置いて

あるリュックサックを手に取って，すぐに，家の外に出た。空は，

炎で，オレンジ色に染まり，何かが落ちるような音や爆発音が聞こ

えていた。
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家族５人は，自宅のそばにあった金光教教会の地下室に逃げ込ん

だが，原告藤木は一人，息苦しくてついて行くことができず，はじ

き出されるようにして，外に出た。

地下室から外に出ると，近所の家々は炎に包まれ，路面には，焼

夷弾の燃えた後の筒が，まるで，マッチ箱をひっくり返したように，

無数に転がっていた。原告藤木が，行き場を失っていると，警防団

員に，「戻ってはいけない。国民学校に避難しなさい。」と怒鳴りつ

けられた。

高架を走る南海線の電車の窓からは炎を吹き出し，市電は焼け，

路面はアスファルトが溶けてゴボゴボしていた。原告藤木は，何も

かもが焼け，昼間のように明るかった地獄のような街を一人で逃げ，

ようやく，鉄筋コンクリート造りの精華国民学校に辿り着いた。水

を飲もうと，水道の蛇口をひねったが，水は出てこない。やむなく，

地面の窪みに溜まった水を這うようにして飲んだ。校舎の３階にあ

る教室，４年イ組に入ると，原告藤木は，急に空腹を覚え，背負っ

ていたリュックから，母の作ってくれた冷えて固くなった麦飯の弁

当を取り出した。教室の窓から御堂筋の銀杏並木が燃えるのを見て，

子ども心に「これが最後のご飯やな」と死を覚悟した（甲Ｄ１０－

１号証２頁・３頁）。

イ 母，兄，姉の遺体との対面

翌日３月１４日，原告藤木は，自分を捜しに来てくれた隣組の女

性に連れられて，大阪市東成区猪飼野西３丁目の叔母（母の妹テイ）

の自宅に行った。その途中，原告藤木の自宅の辺りの人は，みんな

死んだらしい，との話を聞かされた。原告藤木は，叔母に連れられ，

自宅付近に行ったが，自宅は，全焼していた。遺体の安置してある

という日本橋国民学校に行ったところ，講堂の中にマグロのように
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並べられてあるすすで黒くなった数百もの遺体の中に，母，兄２人，

姉の遺体が並べて，置かれてあることに気づいた。

原告藤木は，「やっぱり，死んでたなあ。」，「よくも，うまいこと

欠けず並べてあるなぁ」と感情のないことを思っただけで，涙が出

なかった。叔母が，「あなたのお母ちゃんは，腹帯の中に何でも入れ

てはった」と言うので，母の遺体のお腹をさぐると血がにじんだ貯

金通帳と簡易保険の証書が出てきた。原告藤木は，遺体をそのまま

にして帰り，叔母宅の玄関先に血のにおいのするその預金通帳を干

した。

その後，遺体がどうなったかはわからず，原告藤木は，母の遺骨

を受け取ることさえ出来ず，現在に至っている。

このように，原告藤木は，空襲で，母，兄二人，姉を亡くして，

孤児になり，家も空襲で焼かれて，住むところも失った。

原告藤木は，その後，叔母テイに引き取られた。叔母テイもまた，

終戦の年に夫を病気で亡くして，収入はなく，国民学校６年の長男

を頭に，３人の幼い子どもを抱えていたので，さらにもう一人子ど

もを引き取るというのは，大変なことであった。

原告藤木は，鶴橋国民学校５年に編入し，ほぼ，同時に奈良県生

駒郡の天理教教会に集団疎開した（甲Ｄ１０－１号証３頁・4 頁）。

２ 戦後強いられた苦労

（１）戦災孤児として，肩身の狭い思いをしたこと

原告藤木にとっての本当の苦しみは，終戦になり，大阪に来てから

始まった。食べるものがない時節に余計なものが来た，という感じで，

肩身が狭く，集団疎開中は感じなかった，孤児になった寂しさも募り

始めた。原告藤木にとって，親戚といえども余所の家で，世話になる

ことは肩身が狭く，黙っていることが多くなり，だんだんと，口数が
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少なくなっていった。

生きるためには，まだ子どもの原告藤木も働かなければならなかっ

た。叔母テイの娘朝子と空襲で壊滅した大阪の街に乳母車を持って出

かけ，廃材を盗んで，転売したり，工場に忍び込んで古タイヤを盗ん

だりもした。そんな中，軍隊帰りの吉田から，片栗粉や出し昆布，か

んぴょうを紙袋に小分けする内職をもらい，それを手伝って，一家は

何とか生計を立てるようになった。着る物は，ララ（アジア救済連盟）

物資である身体の大きさに合わないアメリカの子どもの古着を着て

いた（甲Ｄ１０－１号証４頁・５頁）。

（２）就学の機会を奪われたこと

１９４７年（昭和２２年），１３歳の原告藤木は，新制の中学校に

進んだが，１学期だけで，「中退」した。叔母テイに，勉強に必要な

文房具などの費用を出して欲しいと言うことがつらかったからであ

る。このときから，原告藤木は，ペンを持つことはほとんどなくなり，

無学のまま，人生を過ごすことになる。

学校に行くことを断念した原告藤木は，軍隊帰りの吉田がくれる乾

物や片栗粉を小分けする内職を朝から晩までやり通した。仕事には慣

れても，叔母の子ども達が，朝，カバンを提げて学校に行く姿を見た

り，きょうだいが喧嘩をしたり，仲良く笑ったりしているのを一人見

るたび，つらい思いをした（甲Ｄ１０－１号証５頁・６頁）。

（３）自殺を考えるようになるまで追い詰められたこと

学校に行かずに，家に一日中いることで，近所の人にも「あんたご

飯食べてるの」とか，「どこに行くの」と詮索される度に，原告藤木

は心を痛めた。近所の人に，「あんたは，生き残って，じゃまくさい」

とあからさまに言われたこともあり，そんなときは，いつも，「あの

とき，いっそお母さんと一緒に死んだらよかった」思い，次第に，生
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きていたくない，自殺したい，どうしたら死ねるのか，そればかりを

考えるようになった。

原告藤木が１７，８歳の頃，「もう，死ぬしかない」と，本当に死

ぬつもりで，一人，十三大橋の上に立ったが，通りかかりの若い女性

に，「自殺はいけない。家に来なさい」と諭され，自殺を思いとどま

ったことがあった。あの女性の言葉がなければ，身を投げていたと思

う，と原告藤木は言う。ただ，人生に前向きになったわけではなく，

常に大人たちの顔色をうかがい，めったに笑うことのない，うっとう

しい，「物言わず」になっていった。

「今度，戦争が起きたら，誰もかも平等に殺して欲しい」，言葉に

は出さなかったが，それが，原告藤木の偽らざる気持ちであった。復

興が進み，街が賑やかになっても，死んだ母たちを思うと，原告藤木

はちっとも喜ぶことができなかった（甲Ｄ１０－１号証６頁）。

（４） まとめ

このように，当時わずか１０歳であった原告藤木は，空襲により，

母，兄２人，姉を一度の失うとともに，住む家をも失ったことに基づ

き，就学の機会を失い，食べるために必死に働かなくてはならなくな

った。のみならず，戦災孤児として肩身の狭い思いをして，自分の存

在を疎ましく思うようになり，次第に自殺まで考えるようになった。

原告藤木の受けた被害は，空襲被害者でなければ体験し得ない同時

的かつ複合的な被害であり，個々の不法行為あるいは犯罪行為による

個別的被害の集積とは比較にならない重大な被害であることは誰の

目から見ても明らかである。

第１１ 原告藤原まり子（原告番号１１）の被害

１ 空襲による被害
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（１） 空襲時の状況

原告藤原は，１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜，大阪市阿倍

野区昭和町東２丁目２５番の自宅で生まれた。言うまでも無く，その

当時は，戦争中で大変な食糧不足であったが，それでも，原告藤原は，

父稲村鐵夫・母都喜子や叔母，姉に心から望まれて，この世に生を受

けた。

（２）出生直後の無差別爆撃

ところが，原告藤原が生まれた２時間後の午後１１時５０分，大阪

の上空にＢ２９爆撃機２７０機が現れ，大阪で最初の民間人をねらっ

た大規模な無差別爆撃が始まった。同年３月１３日２３時５７分から

１４日３時２５分まで続いた爆撃で，死者３，９８７名，不明者６７

８名の犠牲者が出た。そして，原告藤原もまた，この時の空襲で左足

に大けがを負った。

すなわち，原告藤原の父鐵夫と叔母は，出産したばかりの母都喜子

と原告藤原を布団ごと引きずるようにして，亡くなった祖父が自宅の

庭に掘った防空壕に運んだ（第９回藤原４頁）。

原告藤原とその母が入れば一杯になってしまうくらいの小さな防

空壕であったので，防空壕の方が安全であろうと考えた父は，二人を

優先的に防空壕に避難させ，父，叔母，当時２歳の姉は，歯科医であ

る父の診察室に隠れた。

ところが実際には，原告藤原らが避難していた防空壕のなかに焼夷

弾が落ち，原告藤原の産着に火が飛び移り，母は火に追われるように

して，防空壕の中から這うようにして逃げ出し，「中に赤ちゃんがい

るから助けて！」と必死で叫び，幸いにも，通りがかった男性が防空

壕から助け出したので，原告藤原は九死に一生を得たのである。（第

９回藤原４頁）
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しかし，原告藤原は，命こそは助かったものの，産着に燃え移った

炎で，その左足はやけただれ，膝の関節から下が内側にむけてぐにゃ

りと曲がってしまった。防空壕に駆けつけてきた父が，すぐに近くの

焼け残った病院に原告藤原を連れていったが，その病院は，原告藤原

と同じように焼夷弾で負傷した者でであふれかえり，充分な薬もなく，

原告藤原の治療は火傷した左足にアカチンを塗るだけだった。原告藤

原の左足の先にアカチンが塗られる時，原告藤原の左足の指は五本と

もポロポロと落ちてしまった。受傷後の診断によれば，左下腿火傷第

３度，左膝関節変縮，左前趾消失とある（甲Ｄ１１号証の４，５）。

このようにして，原告藤原は，出生の数時間に，左足に大けがを負

うこととなったのである。

２ 戦後強いられた苦労

（１）成長しない左足

原告藤原も，その後成長を遂げるが，その左足は火傷のないほかの

ところのようには成長していかなかった。右足はだんだん成長して長

くなってくるのに，左足はそれほど成長せず，物心ついたときには左

右の足の長さが随分と違っていた。そのため，原告藤原は，健康な方

の右足を曲げて立たざるを得なかったのである（第９回藤原７頁）。

また，原告藤原の左足は成長しないだけではなく，とても細く，冷た

く，しもやけができ，その痒みも尋常ではなかった。原告藤原は，自

分の足が膝からぐにゃりと内側に曲がって，指がみんなとれてしまっ

て丸くなった足を見て，すごく醜い足だと悲しい気持ちにとらわれて

いた（第９回藤原６頁）。

身体が大きく成長するにつれて，左右の足の長さの違いはどんどん

大きくなっていった。そのせいで，両足で立つことが難しくなってき

た原告藤原は，小学校にあがる少し前まで，両親と外出するときには，
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母の背中におぶられたり，乳母車に乗せられたりした（第９回藤原９

頁）。

（２） 周囲からの奇異の目

原告藤原が，自分の足が「みんなとは違う」と気づいたのは，６歳

のころであった。ある日，母や叔母につれられて夜遅くの銭湯に行っ

た。母たちは，左足のことで原告藤原が嫌な思いをしないように，他

の子どものいない夜遅くを選んで銭湯に連れて行ってくれていたが，

その日は，原告藤原の他にも小さな子どもがいた。

その子は「あの子の足，へんなかたちして，気持ち悪い」と母親に

話しかけ，その子の母親は，その子に「悪いことをしたら，あんなん

になるから」と応えた。小声ではあったが，その母子の会話は，幼か

った原告藤原の耳にはっきりと届いた。「何も悪いことはしていない

のに・・」と心の中で叫ぶことが，原告藤原にできる精一杯であった。

そんなことがあり，小学校にあがる少し前のある日，原告藤原は母

に「おかあちゃん，なんで私の足，みんなと違うの？」と尋ねたこと

があった。そのとき，母は「戦争のせいや」と悲しそうな目で，怒っ

たような声で応えたが，当時の原告藤原には，それがどういうことな

のかわからなかった。ただ，そのときの母の様子に，小さいながらも

「これ以上聞いたらアカン」という思いをし，原告藤原は，子どもの

ころはそれ以上，深く尋ねることはしなかった（甲Ｄ１１号証の１）。

（３）小学校に通うために補装具を着用

大阪市立長池小学校にあがるときには，原告藤原の左右の足の長さ

は随分と違ってしまっていた。このままでは小学校に通えないという

ことで，両親が医師に相談すると，医師は，ケロイドで変形した左足

に補装具をつけ，右足と同じ長さにすれば立って歩けると進言した。

すぐに補装具を作ってもらって，着用したが，普通の人のように一
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人で自由に歩けるわけではなかった。小学校１，２年生のときは，家

から学校まで遠かったので，２つ上の姉が原告藤原の手を引いて教室

まで連れて行った（第９回藤原９頁）。

小学校３年生のときに，原告藤原の通学のために，一家は別の校区

にある小学校の近くに引っ越したが，その小学校では，「うちの学校

は障害者を受け入れる設備がない，肢体不自由児養護学校のしいのみ

学園に行ってください。」と入学を断られた。しかし，母はやっぱり

みんなと一緒に近くの学校に行かせたい一心で学校の近くに引っ越

した（第９回藤原９頁）。

原告藤原の母が，近所の子どもたちと同じように学校へ行かせたい

という思いで，学校に何度も懇願した結果，遠足のときは，必ず，家

族が付き添うという条件付きで，やっと入学が認められた。この条件

を守るため，遠足のときは，いつも父が仕事を休んで付き添ったりす

るなどしたのである（甲Ｄ１１号証の７の３）。六甲山の遠足には，

体調を崩した父から，大阪市立大学の学生を頼んで３人の学生に介助

されて，行くことが出来た（甲Ｄ１１号証の７の７，第９回藤原１０

頁）。

（４）短い左足，義足をつけるための切断手術

原告藤原の左足は，右足のひざくらいの長さしかなく，その上，左

足は内側に曲がっている。その左足をすっぽりと補装助具にはめ込む

ので，補装具は随分と太いものにならざるを得なかった。原告藤原は，

１３歳までは，左足につけた補装具を隠すために年中，太めの長ズボ

ンをはいていたのであるが（甲Ｄ１１号証の７の５），１３歳といえ

ば，おしゃれをしたくなる年頃ある。補装具を隠すために年中，長ズ

ボンをはいていた原告藤原は，どうしても友人と同じようにスカート

をはきたくてたまらなかった（第９回藤原１１頁）。
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ただ，そのことを言うと母を悲しませるという思いから，黙ってい

た原告藤原であったが，ある日，思い切って「どうしてもスカートが

はきたい」という自分の気持ちを母に伝えた（第９回藤原１１頁）。

母は，２，３日して，原告藤原を厚生年金病院に連れて行ってくれ，

その病院で，義足でスカートをはいている女の人を紹介された。その

女性の義足は，スマートな形で，膝のところが曲がるように作られて

おり，義足のまま颯爽とスカートをはいていた。

原告藤原は，その人のスカート姿を見て，すぐに左足の切断手術を

受けることを決断，大腿部を膝から１０センチ上で切断する手術を受

け，義足をつけることになった。補装具と比べると随分と見た目も，

使い勝手もいいが，義足になれるまでの訓練で，何度も何度も転んだ

原告藤原であった。ただ，それでも，これでスカートがはけると思う

と嬉しくてたまらなかった（第９回藤原１１頁）。

（５）修学旅行での苦い経験

原告藤原が中学３年生のとき四国へ修学旅行に行った際のことで

ある。みんなに遅れないように，みんなに迷惑をかけないようにと頑

張って歩いていたが，義足をはめているところの皮がめくれて激痛が

走り，歩けなくなってしまった。一緒に歩いてくれた友達に「私をこ

こに置いてみんなのところへ行って，迷惑をかけるから。もう私ここ

までこれたから死んでもいい」と訴えた。原告藤原も友達も声を出し

て泣いた。

「あの空襲のときに死んでいたら，こんな悲しい思いや，いろんな

ことで悩むこともなかったのに・・・と何度，思ったことでしょう。」，

「戦争さえなかったら自分の足で走れたのに・・・階段もスタスタと

昇り降りできたのに，すてきな洋服を着て，ペッタンコの靴ではなく

ハイヒールやサンダルも履けたのに・・・」と原告藤原は言う。
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（６）日常生活で強いられる苦労

原告藤原の朝は，まず義足をつけるところから始まる。毎日，義足

をつけるたびに，自分には左足がないのだと思い知らされる。

原告藤原の義足は吸着式で足を吸盤で吸い込むようにして装着す

る仕組みになっている。そのため，少しやせたりすると隙間ができて，

うまくつけることができなくなってしまい，隙間から空気の漏れるよ

うな音がしたり，肌がすれてすぐに赤くなってしまう。逆に少し太る

ときつくなり痛くなる。

原告藤原は，義足をはずすと一本足になる。ケンケンで移動するこ

とは不可能であり，そのため，例えば，脱衣所から湯船までの距離が

ある温泉に入ることさえ出来ない。

原告藤原は，結婚して，現在孫もいる年代となっているが，子供が

小さかったころには，原告藤原が子供の学校の参観日に行っても，義

足での動きがわかるので，子どもらがいじめられていないか案じられ

た。子どもらは，「お母ちゃん，本当のことやからしかたないやん。」

と言って話をそらしたりしていたが，子どもたちは傷ついていると感

じられた（第９回藤原１２頁）。

（７） まとめ

このように，原告藤原は，空襲により，自らの左足に大けがを負う

という被害を受けたことに基づき,左足が成長せず，周囲の奇異の目

にさらされ，治療を受けるにせよ，学校生活や日常生活などの社会生

活に送るにしても，平和憲法の下で育った者には計り知れない苦労・

困難を強いられたのである。

原告藤原の受けた被害は，空襲被害者でなければ体験し得ない同時

かつ複合的な被害であり，個々の不法行為あるいは犯罪行為の個別的

被害の集積とは比較にならない重大な被害である。
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第１２ 原告森上召子（原告番号１２）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の家族状況等

原告森上は，１９３２（昭和７）年３月１４日，大阪に生まれた。

原告森上の空襲当時の家族は，原告森上と，父嘉淋，母マウシ，長

女フミ（２４歳），次女八重子（１９歳），三女キヨ（１４歳），弟嘉

弘（９歳）の７人であった。原告森上は，当時国民学校６年生であり，

一家は，大阪市今福に住んでいた。空襲の被害に遭う前は貧しいなが

らも幸せな家族生活を送っていた。

また，父は，製薬会社に勤めており，一家の生計を立てていた。

（２）６月７日の空襲の状況

原告森上は，１９４５（昭和２０）年６月７日，都島を襲った空襲

に被災した。

原告森上は，その日は学校にいたが，空襲警報が鳴ったので大急ぎ

で家に帰り，近所の人達とともに川の方へと向かって避難した。原告

森上は，川に架かった橋の下で避難していたが，目の前にあった工場

の人達に呼ばれて，工場の中で避難することとした。

（３）空襲により大やけどを負ったこと

ところが，原告森上が工場に入ってすぐに工場に焼夷弾が落下した。

焼夷弾の破片が原告の左足に直撃し，当時に原告森上は衝撃で吹き飛

ばされたのであった。

工場は一瞬にして燃え広がり，炎が原告森上のかぶった防空頭巾や

衣服に燃え移り，原告森上は体中が燃えてひきちぎられそうになる熱，

痛みに襲われた。原告森上は，文字通り生死の境をさまよいながら，

煙と炎に包まれた工場を脱出し，目の前にある川の中に飛び込んだの
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であった。

原告森上が川に飛び込むと，ジュワーという音とともに全身の炎が

消え，川は，原告森上の血で赤く染まった。原告森上の体は，髪の毛

が抜け落ち，両手は焼けただれてみかんの皮のようにくずれそうにな

っていたり，水ぶくれのようになっていたりして，全身大やけどの状

態であった。

原告森上は，意識が朦朧とする中，助けを求めて岸へとあがった。

しばらくすると，原告森上の父嘉淋が現れたが，原告森上を見ても全

く気がつかず，父嘉淋は原告森上が声をかけてようやく娘の存在を認

識できたのである。実の父親がその姿を見ても気がつかないほどに原

告森上の姿は変わり果てており，それほどまでに原告森上の全身やけ

どの被害は甚大であり，悲惨であったのである。

原告森上は，その後病院に搬送され入院し，そのまま終戦を迎え，

その後も数ヶ月間入院を余儀なくされた。原告森上は，当然，学校に

行くことはできなくなってしまったのである。

病院では，ガーゼに消毒液をつけてピンセットで傷口にあてていた

が，傷口は治ることはなく，その度に猛烈な痛みが原告森上を襲った。

腐った傷口からはウジが湧き，一つ一つピンセットで駆除する日々が

続いた。

そして，髪は抜け落ち，全身にやけどを負い，変わり果ててしまっ

た自分の姿を見て，原告森上は言葉にならない深い悲しみに暮れた毎

日を過ごしていたのである。

（４）姉八重子を亡くしたこと

同じ日の空襲により，姉八重子が焼夷弾の被害に遭い死亡した。原

告森上は，父からそのことを聞いた。

姉八重子は軍需工場で勤務しており，その軍需工場が空襲での被害
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に遭い，そこで亡くなったとのことである。他の家族は無事であった

が，原告森上は，姉を亡くした深い悲しみに包まれたのである。

２ 戦後強いられた苦労

（１）激しい痛みに毎日襲われたこと

原告森上のやけどの被害は甚大で，特に痛みがひどく，毎日激しい

痛みに耐えなければならない日が続いた。

戦後，原告森上のやけどをなんとか治癒させるため，一家で大分に

引越し毎日温泉治療をするなどあらゆる努力をしてきたが，症状は回

復しなかった。

（２）火傷を負った手のことを常に注意していなければならなかったこ

と

やけどの痛みは続き，原告森上は痛みで自然と手を握ってしまうこ

とがあった。しかし，手を握ることを続けていると，指と指が一体と

なり手が開かないようになるため，原告森上は２４時間手のことを注

意していなければならず，自然と手を握ってしまうと家族がいつも叩

いて開くようにしたり，寝ている間も指と指の間に箸を入れて生活を

しなければならない状況だった。

（３）消えないやけどの傷痕

また，傷口が回復しなかったので，いつまでたっても傷口からウジ

虫が湧いてきた。そして，やけどの跡は消えることはなく，原告森上

は常に人目を気にしながらの生活を余儀なくされ，原告森上をひどく

苦しめてきたのであった。

このような原告森上のやけどの症状は，被害から２０年ほど経過し

てようやく落ち着きだし，ウジ虫も湧いてこなくなった。しかし，痛

みは完全に消えることなく，傷跡も残ったままである。

（４）まとめ
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原告森上は，空襲により姉八重子を亡くし，楽しい幸せな家族生活

が一瞬にして奪われた。また，原告森上自身も全身に大きな火傷を負

い，心身ともに深い傷を負った。そして，原告森上は，戦後も，その

心身ともに負った傷に苦しめ続けられ，青春を失い，その後の人生も

大きく歪められてしまうという損害を負った。

第１３ 原告森永常博（原告番号１３）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の生活

原告森永は，１９３３（昭和８）年１月２３日，大阪府八尾市に生

まれた。まもなく，父が大阪若山鉄工所（後に「大日本工機株式会社」

に社名変更）に勤務していたため，大阪市西成区出城通り３丁目７番

地に転居した。

１９３９（昭和１４）年４月，大阪市立今宮第二尋常小学校（昭和

１６年より長橋国民学校に改名）に入学し，５年生の２学期になった

１９４４（昭和１９）年９月から泉南郡西鳥取村の称念寺に集団疎開

した。

陳述書や，尋問での証言から分かるとおり，責任感の強い父親と，

家族思いの母親の子として生まれた原告森永は，家族の愛情受けて育

てられた。

（２）空襲時の恐怖体験

原告森永が集団疎開から帰ってきた１９４５（昭和２０）年３月こ

ろには，原告森永の自宅にそれまでなかった防空壕が，近くの道路に

は隣組の防空壕が掘られていた。当時の政府が空襲対策緊急強化要項

を作った時期であった（第８回森永４頁）。同年３月１３日深夜，当

時国民学校６年生であった原告森永は，空襲警報のサイレンに起こさ
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れて，自宅の裏庭に掘られた防空壕に父・母と一緒に避難した。翌３

月１４日は国民学校の卒業式の予定であった。

ゴオーという急行列車が通り過ぎるような腹に染み渡るＢ２９の

轟音にいつもとは違うすさまじさを，原告森永は子供心に感じた。大

阪に帰ってからは，毎晩空襲警報に起こされていたが，ブーンブーン

という，いつもの高度８千メートルから１万メートル上空からの単機

の空襲とは違っていた。３月１０日は東京，３月１２日は名古屋で大

空襲があり，３月１４日ころ大阪が危なくなると軍需工場で部長をし

ていた父が母に言っていた。

自宅の防空壕から道路に出ると，四方が火の海で夕焼けのように明

るく人の顔がよく見えた。父と母，看護師をしていた叔母（母の妹）

の３人は焼けるかもしれないから蓋を，という父の言葉で防空壕専用

に作られていた木の蓋をして，その上からシャベルで土を盛り上げた

（第８回森永８頁）。大国町から難波方面がよく燃え上がっていたが，

まだ火は遠くに感じた。そんなとき，油脂焼夷弾の火の固まりが数発，

原告森永の家と隣の家に落ちた。隣組の人たちが，２階の大屋根には

しごを掛けてよじ登り，火たたきやバケツリレーをしながら火を消そ

うとしていた（第８回森永９頁）。空を見ると数本のサーチライトに

照らされた大きなＢ２９が，轟音を立てながら低空で頭上をかすめ，

高射砲は炸裂するが，少しもあたらなかった。

隣組の人と消火活動をしていた父は，「難波・大国町の方面が燃え

ているから防空壕を出なさい。ここも燃えるかもわからへん。女子ど

もは危ないから，逃げなさい。私は男だから大丈夫。常博をくれぐれ

も頼む」と言って原告森永たちを大きな道路の角まで見送ったが，そ

れが父の最後の言葉になった（甲１３号証の１，第８回森永８～１０

頁）。父は住居地では警防団の役割もあり，祭祀を逃がして自分は踏
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みとどまらなければならなかったのである（第８回森永１０頁）。

防空頭巾をかぶり，同原告・母・叔母の３人は火のない暗い方暗い

方へと逃げた。途中広場に掘られた防空壕を見つけて休んでいると遠

くに油脂焼夷弾が落ちてくるのが見えた。最初は小さくゆらゆらとゆ

れながら落ちてくるが，末広がりに大きく広がり，遠目から見るとと

ても美しい花火のように見えた。しかし，こんにゃくのような火の固

まりは消えなかった。油脂焼夷弾は，都市を焼き尽くし，女，子ども

を含めた非戦闘員の住民を殺す無差別の絨毯焼殺爆撃の火の雨であ

り，５０～６０センチくらいの間隔で落ちてきた。そして，木造家屋

の屋根や壁に鉄筋コンクリートの壁であろうとピタッとくっつき家

屋を燃え上がらせた。広場の向かい側の家がみるみるうちに紅蓮の炎

を上げて崩れていった。同原告が子ども心に見たあのすさまじい光景

は，６０年以上を過ぎた今もくっきりと同原告の目に浮かんでくるも

のである。母らとともに原告森永は，広場にも流れ落ちて来た火の固

まりを土で消しながら，再び火のない暗い方へと逃げなければならな

かった（甲Ｄ１３号証の１，第８回森永１０頁）。

津守から住吉公園の方へ向けて広い道を逃げていたとき，ようやく

夜が明け始め，Ｂ２９の轟音が消えていた。しかし，防空頭巾をかぶ

って無言で逃げてくる人の波は続いていた。

住吉街道を北へ，西成区出城通３丁目にあった原告森永方に向かう

と，焼野が原になった跡から所々煙がくすぶっており，ポツンポツン

と白壁の蔵が焼けずに残っていたり，商店か会社か，金庫だけが焼け

ずに残っているのが見えた（第８回森永１１頁）。今宮工業学校の前

まで帰ると，焼野が原になった住宅地に入れないよう縄がかけられて

いた。

原告森永の母は，「家を見てくるからここでねえさん（叔母のこと）



66

と一緒に待っててや」と言って，まだ余燻のくすぶっている自宅の方

へ向かった。叔母が，探しに出かけようとしたとき，母の憔悴しきっ

た姿に出会った。

「お父さんが死んだ－」母の眼に涙はなかったが，今にも倒れそう

な姿だった。３人で自宅へ向かったところ，隣組の防空壕から引き出

された父が，昨夜別れたときの鉄兜（ヘルメット）にゲートル姿のま

ま，赤ら顔で口を閉じ，まるで眠っているかのように道路に寝そべっ

ていた。窒息死でまだ温かく，看護婦をしていた叔母が父のベルトを

緩め，持っていた救急袋からはさみを取り出し，父のチョッキとアン

ダーシャツを切り裂いた。そして，原告森永と母の目の前で，両手で

懸命に腹を押さえ，人工呼吸を繰り返した。そのうち，人工呼吸を繰

り返されていた父の腹が膨れ上がってきた。叔母がもう駄目とつぶや

き，それでも続けていると，父の口と鼻から血が滲み出てきた。叔母

は手を止め，ガーゼを取り出して丁寧に血をふき取った。それまでじ

っと見ていた原告森永の母は，「お父さん」と言いながら，叔母と一

緒に綿を口とは鼻に詰めた。あとから叔母は，あの血は肉親だけに見

せる父からの別れの最後の挨拶だと原告森永に教えてくれた。父４１

歳，母３６歳だった（甲Ｄ１３号証の１，第８回森永１２頁）。

焼け爛れた瓦礫の中で，前夜洗い残した釜につけられた茶碗だけが

変わらぬ姿を止めていた。

原告森永の父が死亡していた隣組の防空壕は，原告方から二軒隣の

道路上に工場の塀に沿って掘られていて，両サイドに入り口のあるト

ンネル状態のものであった（第８回森永６頁，甲Ｄ１３号証の７）。

その防空壕は１０人くらいが入ることが出来たが，父を含め７人が死

亡していた。後から原告森永が，母に聞いたところでは，父を探しに

行った母が，防空壕から引き出されているときに出会い，必死で父に
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人工呼吸を繰り返したが戻らず，一瞬自分も死のうと考えたという。

が，そのとき，原告森永のことを思い出して帰ってきたのであった。

原告森永が通っていた長橋国民学校の２階が遺体安置室になって

おり，父はそこへ運ばれた。木造の講堂は焼けたが，鉄筋の校舎は残

った。机を並べてその上に遺体が安置されていた。原告森永の母は，

逃げるときに自分が被っていた絹の布団を父の遺体にかけ，「お父さ

ん！」と同原告の前で初めて嗚咽した。

父の遺体は，２～３日して阿倍野の焼場に運ばれた。

６月２日，父の遺骨を抱え，母の郷里である島根県に疎開し，中学

校も転校した。

２ 戦後強いられた苦労

（１）父を失ってからの生活

戦争前には，当時珍しかった家族旅行をしていた家庭の主婦だった

母，そして原告森永は恵まれていた立場であった。それが一転して父

の死と戦災，それでも母は，実家へ帰れば何とか生活はできると考え

た。原告森永は，祖父の家から朝５時３０分には出て，下府の駅まで

約６キロの道のりを歩き，汽車に乗り浜田中学校へ通った。

原告森永の父は，軍需工場に勤務していたが，空襲は勤務外であり，

かつ自宅近くのことであったので，遺族年金などは全く受給していな

い（第８回森永１３頁）。戦災死でも就労中ではなく，何の補償もな

かった。母はそれでも父の残してくれたお金で慎ましやかに生活すれ

ば，原告森永を何とか大学までは出せるだろうと考えていた。しかし，

戦後のインフレ，貨幣価値の下落によってたちまち困窮し，中学３年

生のとき，母と一緒に浜田市内へ出て，引揚者寮に入り，ここから中

学校へ通うようになった。

母は最初，面作りの内職をしていたが，とてもそんなことでは生活
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できない。授産所に通い，洋服の加工などを身につけ，足踏みミシン

を購入し，婦人服や子供服の仕立てや修理等の内職に励んだ。

共同炊事場で満州から引き揚げてきた奥さんが，「主人が帰ってく

る！」と子供と抱き合い，飛び上がって喜ぶ姿に，「よかったね，お

めでとう」と声をかけ，手を握り合って祝福していたが，同原告と母

のもとに父は帰ってこなかった。母は，「でもうちのお父さんは，も

う帰って来ない」とつぶやいた。

内職程度の収入では生活が苦しく，追い詰められたのだろう，母は

昔持っていた看護婦の免許を生かし，派遣看護婦として大阪へ働きに

出た。高校１年から２年の初めまで，原告森永は母の仕送りにより自

炊しながら学校へ通った。少し風邪を引いて学校を休んでいたとき，

たまたま母が帰ってきて，やはり子供は一人では住まされないと大阪

での仕事を辞め，浜田へ帰ってきた。しかし，簡単に仕事は見つから

なかった。祖父の家が農家だったため食べる物には不自由しなかった

が，母は失業対策事業の日雇人夫として働き，原告森永を高校に通わ

せた（第８回森永１３～１４頁）。

原告森永は，高校を卒業したら就職して欲しいと母から言われ，仕

方がないと思いながら，心の中に何とも言えないわだかまりが残った。

受験の交通費と受験料，入学金だけ工面してくれれば後はアルバイト

で何とかやっていくとの思いもあった。

原告森永は，１９５１（昭和２６）年３月に浜田高校を卒業し，大

阪にいた知人から，大阪市の職員採用試験があるから受けてみないか

と言われ，４月に大阪に出て受験し，合格した。採用試験は資格認定

試験であり，欠員があり次第，順次採用するというものであった。原

告森永が正式に採用されたのは翌昭和２７年６月であり，それまでは，

地元浜田で日本通運に合格して同社に勤めていた。
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（２）父を亡くしたこと

原告森永は，就職して欲しいと原告森永に頭を下げたときの母は，

どんなに辛かったであろうかと思っている。原告森永の母，明治生ま

れの世代であり，生活保護を受けることなどとてもできないと思って

いたのと，当時の生活保護では原告森永を高校に行かせられなかった

ので，母は原告森永を学校にやるためにがんばっていたのである（第

８回森永１５頁）。戦災で家を焼かれ，夫を失った母に国がしてくれ

た補償は，下賜金２００円と浜田へ帰る旅費，罹災証明書による国鉄

（当時）の無料乗車券の発行だけであった。原告森永は，焼夷弾によ

り一瞬にして崩れ去った家屋とあの紅蓮の炎を生涯脳裏から消すこ

とができない。そして，「常博を頼む」と言った父の言葉を忘れるこ

とができない。

（３）まとめ

原告森永は，上記のように空襲で父を失っているが，その父はまさ

に防空法によって義務を課せられ，妻子は逃がしても自分は踏み止ま

らなければならない立場であった。

原告森永の父は，まさに防空法の犠牲であり，国の強いた戦争協力

の犠牲となって死亡したのであり，戦争に動員された軍人・軍属と何

ら変わるところはなかった。

しかし，原告森永のように空襲で父を亡くしても遺族には何の補償

もされていない。原告森永と母は，自力で戦後の混乱した時代を生き

抜かなければならなかった。原告森永は母の思いを伝え，防空法の犠

牲者でもある父のことを訴える意思を持って，この訴訟を提起するに

至ったわけであるが，父が防空法の犠牲者といえるのにもかかわらず，

戦後，被告国から何の補償もしてもらえず，母とともに，苦労する日々

を送ってきたことの損害は多大なものといえる。
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第１４ 原告山岸佐津子（原告番号１４）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の家族状況等

原告山岸は１９３１（昭和６）年３月１１日日生まれである。大阪

を襲った１９４５（昭和２０）年３月１３日の最初の大空襲に遭った

のは，原告山岸が１４才になったばかりの時であった。

当時，原告山岸は大阪市西区西道頓堀５丁目１番地の借家で父（４

８歳），母（４４歳），姉（１９歳），兄（１６歳），弟（６歳）と

原告山岸の６人家族で生活をしていた。原告山岸はここで，幼少時代

から１４歳になるまでの生活を送るのである。

（２）戦争動員一色の世相（情報操作）

その当時のことで原告山岸が今日心より痛感することは，学校生活

といい，日常の生活といい，確かな情報は何も与えられてこなかった

のだということである。

学校では「聖戦遂行のため，君たちは命を捨てて頑張らねばならな

い」と，常に教師から聞かされ，「忠君愛国」をたたき込む教育を繰

り返し受けた。山岸自身も「日本は神の国だから，神風が吹いて戦争

には負けることはない」と，終戦まで心より信じていた。

その頃の新聞やラジオでの報道も，報道されるのは日本軍の勝利ば

かりであった。山岸の通う日吉国民学校でも，校区から出征兵士が出

るたびに，国民学校（小学校）から日の丸の旗を振って送り出してい

た。戦争が進むにつれて，戦死者の英霊を迎えるという機会が多くな

ったという記憶はあるものの，国や地域社会が一体となった戦争協力

体制の中で，国民は何も知らされず，戦争に動員されていったのであ

る。
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（３）誤った防空訓練・防火訓練と被害の拡大

１９４５（昭和２０）年３月が近づくにつれて，単発的に，軍需工

場に爆弾が落とされる日が増えてききた。このため，各家にも防空壕

を掘るように決められ，原告山岸の自宅（内）でも防空壕を掘った。

まだ子どもだった原告山岸もそのことを記憶している。

１９４５（昭和２０）年３月１３日の大空襲は，それまでの単発的

だった爆撃とは全く異質なものであった。それは大阪を狙った深夜の

大量無差別爆撃であり，通常の爆弾とは異なり，焼夷弾は一発が落ち

てくる途中に何発にも分かれ，火の玉が次から次へと降り注いでき

た。

原告山岸を含む一般国民は，それまで繰り返し，「一発の焼夷弾が

屋根に落ちたら，摘んで捨てましょう」の防空訓練しか受けていなか

った（甲Ａ１９号証８～９頁）。その訓練は，いかにして焼夷弾の被

害を最小限に食い止め，戦争を遂行して行くかという観点からのもの

だった。しかし，強力な焼夷弾の威力の前には，役立たない訓練であ

った。そして何よりも，およそ国民の命を最優先に，空襲の際に如何

に迅速に逃げるか，如何に自身や家族の命を守るのか，という観点で

の訓練や指導は皆無であった。

そのような状況であるから，３月１３日の大規模な空襲では，人々

は戸惑うばかりであった。この日の空襲では，逃げることができず，

あるいはそれが大幅に遅れてしまった事例が大変多かったのである

が，このような時代背景が存在するのである，この日の空襲は，敵機

が次から次へと来襲し，火の豪雨は，３月１４日未明まで続いた。

（４）空襲ですべての財産を失ったこと

大阪市西区に住んでいた原告山岸は，何とか家族とともに大正区，

大正橋方面に逃げたのであるが，結局山岸の住む自宅は焼失してしま



72

い，幸いに家族は無事であったものの，この空襲で財産の全てを失っ

てしまうことになったのである。

（５）空襲により感情を失ったこと

この空襲が１４歳の山岸に与えた精神的ショックは非常に大きい

ものであった。

空襲翌日，原告山岸は疎開のため母と弟が河内の川西に行くので，

見送りに天王寺駅まで歩いていった。その道で，原告山岸は焦げ茶色

の焼死体を何体も跨ぎながら行くのであるが，その時，原告山岸は，

自身に一切何らの感情も沸かなかったことを今でもはっきりと覚え

ている。事後的に評価すれば，極度の緊張で精神状態が正常ではなか

ったということにあるが，一夜にして街中に死体が溢れかえる状況下

で，人間の精神がいかなる状況に置かれるか，それを如実に物語って

いるエピソードである。

（６）（故）山岸幸夫の体験した３月１３日大阪大空襲と被害（親族の

死亡）

原告山岸の夫山岸幸夫（１９２７《昭和２》年４月２３日生，以下

単に亡幸夫）は平成１８年１月に死亡しているが，亡幸夫も１９４５

（昭和２０）年３月１３日の大阪大空襲に遭っている。当時亡幸夫は

大阪市堀江に住んでいた。３月１３日の大空襲で堀江一帯は直撃を受

け，忽ち火の海になった。当時１７才の亡幸夫は，１３才の妹の手を

引いて必死の思いで逃げた。

これまでにも述べきた通り，当時の大阪市民は全て，空襲に対し如

何に命を守るのかについてまともな訓練を受けてはいなかった。狼狽

し，土蔵の中なら助かると多くの人が判断し，土蔵内に避難したもの

の，土蔵ごと蒸し焼きになり全員死亡したという事実もあった。亡幸

夫は満員を理由に土蔵に入ることを拒否され，結果として死を免れて
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いる。

この大空襲で亡幸夫は，最愛の両親と（下の）弟を亡くした。翌朝，

当時亡幸夫が住んでいた自宅の焼け跡に行き，自宅庭の防空壕で両親

が死んでいるのを見つけた。亡幸夫は父の遺体を引っ張り出し寺に運

ぼうとしたのであるが，遺体が重く，スコップでゲートルをまいた父

の足をちぎり，バラバラにして運ばざるを得ない状況であった。

２ 戦後強いられた苦労

（１）亡幸夫は妹・弟の親代わりとして生きてきたこと

その後，亡幸夫は僅か１７才で，島根県に集団疎開をしていた小学

５年生の弟を迎えにいき，混乱している世の中で，妹・弟の親代わり

として生きていくことになり，言うに言えない戦後の苦労が始まった

のである。

（２）親の身体を傷つけた悔しさ

亡幸夫が，同じ職場に働いていたことが縁で原告山岸と結婚するこ

とになったのは１９５４（昭和２９）年１１月のことであった。

亡幸夫は，空襲で亡くした父親の足をちぎらざるを得ず，「親の身

体を傷つけた」ことをいつも悔やんでおり，平成１８年に亡くなるま

で繰り返し，妻である原告山岸にそのときのことを話していた。

（３）まとめ

原告山岸は，国からの情報操作，誤った防空訓練の結果，空襲によ

り財産を失うという損害を受けた。また，それとともに，亡夫も空襲

で家族を亡くし，その精神的苦痛は時がたっても消えることはなかっ

た。原告山岸及び亡夫は，このような精神的損害及び経済的損害によ

り，戦後も絶えることなく，多大な苦労を強いられたのである。

第１５ 原告吉貞駒次郎（原告番号１６）の被害
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１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告吉貞は，１９３２（昭和７）年３月３日に大阪市港区で出生し，

同区内の自宅で，家族５人で生活していた。父はとび職の仕事で生計

を立てていた。空襲以前は，家族団欒や近所の人々との交流もあり，

幼少時の思い出は数多くあった。物資や食糧の窮乏下ではあったが，

原告吉貞の家族は特に生活に困ることはなく，一定の蓄えはあった。

（２）「空襲時に家から逃げるな」という指導がされていたこと

１９４５（昭和２０）年３月１３日の夜，原告吉貞は空襲警報が発

令されたので自宅床下の防空壕に家族４人で入った。空襲警報が鳴っ

ても，家族の誰一人として「危ないから直ちに逃げよう。」とは思い

付かなかった。その理由は，当時の政府の政策により，家族全員が「空

襲のときに逃げてはいけない」と教え込まれていたからである。また，

政府の情報操作により，３日前に起きていた東京大空襲で数万人が死

亡していたことも知らされておらず，空襲の恐怖など知らされていな

かったからである（甲１６号証の１（吉貞陳述書）２頁６～１０行目）。

空襲警報から十数分後に，爆弾や焼夷弾が投下され始めた。爆音と

振動がなり響き，防空壕に熱風が入ってきた。隣近所の家を含む町全

体が，猛火に包まれていて，次々に火焔が大きくなっていった。「こ

のまま防空壕にいては死んでしまう」という父の判断により，防空壕

から出て家族全員で逃げることになった。

（３）財産を持ち出すことなく逃げざるを得なかったこと

しかし，このときには自宅にまで火が燃え広がり，床下の防空壕か

ら出て直ちに玄関から逃げ出すことしかできなかった。現金や預金・

国債証書，家財道具などを探し出して持っていく余裕など全くなく，

原告吉貞ら家族は，冬のように寒い夜にもかかわらず，玄関先にあっ
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たわら草履だけを履いて逃げ出すしかなかった。

もし，当時の政府が，家の外の安全な場所への早期避難を認めてい

たら，その間に現金や預金通帳などを持ちだすこともできたであろ

う。空襲警報が鳴ってから米軍機が上空に飛来するまでの間に，十数

分間の時間はあるからである。

特に大阪市内の空襲の場合，和歌山県や徳島県の南方海上で敵機を

発見したらすぐ大阪市内で警報が発せられるので，実際に大阪市上空

へ敵機が到達するまでに十数分の猶予時間がある。大阪府警察局の資

料を見ても，米軍機は３月１３日の２３時１５分頃に和歌山県潮岬付

近から北上し，同日２３時４４分頃から大阪市上空での空襲を開始し

たとされている（甲Ａ１号証８０頁）。この間に３０分近い時間があ

ることから，早期に自宅を離れて避難することが許されていたら，せ

めて家屋は失っても金銭や貴重品を持ち出すことが可能だったはず

である。

（４）「逃げる場所」も「逃げる方法」も与えられない逃避行を強いら

れた

防空壕から飛び出した原告吉貞ら家族は，町中が火に包まれるな

か，どこが安全なのか見当もつかず，あてもなく火の中を逃げるしか

なかった（甲１６号証の１（吉貞陳述書）２～３頁）。

現在ならば，国は「地震や大規模火災の際は，広域避難場所に逃げ

てください」などと日頃から国民に周知徹底をしているが，当時はそ

のような「避難場所」は設定されていなかった。そもそも国は，「国

民は空襲から逃げず，消火活動に従事せよ。」という方針をとったの

で，国民を安全な場所に誘導するという計画も準備などもなかったか

らである。戦時中に，「防空訓練」は繰り返し行われたが，「避難訓

練」が行われたことは一度もなかったのである。
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原告吉貞ら家族４人は，火焔と熱風のうずまくなかを，頭上から降

り注ぐ焼夷弾を避けながら逃げまどった。母は２歳の子（原告吉貞の

弟）を背負い，火の粉がかからないよう頭の上に布をかぶりながら逃

げていた。

（５）空襲の恐怖により感性もが鈍化したこと

原告吉貞は，近所のおばさんが，死んだ女の子を背負って逃げてい

るのを見た。また，街中に焦げた死体が倒れていたり，大やけどを負

った人を無数に見た。黒焦げの瓦礫や木材をまたいで歩いているうち

に，焼死体を踏んでしまうこともあったが，怖いと思う感覚が失せて

いた。空襲の恐怖が人間の感性を鈍らせていたのである。

２ 戦後強いられた苦労

（１）空襲で自宅を失い，残された財産は２つの茶碗だけ

空襲により，原告吉貞の自宅は全焼した。屋根も柱も跡形なく，完

全に焼け落ちていた。原告吉貞は，空襲の半日後に自宅へ戻ったが，

もはや真っ黒の灰と瓦礫があるだけで，焼け跡はまだ熱いままだっ

た。瓦礫から掘り起こした２つの茶碗だけが家族に残された家財とな

った。

空襲後，原告吉貞ら家族は，役所からの指示により滋賀県犬上郡河

瀬村にある寺の境内に仮住まいすることになった（戦時災害保護法に

基づく住宅扶助制度によるものと思われる。）。そこでは寒さや飢え

に苦しみ，空襲時の着のみ着のままであった衣服にはシラミがわい

た。

（２）生活の糧が奪われたこと

原告吉貞は，大阪で空襲を受けるまでは，家族で明るく笑ったり遊

んだりもしたが，空襲によって生活の場所も生活の糧も一挙に奪われ

たのである。当時１３歳の原告吉貞は，親の財産や収入に頼ることも
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できず，自力で職を探して生き抜いていくしかなかった。

（３）まとめ

原告吉貞は，国の誤った指導により，財産を失った。そして，原告

吉貞は，空襲によりすべての財産を失ったことにより，生活の糧を失

うとともに，明るく楽しい家族生活までも奪われてしまい，その後の

人生にずっと暗い影を落とし続けるという損害を被った。

第１６ 原告吉田榮子（原告番号１７）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の平凡だが幸福だった家族との生活

原告吉田は，昭和９年５月３日に大阪で生まれ，１９４４（昭和１

９）年８月ころまで，大阪市の浪速区に住んでいた。

当時，原告吉田は，父彌一郎４９歳，母スエノ４４歳，長男清治２

２歳，長女初子２０歳，次女恵美子１８歳，三女の原告吉田１０歳，

四男の彌６歳，父の弟である叔父九十朗３２歳，叔母国恵２９歳，長

女の八重子６歳，次女の絹子２歳の１１人で暮らしていた（甲Ｄ１９

－２，昭和１４年ころ に撮影した家族写真。第８回吉田４頁）。

父親は，古布を集めて軍事用の頑丈な布を作る工場を営んでいた。

父母は末娘の原告吉田をいつもかわいがってくれ，兄弟も大変仲がよ

かった。

このように，原告吉田は，平凡ながらも多くの家族とともに幸福な

生活を送っていたのである。

（２）原告吉田のみが疎開

１９４４（昭和１９）年８月，戦争が激しくなってきたことから，

家族のうちで幼かった原告吉田のみが，９歳の時，学童疎開として大

阪府岬町淡輪にある父方の親戚に預けられることになった。
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ただ，疎開先から自宅までは，電車に乗って１時間程度であったこ

とから，原告吉田は，毎週土曜日に電車で大阪に帰り，日曜日の最終

電車で淡輪に戻っていた。

ところが，両親と別れて淡輪に戻ると，原告吉田がいつも大声を出

して泣いて疎開先の叔父，叔母の気を悪くしてしまうということから，

頻繁には大阪市内に戻ってはいけないということになった。

このため，１９４４（昭和１９）年１２月末に戻ったのが，父母，

兄弟に会う最後の機会となってしまった。

（３） 空襲時の状況－突然訪れた家族との永遠の別れ

ア 伝えられることがなかった空襲の情報

原告吉田は，大阪大空襲があった１９４５（昭和２０）年３月１

３日も，淡輪で変わりなく生活していた。淡輪からは大空襲の様子

は見えなかったのである。

言うまでもなく，この直前である３月１０日，東京大空襲があっ

たが，新聞などでも「被害僅少」などと報道されるだけであり，１

０万人もの死者が出た恐ろしいものであったことなどは全く報道さ

れず，従って，原告吉田らもそのような状況は知らなかった。

また，大阪市内に空襲があったことも特に大きく報道されること

はなかった。

しかし，人伝に伝わってきたことから，原告吉田は，家族の安否

を確かめるため，淡輪の叔父と一緒に大阪の家を見に行くことにし

た。

イ 一面に広がる焼け野原

電車が大阪市内に近付くと，一面焼け野原が広がっていた（甲Ａ

６９・「１９６頁」写真，空襲後の大阪の風景）。

空襲による破壊のため電車は難波まで行くことはできず，途中か
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ら線路伝いに歩くことになった。

この際見た風景について，原告吉田は「何もかもなくなって，あ

ちこちで水道のお水が噴き出してとまらない状態で，瀬戸物とかガ

ラスが溶けて，そういうものがぐにゃぐにゃになっているところと

か，道もあるようなないような感じ」（第８回吉田９頁）と証言して

いるが，当時１１歳とまだ幼かった原告吉田にとって，壊滅的に破

壊された街を見たショックは計り知れないものがあったといえる。

ウ 親類たちの会話－その後の不幸な人生の予兆

原告吉田が，かろうじて自宅に着くと，やはり家も工場も全焼し

ており，焼け跡に親戚たちが集まっていたが，家族では兄である清

治のみがいるだけであった。

この場で親戚らが話していた印象的なことについて，原告吉田は

次のように証言する（第８回吉田１１頁）。

「この子，今何もわかってないけども，将来は苦労するやろうと言

ってました。それはきっちり頭に残ってるんです」

原告吉田が，この言葉を覚えていたのは，この後，まさにその会

話とおり，原告吉田は苦労したからであると考えられる。

エ 姉初子の遺体との対面

その後，原告吉田は，家族の安否を求めて，近くにあった恵比寿

国民学校に行ったところ，運動場にたくさんの遺体が並べられてあ

った。遺体の上には，トタン板が被せてあり，遺体の顔が隠されて

いた。

原告吉田が，トタン板の下の遺体をひとつひとつ確認していくと，

母親が作った見覚えのあるくつ下をはいている足を見つけた。さら

に遺体の上を見ると，鮮やかなグリーンのおしゃれなオーバーを着

けていた。それは，長女初子に違いなかった。
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原告吉田は，死んだ初子を見て，悲しいというより現実に何が起

こったのかわからないような状態で，その場で呆然としてしまった。

この時の心情について，原告吉田は，「何が起こっているかとい

うことが理解できなかったんじゃないかなと思いますね」と証言し

ている（第８回・吉田１３頁）ところ，原告吉田は，以下論じるよ

うに，戦後も精神的に不安定な状態になっており，理解ができない

ながらも，精神的に大きなショックを受けていたことは明らかであ

る。

オ 恐ろしい遺体，家族の最後－漠然とした大きな不安

その後，原告吉田らは，さらに日本橋国民学校へ行った。そこで

は，講堂に遺体がずらりと並べてあり，焼けたときに燃えたのか，

足を上向けたり，腕を折り曲げたりなど凄い形をした，黒こげの遺

体ばかりであった。

その後，原告吉田は，近所の人から，両親らの最後の様子を聞い

た。その人は，空襲の際，後ろを逃げていた父母が彌，八重子，絹

子を引き連れているのを見たが，道の両側の建物が焼け落ち，進行

方向をふさがれ，見えなくなったと言っていた。

そのことを聞いて，後日，原告吉田の兄がその現場に行ったとこ

ろ，建物が焼け落ちた場所のすぐ近くの喫茶店の中から，両親と彌，

おじ，おば，その娘二人の遺体を見つけた。

おそらく，空襲で道をふさがれた家族は，喫茶店に逃げ込んだが，

その喫茶店も焼け落ちて，そのまま火に焼かれて死んだものと考え

られた。

そのことを兄から聞いた原告吉田は，もう家族に会えないと思う

という悲しみ，無理をしてでも父母たちにもっと会いに行っておけ

ばよかったという後悔と共に，今後どうやって生きていけばいいの
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かという大きな不安に襲われた。

２ 戦後強いられた苦労

（１）戦後の生活－親類の家を「たらい回し」

原告吉田は，１９４５（昭和２０）年夏，１１歳のとき，母の姉の

いる現在の阪南市，貝掛に引っ越した。

しかし，約３ヵ月後，兄が結婚して嫁の家の養子になり，嫁の実家

で住むことになったことから，原告吉田も一緒に面倒を見てもらうこ

とになり，西成区の玉出にある家に引っ越した。

ここでは，原告吉田は，よそ者のように扱われ，大変いづらい思い

をし，可愛がられることもなかった（第８回吉田１７頁）。

１９４８（昭和２３）年３月ころ，兄が離婚したためその家を出る

ことになり，中学１年になった原告吉田と兄は，父の妹のいる阿倍野

区の北畠へ引っ越すことになった。

原告吉田は，叔父夫婦，従兄と原告吉田とその兄の５人で暮らし始

めたが，しばらくして原告吉田に優しかった叔母が亡くなった。

原告吉田が寝ていた部屋に，仏壇がおかていたが，今まで惨たらし

い遺体をたくさん見てきたせいか，火が灯っていた仏壇を恐れ，スト

レスで耐えられなくなり，最後にはご飯も食べられないようになって

しまい，やせ細ってしまった。

このため，原告吉田は，１９４９（昭和２４）年１月ころ，中学２

年の時，この家を出ることになり，母の弟のいる，泉南市の信達の家

に引き取られた。なお，兄はその後，仕事の関係で一人暮らしをする

ようになった。

ここでは，叔父，叔母，子供３人，祖母もおり，原告吉田を含めて

７人の大所帯であった。

原告吉田は，食糧事情が悪い中，食べさせてもらっているという遠
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慮から，家事手伝いを懸命にしながら，学校へ行かせてもらった。

原告吉田は，叔母の顔色をうかがってばかりで，気が休まる日はな

かった。

１９５１（昭和２６）年になって，叔母に，子が生まれたが，叔母

は，自宅で美容院を経営していたことから，原告吉田が子守とともに

家事手伝いをしていた。

原告吉田は，飲み物用やお風呂のための水を井戸に汲みに行き，汲

んできた水を入れ，薪を焚いて風呂を沸かした。風呂は五右衛門風呂

で一人ずつしか入れなかったことから，家族が全員入り終わるまでの

間，原告吉田がずっと，水を足したり，薪を足したりしなければなら

ず休む暇はなかった。

さらに，洗濯物や裁縫もすべて原告吉田の仕事であった。

その他にも，学校から帰ってから，叔母に気を使い，先回りしてあ

らゆる雑用をしていた。

このような状況のため，遊びに行くどころではなかった。

このような中で，原告吉田は，何度も何度も父や母のことを思い出

していた。

（２）中学卒業後

その後，原告吉田は，中学を卒業して天満にある美容学校に一年間

通わせてもらい，１９歳になったころ，淡路の美容院に住み込みで働

くようになった。その後，叔母の頼みで，叔母の店を手伝うようにな

った。

１９５５（昭和３０）年，原告吉田は，２１歳のとき，結婚した。

結婚後も，叔母の店の手伝いをしていたが，数年後には独立して美容

院を開業し，現在に至っている。子供も男の子二人に恵まれた。

ただ，原告吉田は，空襲で両親・家族を失い，自分を親身になって
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考えてくれる者がいない親類の間をたらい回しにされたことについ

て，

「娘のころのようなうれしいとか楽しいとか，そういう気持ちを持っ

たことはなかった」

「思わないように自分の心の中に閉じこめていたというのかな」

などと証言している（第８回吉田２０頁）。

原告吉田は，空襲によって，「家から両親から財産から何もなくな

りました」（戦後の人生について）「すっかり全く別の人生を歩むこと

になった」と証言する（第８回吉田２１頁）。

これらの証言から分かるように，原告吉田は，空襲被害により，１

１人で仲睦まじく暮らしていた生活から，人生が一変し，常に誰かに

遠慮をし，心に大きな傷をかかえての人生となったのである。

（３）まとめ

ア 空襲被害者への補償がないことを多くの人は知らない

あるとき，原告吉田は，現在も年金を受給している軍人の遺族が

客として来た際，同人より，空襲被害者である原告吉田が，墓の花

代ももらっていないことにひどく驚かれたことがあった。

これをきっかけに，原告吉田は，多くの人が，空襲被害者に補償

が全くなされていないことを，知らないのだと知り，「ものすごく

切ない思い，悲しい思い」を抱かずにはいられなくなった。

そのような思いを抱いているさなか，原告吉田は，本訴のことを

聞き，原告になることを決意した。

イ 原告吉田の損害

原告吉田は，代理人からの「この空襲によって吉田さんは何を失

ったのですか」との問いに，「何もかもですね」「家から両親から財

産から何もなくなりました。」と答えている（第８回吉田２１貢）
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ところ，この言葉が原告吉田の戦後の精神的被害の全てを表してい

るといえる。

１１人家族の中で，両親，きょうだいの愛情を受けながら楽しく

暮らしていた原告吉田の生活は，空襲で一変し，戦後は，親戚に遠

慮をしながら，行きたい学校に行くこともできず（第８回吉田２１

貢），常に「うれしい」「楽しい」というような感情を心の中に閉じ

込めるといういびつな精神状況の中で，青春時代を送らざるを得な

かったのである。

また，原告は，命日の墓参りや，彼岸も毎年行っているが，先祖

代々の墓に家族の遺骨が一つもないという状態である。

このように，空襲による被害は，戦時中のみならず，戦後長らく

原告吉田を苦しませ続けており，損害は継続して発生し続けている

のである。

第１７ 原告渡邉美智子（原告番号１８）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況等

原告渡邉は，１９２９（昭和４）年１１月１６日生まれであり，空

襲にあった当時は１５歳で，女学校の４年生であった。

当時の原告渡邉の住所は，大阪市東区玉造町で，両親と弟，妹の５

人家族であった。

両親は，小さな商店を営んでいたが，戦争が激しくなるまでは，家

族全員，楽しく幸せな生活を送っていた。

しかし，戦争が激しくなると，学校では勉強どころではなくなり，

朝９時から夕方５時までずっと作業をする毎日となった。また，時折

軍人が学校にやってきて，竹槍訓練をさせられたり，消火訓練をさせ
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られたりしていた。

原告渡邊の通っていた女学校は，英語教育に力を入れていたが，戦

争の激化に伴い，英語の勉強は全くできなくなっていった。

（２）６月１日の空襲

原告渡邉は，１９４５（昭和２０）年６月１日の空襲（２回目の大

阪大空襲）に遭い，母（当時３９歳）と弟（当時１４歳）を失った。

このとき，父は盲腸で入院中であり，また妹は徳島へ疎開していたた

め，父と妹は無事だったが，一緒にいた母と弟が命を落とした。

ア 原告渡邉が見た目の当たりにした空襲被害

当時，大阪女学院の４年生だった原告渡邉は，学徒動員として大

阪市東淀川区淡路の軍需工場（砲兵工廠）で働いていた。

この日の昼ごろ，警戒警報が空襲警報に変わり，いったん防空壕

へ避難したが，焼夷弾が降り注ぐ地響きの音に震えていた。

その後，空襲警報が解除された後，工場へ戻ると，工場の責任者

から「大阪市内で空襲があった。大きな被害が出ているようなので，

早く帰ってください」と言われたので，電車を乗り継いで自宅へ向

かおうとしたものの，電車は止まっていて，仕方なく歩いて帰った

が，その途中，血を流して倒れている人，爆風で吹き飛んだマンホ

ールの蓋の下敷きになって死んでいる人などを見た。

ところが，自宅近くの駅から出ると，自宅のある西側はすでに，

一面の焼け野原で，方々ら黒煙がたちのぼり，ぶすぶすとくすぶっ

ていた。歩いて帰ろうにも，アスファルトの道路が熱くて歩けず，

家にたどり着ける状態ではなかった。

ひとまず入院中の父を訪ね，その日は病院に泊まった。しかし，

その病院には，その後空襲による負傷者が次々に運び込まれてきた

ため，父はやむなく翌日のうちに退院させられ，森之宮の小学校へ
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避難することになった。

イ 空襲により母と弟が亡くなったこと

その次の日ころ，病身の父を知人の山田氏に預けて自宅のあった

場所へ行き，母と弟を探したが，自宅は跡形もなく焼け落ちていた。

そして，自宅の中にあった防空壕で，真っ黒になった母と弟の焼死

体と対面することになった。

母と弟は，家の中の防空壕の中で，真っ黒焦げの状態で焼け死ん

でいた。

当時，原告渡邉の家にも防空壕を作っていたが，防空壕と言って

も，部屋の中の床板を外して小さな穴を掘り，再び床板を載せる，

といった非常に簡素なもので，実際には何の役にも立たなかったの

である。

弟の遺体は，当初，それが弟かどうか分からない状態だったが，

衣服につけていた白布に記載された名前・住所・血液型を見て，初

めて弟であることが分かった。

原告渡邉はこのとき，呆然と立ち尽くしながら，「なんでこんな死

に方せんならんかったのやろ。逃げれんかったんかな」と思った。

そして，その場に思わずしゃがみ込み，涙が止まらなかった。

原告渡邉は，素手で母と弟の遺体を焼いた。帰宅してから，その

手が荒れていることに気がついた。

原告渡邉は，母と弟の遺体を見つけたときのショックや，遺体を

焼いたときの匂いは今でも忘れられないという。

空襲にあったときの母と弟は，「水がほしい・・・」と言い続け，

苦しみながら息を引き取ったと，あとで聞いた。

（３）６月７日の空襲

６月１日の空襲で母と妹を失い，悲しみの対面を果たした後，原告
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渡邉は，森ノ宮に住んでいた山田氏の好意で，山田氏の家に数日間ほ

ど居候させてもらっていた。

ところが，その山田氏の家も，６月７日の空襲で焼失してしまった

のである。

この日，再びやってきたＢ２９の大群は，多数の焼夷弾を大阪の空

にばらまいた。そして，多数の焼夷弾が，次々と山田氏の家の窓を突

き破り，家の中まで入ってきたのである。焼夷弾は，原告渡邉が座っ

ていたいすの上にも落ちてきて，まもなく家中が炎を上げて燃え始め

た。

原告渡邉と父は，焼夷弾が雨のように降り注ぐ中，山田氏一家６人

と一緒に，山田氏の親戚を頼って，近鉄大阪線の弥刀駅まで，皆でリ

ヤカーを引いて避難した。

２ 戦後強いられた苦労

（１）経済的に余裕を欠いた生活を強いられたこと

戦後３年間くらいの間，まだ父の盲腸の状態がよくなかったので，

父の実家から援助を受けて，辛うじて糊口をしのぐ生活をしばらく続

けた。しかし，父の実家の援助だけではやはりの生活は苦しく，買出

しに行かないと暮らせない状態であった。

終戦から２年くらい経ったころになってようやく，父が再び包帯材

料などの販売を再開したが，経済的な余裕はなかった。

（２）英文ライターの夢を断念せざるを得なかったこと

原告渡邉自身は，戦時中は学校で全く英語の勉強ができなかったた

め，卒業後に英文タイプライターの養成課程に通うなどしたが，実際

に英文タイプライターとして仕事をしていくには十分ではなく，それ

以上勉強を続ける余裕もなかったことから，英文タイプライターの道

を断念し，雑誌の仕事についた。
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（３）まとめ

このように，原告渡邉は，６月１日の空襲で母と弟を失い，しかも

悲惨な焼死体と対面したわずか数日後，再び大空襲にあい，降り注ぐ

焼夷弾の中をかいくぐって逃げるという体験をしたのである。

そして，原告渡邉は，この空襲被害のせいで，家族を失い深い悲し

みに包まれるとともに，自らも夢を断念せざるを得なかったなど，人

生そのものを大きく狂わされるという損害を受けたのである。

第１８ 原告永井佳子（原告番号１９）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告永井は，１９３２（昭和７）年１月１１日に生まれた。

戦前，原告永井は，会社員の父親，女学校の家庭科の先生をしてい

た母親，二人の兄（大正１３年生，昭和２年生），と原告永井という

家族で暮らしていた。

ただ，１９３８（昭和１３）年，父親が召集され中国に行き，そ

の後，原告永井が，小学校５年生の頃まで帰ってこなかったが，帰

国後に復職した。母は，１９４０（昭和１５）年頃，仕事を辞め，

それ以後は専業主婦として自宅にいた。

１９４４年（昭和１９）年，原告永井は，現高津中学校の前身であ

る清水谷高等女学校に進級し，大阪市此花区の家から，学校までは電

車通学をしていた。

兄とも仲が良く，学徒動員で戦地へ向かう兄を見送った後，登校し，

学校の先生に「兄の出征を見送ったので遅れた。」と報告をする際に，

気が緩んで思わず泣いてしまったほどであった（甲Ｄ１９号証１貢）。

戦争下という状況ではあるものの，このように，原告永井は，現代
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で幸せに暮らす家族と同様に，両親，兄弟に恵まれ，大切な家族に囲

まれた生活を営んでいたのである。

（２）空襲に備えた訓練や教育について

１９４３（昭和１８）年頃，防火訓練が町内会で行われた。

夜に少しでも明かりが家から漏れていると「灯が漏れているぞ」と

外から大声で注意されるようになった。

また，１９４４（昭和１９）年４月前後頃，原告永井家族も自宅に

防空壕を作ることになった。これは，畳１畳くらいの面積で，深さ１

メートルの穴を掘って，ぐるりと支柱を立てて，板を張った上に土を

かぶせるのである。このように各戸で作った防空壕については，隣組

の組長がチェックした。

防空壕には，米・衣服などの日常生活品を緊急物資として入れてお

き，警戒警報の次の空襲警報が発令されたらそこに入ることになって

いたのである。

原告永井を含む多くの国民は，当時，爆弾を落とされるとは思って

いたが，人の住んでいるところには落とさないと考えていた。

空襲の本当の恐ろしさいついては，自分が経験するまでは全く分か

らなかったのである。

原告永井は，１９４４（昭和１９）年４月，女学校に入学したが，

学校でも，空襲に向けた様々な訓練をさせられた。

例えば，縄をはたき状態にして水につけて焼夷弾をはたくよう，訓

練を受けた。

原告永井は，焼夷弾がいかなるものかという知識すら教育されてい

なかったので，その訓練が有効であるのかさえ分からなかった（第９

回永井４貢）。

なお，後に現実に焼夷弾攻撃を受けた時には，このような訓練がい
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かに荒唐無稽で無力なものかを思い知ったのである。

（３）空襲の情報

原告永井は，３月１３日の大阪での空襲について，新聞等で認識を

していたものの，その内容は，「被害は僅少で，すぐに反撃に転ず」

というようなものであった。そこで，原告永井は，３月１３日の空襲

を「ちょっとした火事」程度のものであると考えており（第９回永井

５貢），６月１日の空襲も悲惨なものとなるとは思っていなかった。

（４）空襲被害

ア 身体的損傷

原告永井が，空襲被害にあったのは，１９４５年（昭和２０年）

６月１日午前９時のことである。

原告永井が，学校の校舎にいると，まず，警戒警報が鳴り，その

後，すぐに空襲警報に変わった。

しかし，その状況でも，原告永井は，まさか本当に空襲被害には

遭わないだろうと遊び半分という気分で避難をした（第９回永井６

貢）。なぜなら，前述のように，ラジオや新聞では，３月１３日の大

阪での空襲について「被害は僅少で，すぐに反撃に転ず」というこ

としか報じられていなかったからである。

そのような，気持ちで，友人と話をしながら防空壕に入って座っ

ていると，いきなり，「ザアっ」という音がし，その後地揺れがし，

火の玉状のものが目の前に落ちてきた（第９回永井７貢）。と，同時

に炎上し，防空壕の中は真っ赤になった。ただこの場から逃げなけ

ればならないと思い浮かんだ（第９回永井７貢）原告永井は，近い

出口から地上に出ようとしたが，すでに爆撃で出口がふさがってい

たため，もう一方の出口から出ようと判断し，もう一方の出口に向

かった。もう一方の出口には，地上にでるための行列ができており，
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生徒が順々に地上に這い上がっていった。地上に出る順番を待つた

めに並んでいる際，原告永井は，とにかく早く地上にでなければ死

んでしまうと焦ったことを記憶している。

なんとか地上に這い出ると，校庭中にろうそくの先端を切ったよ

うな火の玉が足の踏み入れる場もないほどにたくさん存在し，火の

海のようになっていた（第９回永井８貢）。

地上に這い出た後，原告永井は，そこに立っていたら自分が燃え

てしまうのではないか，とにかくこの場所から離れなければならな

いと考え，他の人々が歩いていく西の方向に泣きながら歩いた（第

９回永井８貢）。

歩いている途中で，警防団員らしき男性に，重度のやけどを負っ

ていることを指摘され，町医者に連れて行ってもらったが，そのま

ま意識を失った（第９回永井９貢）。具体的には，背中，両足，手に

重度のやけどを負った（第９回永井１２貢）。

その後，意識は戻ったものの，医師が，母親に「これだけの大や

けどをしていたら余程の体力がない限り生命は保証できない，今夜

が山場です」と伝えており，原告永井のやけどがいかに重度のもの

であったのかは推測に難くない。

このような大やけどで入院をすることになったが，印象的であっ

たのは，病院のベッドの中での出来事である。

戦時中は，灯火管制が敷かれており，夜間に窓を開けることは固

く禁止されていたのであるが，原告永井は，生死の淵をさまよう中

で，病室の窓を開ければ，命が助かるのではないかという気持ちに

なり，母親に病室の窓を開けるよう頼んだのである。その際，原告

永井は，「外の明るさが自分を救ってくれるのではないか」と思った

（第９回永井１０貢）。



92

このように，灯火管制の中，夜間に窓を開けることの意味を十分

に理解している原告永井が窓の外の明るさに一筋の希望を見出し，

窓を開けるように頼む精神状況に追い込まれたことは，平穏な日常

を歩んできた原告永井の肉体的被害，精神的被害がいかに大きかっ

たかを表しているといえる。

イ 居候先での体験

原告永井は，その後，病院が空襲被害を受けたことで，強制退院

させられ，現在の東大阪市の叔母の家に疎開した。その疎開先で，

原告永井は，空襲による機銃掃射を受けた。

すなわち，原告永井が警戒警報を受けて，母親と村の防空壕に入

れてもらおうとしたところ，村の住人から「よそ者ははいらんとい

て」と言われ入れてもらえなかった。そこで，やむなく防空壕の側

で立っていたところ，艦載機が，パイロットの顔が見えるほど近く

に接近し，原告永井は死を覚悟した。結局原告永井が攻撃されるこ

とはなかったものの，多大な恐怖を受けた。また，防空壕に入るこ

とを拒否され，人間の心の冷たさにショックを受け人間不信となっ

た（第９回永井１１貢）。

ウ 財産的被害

原告永井の自宅は，６月１日の空襲で，全焼した（永井陳述書６

貢１２行目）。これにより，原告永井は居住の基盤を失い，知人や叔

母の家で居候をせざるを得ない状況に追い込まれたのである。

２ 戦後強いられた苦労

（１）空襲による精神的苦痛

原告永井は，終戦を迎えるにあたり，「もっと早く戦争が終わって

いればこんなひどい火傷を負わずに済んだのに」と悔しく思った。

また，空襲によって家を失ったため，家族は貧困生活を強いられる
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こととなり，父は，心労から胃潰瘍となり，医者にかかる費用もない

まま，５５歳で死亡した（永井陳述書８貢２行目）。空襲で財産をな

くしていなければ，このようなこともなかったはずであり，原告永井

は，間接的にこのような形でも空襲の被害を受けたと言える。

（２）差別による精神的苦痛

原告永井は，火傷を負ったことでケロイドが残り，それに対する世

間の差別により多大なる精神的苦痛を負うことになった。空襲により，

家を失ったため，戦後は借家住まいであったが，内風呂がなく，銭湯

に通わなければならなかった。しかし，空襲でケロイドがある人は珍

しかったのか「あの子，皮膚病やから近くに寄ったらあかんで」とさ

さやく声が聞こえたり，「あんな皮膚病の子をこんな早い時間に入れ

んといて，しまい湯ぐらいに入れて」と銭湯の客が，番台の人に言う

声を聞いたこともある。

また，電車に乗っていると，原告永井の隣に座っていた男性が，原

告永井の手のケロイドを見て，いきなり席を立って行ってしまうこと

もあった。結局，原告永井は，結婚をし，子供ができるまで，腕のケ

ロイドを隠すため，夏の暑い日にもずっと長袖の服しか着たことがな

かった。また，足にもケロイドがあるため，スカートをはいたことも

なかった（甲Ｄ１９の２）。

このような経験をする中で，原告永井は，自分は好き好んで火傷を

したわけでもなく，原告永井のような人の犠牲のうえに，他の人々の

平和な生活が成り立っているのではないかと思い，腹立たしく感じた

（第９回永井１２貢）。

そして，このような差別を受けることで，空襲の時に助けてくれな

かった教師を恨み，ひねくれてしまい，誰も信じることができず，周

囲にも反抗をするようになってしまったのである（永井陳述書７貢）。
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空襲の被害がなければ，原告永井が精神的に不安定になることはなく，

空襲被害は戦後も，原告永井の精神状態に多大な影響を与えたといえ

よう。

（３）まとめ

以上のように，原告永井は，空襲により，身体的な被害を受けると

ともに，空襲の被害により多大な被害を受けた。

そして，その身体的な被害により，戦後には差別を受け続け，また，

精神的な被害を克服することができず，人間不信となってしまった。

仮に，被告国が，原告永井に対し，他の戦争被害者と同様に補償を

していれば，原告永井が現在のような損害を被ることもなかったとい

える。にもかかわらず，戦後，６５年以上にわたり，被告国は，原告

永井らに対し何らの補償も行ってこなかった。このような被告国の対

応が，原告永井の被害を拡大し続けていることは明らかである。

第１９ 原告田中正枝（原告番号２０）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告田中は，１９３９（昭和１４）年４月１２日，当時の大阪市東

区で生まれた。空襲当時の原告田中の家族は，祖父澤登源之助（当時

６４歳），祖母澤登ヒロ（当時６４歳）父澤登源一（当時４０歳），母

澤登静（当時３５歳），私正枝（当時５歳）の５人であり，東区の家

に住んでいた。

原告田中の祖父源之助は，自宅に店舗を構えて絹糸染の染物屋を営

んでいた。同人は，昔，兵として日露戦争に従軍していたこともあっ

て，在郷軍人会の理事や，地域の隣組の役員をやっていたので，地域

の人達の信頼が厚かった（第９回田中４頁）。
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原告田中の父源一は，源之助と一緒に染物屋を営んでいた，源一は，

もともと病弱だったので軍隊に召集されることはなく，一度，呉海軍

工廠へ徴用されたことがあったが，しかしそこでも体を壊して６カ月

で徴用解除になり，家に戻って再び染物屋を営むようになった。

原告田中の母静は，近所の住人と一緒に，国防婦人会という組織に

所属していた。当時の静は，時折，「国防婦人会」と書かれた白い襷

を掛けて外出し，大きなハタキのようなものを用いて焼夷弾の防火訓

練をしていた（第９回田中３頁）。

原告田中は，空襲当時はまだ学校には通っておらず，近所の友達と

一緒に遊んでいたが，近所に作られていた壕で戦争ごっこをよくして

いたことを記憶している。

原告田中の家は，染物屋の店舗と自宅が一緒になっていたが，自宅

の表の間の床の下のところに，家族全員が入れるか入れないかという

くらいの大きさの防空壕が掘られてあった。しかし，源之助がこのよ

うな壕では熱で焼け死んでしまうと考え，避難警報が鳴ると近くの大

きなビルの地下室に避難するようにしていた。家の壕には，お米を保

管していたり，陶器を入れていたりしていた（第９回田中４頁，５頁）。

（２）空襲時の恐怖体験

ア 地下室への避難

原告田中一家は，３月１３日の大空襲により被災した。

同日は，原告田中が眠りにつこうとすると警戒警報が鳴り，源一

と祖母ヒロと一緒に家の近くの大きなビルの地下室に避難した。静

は，国防婦人会の人達と消火活動をするために出て行き，一緒に避

難しなかった。源之助も，警防団の関係で避難誘導をするためか，

原告田中らとは一緒に避難しなかった。

原告田中らは，ビルの地下室で避難するも，しばらくすると警戒
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警報が解除になるため家に帰ったが，再び警戒警報が鳴って避難す

るということを繰り返していた。そして，そのようなことが何回か

続き，警戒警報が鳴って地下室に避難したとき，いよいよ空襲警報

に変わって空襲が始まった。

イ 地下室からの避難

原告田中らが避難した地下室は避難してきた人が一杯になってい

た。外は徐々に空襲が激しくなっていき，空襲が激しくなるにつれ

て，天井の空気抜きの穴から少しずつ煙が充満してきて，ついに数

十センチ先の視界も遮られるような状況になっていった。地下室の

中は煙で息も苦しいような状況であり，さらに，その穴からバラバ

ラと火の粉が入ってくるような状況であった（第９回田中７頁）。原

告田中は，いつ焼夷弾が落ちてこないか不安で溜まらなかったこと

を記憶している。

地下室の中の誰かが，息苦しくなってきたのを我慢できず，「出よ

う！このままでは窒息死してしまう！」と叫び，多くの人が一気に

出口に殺到した。しかし，その時，出口付近で「ズシン！」ととて

つもない地響きがしたので，みんなあわてて戻ったりするなど，地

下室の中は空襲でほとんどパニック状態になっていた。

そのようなことがしばらく続いた後，地下室はいよいよ煙が濃く

なった。原告田中はついに息が苦しくなってきたので，源一とヒロ

とともに地上に出た。

ウ おさまらない空襲に耐え続けるしかなかったこと

地上に出ると，周りは一面火の海で，空襲が起きる前からは想像

すらできない地獄絵図であった。空襲の炎の熱が凄まじく，原告田

中が防火用水に浸した毛布を被って蹲っていたが，すぐに防火用水

が乾いてしまうくらいであった（第９回田中８頁）。そのような中，
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原告田中は源一とヒロの３人で，じっと耐える他ない状況であった。

原告田中らは，夜明けころになるまで空襲に耐え続け，空襲がお

さまった後は，家族を探しに近くの小学校に行った。原告田中らは，

しばらくすると，源一と静に会うことができた。その後，原告ら家

族は，南田辺に住む叔父の家に行き，助けを求めた。

（３）空襲により家を失ったこと

空襲から２，３日後，源一と静が，家がどうなっているのかを念の

ために確認しに行ったところ，家は空襲で跡形もなく焼失してあった

（第９回田中１１頁）。家の防空壕の中に保存していた米は焼け焦げ

た状態で，陶器類は全て割れたり溶けたりしていたのである。

原告田中ら家族は，空襲により，生活の基盤である家を完全に失い，

大阪を出て生活することを余儀なくされたのである。

２ 戦後強いられた苦労

（１）近江八幡で厳しい生活を強いられたこと

原告田中の家族は，南田辺に住む叔父の家を出て，源一の出身地で

ある滋賀県の近江八幡へ，源一の兄を頼って行った。源一の兄は，原

告田中の家族のために近くに家を借りてくれた。

ただ，原告田中の家族は，近江八幡での生活は大変厳しいものであ

った。源一は当時６５歳の高齢で，新しい仕事に就くことはできず，

源一ももともと体が弱かったせいで，なかなか仕事が見つからず，収

入がほとんどない状況であった。そして，原告田中の家族は近江八幡

に来てしばらくした後，生活保護を受給せざるを得ない状況になった。

原告田中の家族は，生活保護を受給してろくに食べるものもない状況

が続いたのである。

（２）家族が元気を失ったこと

さらに，原告田中の家族は，地域のつながりがなくなって一気に元
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気がなくなった。特に，源一は，地元大阪では町の人から尊敬されて

いたこともあり，毎日のように，空襲の被災を「ああ，空襲がなかっ

たらなあ，戦争がなかったらなあ。」と言っていた（第９回田中１２

頁）。

静も，近江八幡の生活が苦しかったこと，大阪での生活が充実して

いたことから，とにかく大阪に帰りたいと言っていた。

源一は，大阪にいた頃は商売が順調だったが，近江八幡に来てから

は仕事がほとんどなかった。一度，紡績工場の電動部で仕事をしたが，

感電して危険な目に遭ったこともあった。その後，源一は乾物の行商

等をしたり，映画館で仕事をしたり，今までと勝手の違う仕事で非常

につらい思いをしていた。

（３）祖母が亡くなったこと

そのような生活状況の中，１９５７（昭和３２）年の秋，ヒロが亡

くなった。そして，ヒロの後を追うようにして，源一が亡くなった。

源一は，空襲の被災を「悔しい」と言い続け，さらに，引揚者には補

償が出たという話を耳にしており，同じ全財産を失ったと言う点では

原告棚からの家族も引揚者も同じ達であるにもかかわらず，国は政策

上異なった扱いをすることに対する憤慨の気持ちを吐露していたの

である（第９回田中１３頁）。

（４）まとめ

原告田中は，空襲により，家族の基盤である家という財産を奪われ

るとともに，人間関係その全てを奪い去られてしまうことになったの

である。そして，原告田中の家族は，近江八幡で苦しい生活を余儀な

くされ，失意のうちに亡くなっていったのである。その苦しみは，原

告田中の心にも深く刻み込まれており，まさに今もなお消えることの

ない原告田中の損害なのである。
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第２０ 原告奴井利一郎（原告番号２１）の被害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告奴井は，１９４２（昭和１７）年３月１３日，大阪府堺市で生

まれた。空襲当時の家族は，両親，姉３人（長女峯子，次女光子，三

女孝子），叔父，叔母の８人であり，堺市で暮らしていた。

当時は，戦争中で食料が乏しく空腹で苦しんでいたが，原告奴井は，

大好きな母や姉に甘えたり，近所の同世代の子どもたちと一緒に遊ぶ

など，普通の楽しい生活を送っていた。

しかし，原告奴井が３歳のとき，１９４５（昭和２０）年７月１０

日の堺市の空襲により，母と２人の姉を亡くしてしまい，また原告奴

井自身や家族も火傷を負うなど，普通の楽しい生活は打ち砕かれた。

（２）７月１０日の空襲

ア 大好きな母親に寄り添い防空壕に避難したこと

１９４５（昭和２０）年７月１０日の未明，原告奴井は，いつも

のように自宅で寝ていたところ，空襲警報が鳴り出したため，「おい，

防空壕に逃げろ」と言われ，叔父に背負われて，自宅から５０メー

トルほど離れた自宅の南東側にあった防空壕へと逃げ込み，大好き

な母の横で，黙って，恐怖に怯えながら座っていた。

防空壕の中にいた原告奴井は，四方で焼夷弾が落ちてくる音を聞

いて，自分が入っている防空壕にも焼夷弾が落ちてくるのではない

かと思い顔をこわばらせていたところ，今までに聞いた音よりもは

るかに大きな音を立てて，原告奴井が避難していた防空壕の上に焼

夷弾が落下してきた。

イ 母親に抱えられて防空壕から逃げ出したこと
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すると，防空壕の入り口が燃え上がり，防空壕の中に煙も充満し

てきたため，原告奴井の横にいた母は，原告奴井を抱え上げ，強く

燃え上がる防空壕の入口から出て，防空壕から少し離れた東側のお

寺の方へ逃げ込んだ。防空壕の外は，まるで火の海のような光景で

あり，これまであった建物が焼け焦げてなくなっていたことや，多

くの人が叫びながら逃げる姿に，原告奴井は，驚きとショックを隠

すことができなかった。

（３）空襲による原告奴井の負傷

原告奴井は，母に抱えられて防空壕から逃げ出すときに，その入口

で強く燃える炎により，左腕，左脇腹，左足など，体の左半身に大火

傷を負った。また，焼夷弾が落ちてきたときに，焼夷弾の破片が背中

の中心部分に当ったため，背中にも傷を負った。背中の傷口は，血で

黒く固まり，まるで親指で強く押したかのようにへこんでおり，この

火傷の跡や背中の傷は今もまだ残っている。

（４）空襲により母が亡くなったこと

原告奴井の母は，原告奴井を抱いて防空壕から逃げ出すときに，体

のほぼ全身に大火傷を負い，それが致命傷となり，日赤病院で７月１

６日に亡くなった。原告奴井は，母の顔が真っ赤になって皮が焼け焦

げていて，着ている衣類も焼け焦げてボロボロだったことを忘れるこ

とができず，また，看護婦が，病院で，大火傷している母の頬をピン

セットで持って行くという光景が今でも目に焼き付いている（第８回

奴井８頁８行目以下）。

原告奴井が母と最後に話をしたのは，防空壕の中に入るときであり，

それ以降は，母が日赤病院に運ばれてからも話をすることができなか

った。しかし，原告奴井は，母が恋しく，日赤病院のベッドで寝てい

る母の顔を見ており，また，母も原告奴井のほうをしっかり見ており，
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まるで「自分はもう死ぬのでいい，そやけどもあの子だけは助けてほ

しい」と願わんばかりの表情だったとのことである（第８回奴井８頁

１９行目以下）。その後，間もなく，母は原告奴井の知らない間に亡

くなっていったが，原告奴井としては，母が亡くなる前にもっと話を

したかったし，母の愛情がもっと欲しかった，親孝行もしたかったと

いう思いが強く，今でも無念でならない。

（５）空襲により姉らが亡くなったこと，負傷したこと

長女峯子は，脇腹あたりに火傷を負い，空襲から約１ヶ月後の８月

１６日に，日赤病院で亡くなった。峯子が病院に運ばれたとき，医師

からは入院していれば大丈夫だと言われていたにもかかわらず，症状

が日に日に悪化し手遅れになってしまい，まだ１８歳という若さで亡

くなってしまった。

次女光子は，左腕の内側に大火傷を負ったが，母や他の２人の姉妹

よりも軽傷であったため，命までは奪われなかった。それでも，光子

の左腕には火傷の跡が今でも残っており，若いころには，火傷の跡を

気にして，火傷の跡がわからないような洋服を選んで着ていた。

三女孝子は，防空壕から逃げ出すときに，防空壕の入り口で燃え上

がる炎により，体半分に大火傷を負った。髪の毛もほとんどなくなっ

ており，近所の人も，孝子だとは分からないほどの大火傷を負い，ま

だ８歳という若さで亡くなってしまった。原告奴井も，孝子の髪の毛

が燃えてなくなっていた姿や，体中が燃えていたことは，その姿の残

酷さゆえに，今でも印象に残っている。

２ 戦後強いられた苦労

（１）母親を失ったことによる悲しみ，悔しさ

原告奴井は，大好きな母親や姉を空襲で失い，とても寂しい思いを

強いられた。原告奴井は空襲時まだ３歳と幼く，非常に甘えん坊で，
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いつも母にくっついていたため，母がいない生活は耐えることができ

なかった。そのため，近所の子どもたちが，親子で歩いている姿を見

ると，「何で自分は母親がないんだろう，お母さんがおればこんな目

に遭わんでもいいのに。」（第８回奴井１０頁１６行目以下）と近所の

子どもたちが羨ましかった。そして，原告奴井は，母親を失ってから

今までただの一度も母親を忘れたことはなく，毎日思い出す（第８回

奴井１０頁２５行目以下）。

（２）傷痕を理由にいじめられたこと

原告奴井本人も，空襲で左半身に大火傷を負ったため，小学校の月

１回の身体検査の時に，友達に傷跡を後ろから指で突かれ，足でけら

れ大変な目に遭った（第８回奴井５頁２４行目以下）。原告奴井は，

当時のことを思い出すと，今でも悔しさで涙がとまらない。

（３）まとめ

原告奴井は，空襲により，母，２人の姉という大好きな家族を亡く

すとともに，自らも大火傷を負い，甚大な被害を受けた。そして，家

族を亡くした原告奴井は，戦後もその悲しみや悔しさが癒えることは

なく，常に家族からの愛情に飢えながらの生活を強いられ，家族から

の愛情を受けたかったと今でも嘆き悲しむ。

このように，原告奴井が心身に負った傷は，一向に癒えることはな

く，今もなお悲しさや悔しさに満ちた生活を強いられるという損害を

受けたのである。

第２１ 原告萩原敏雄（原告番号２２）の損害

１ 空襲による被害

（１）空襲前の状況

原告萩原は，１９３３（昭和８）年５月１８日に鹿児島県で生まれ，
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１９４５（昭和２０）年８月６日の襲撃当時，宮崎県都城市で，義父，

母，兄弟３人，義兄弟３人と暮らしており，家族で楽しく話をしたこ

とや，兄弟や近所の友達と楽しく遊んだことなど，ささやかながら，

たくさんの楽しい思い出があった。

また，原告萩原は，当時１２歳の小学６年生であり，家の手伝いを

しながら，小学校にも通っていた。

（２）空襲により左足を失ったこと

ところが，１９４５（昭和２０）年８月６日の昼１２時ころ，いつ

ものように鳴り響いていた警戒警報が，空襲警報に変わったため，原

告萩原は，急いで押し入れの中に逃げ込み隠れていたところ，大きな

音を立てて低空飛行する米軍のグラマンの銃弾が，原告萩原の左足の

下腿部を貫通した。

その後，原告萩原は，家族に病院に連れて行ってもらったが，この

ときはまだ足が痛いという感覚はまったくなかったものの，医師は，

原告萩原の左足の下腿部の負傷状況を診て，左足を切断した。

左足を失った原告萩原は，その日のうちに自宅に帰ったが，その夜

になって，切断された左足が急に痛み出し，「痛い痛い。」と大声をあ

げて，泣き叫んだ。しかし，戦時中で家族も皆疲弊しきっていたこと

もあって，誰も原告萩原にかまうことはなく，原告萩原は，一人で痛

みをこらえて毎晩泣き叫んだ（第９回萩原４頁１１行目以下）。

このときの原告萩原の痛みは言葉にならないものであり，また，そ

の痛みは誰にも分からない痛みでもあり，原告萩原はひとりで苦しい

思いをした（第９回萩原４頁１７行目以下）。

２ 戦後強いられた苦労

（１）左足を切断されてからの原告萩原の生活

原告萩原の切断された左足は，日が経つに連れて，その痛みは増す
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ばかりであった。そのため，原告萩原は，左足を失ってから約１ヶ月

は寝たきりの生活を強いられた。それでも，原告萩原は，「やっぱり

歩きたい。」（第９回萩原５頁９行目），「家が貧しかったので，母親な

んかに苦労をかけたくないし，早いこと歩いて働きたい」（第９回萩

原５頁１１行目以下）という思いで，左足を切断されてから約 1 ヶ月

後には，柱まで這って行き，両手でその柱を強く握って歯を食いしば

り，１時間から２時間かけて何とか立ち上がった（第９回萩原４頁２

６行目以下）。

そして，原告萩原は，何とか立ち上がることができるようになった

ため，一本杖を使って，都城市の中心街まで，約３キロの距離を歩い

て傘張りの仕事に通うとともに，家の手伝いも始めた。しかし，左足

を失った原告萩原にとっては，歩いて傘張りの仕事に通うことは大変

な苦痛であった（第９回萩原７頁３行目以下）。

また，原告萩原は，左足を失う前のようには，家の手伝いをするこ

とができず，大変苦労した。特に，左足を失った原告萩原にとって，

風呂の水入れや水溜めといった手伝いは，水をくみ上げて，水が入っ

た重たいバケツを片足でケンケンしながら運ばなければならないた

め，大変苦痛であった（第９回萩原５頁２６行目以下）。

（２）左足を失ったことによる差別や偏見

原告萩原は，左足を失ったにもかかわらず，２０歳になるまでは義

足はもらうことはできなかった（萩原第９回８頁１４行目）。そのた

め，原告萩原に左足がないことは誰の目にも明らかであり，いろいろ

な人から差別を受け，ひどい言葉を浴びせられた。

例えば，友人や小さな子どもから，「片足がない。」「チンバ。」と馬

鹿にされ（萩原第９回７頁２２行目），幼なじみの女性に結婚の申し

込みをしても，「チンバが何を言ってるか。」と断られ，それ以外にも，
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原告萩原の左足を見て振り返る人や，「あの人は足がない」と言われ

るなど（萩原第９回７頁２２行目以下），原告萩原は精神的に多大な

苦痛を強いられた。

それでも，原告萩原は，そのような酷い言葉を浴びせる心ない人々

に対して何か言い返すことはなかった。それは，原告萩原自身が，弱

い立場にあったからである，すなわち，原告萩原には左足がなく，人

に助けてもらわなければならない立場であったため，言い返すことが

できなかったのである（萩原第９回８頁２行目以下）。その結果，原

告萩原は，悔しい思いを強いられたが，その悔しさは計り知れないも

のがある。

（３）義足装着後も続く苦痛

原告萩原は，２０歳のころ，義足をもらい，以前よりは歩きやすく

なり，左足を失ったことが少し分かりにくくなったが，それでも原告

萩原に対する差別や偏見はなくならず，原告萩原の苦痛が和らぐこと

はなかった。そこで，原告萩原は，新たな生活を目的として，大阪に

出ることを決意した。

その後，原告萩原は，大阪に出てきてから，紳士服の仕立て，ねじ

の製造会社での勤務など，さまざまな仕事を経験した。しかし，ねじ

工場での仕事は立ちっ放しの仕事で，重い物も運ばなければならなか

ったため，義足の原告萩原にとっては容易なものではなく，同僚の助

けを得て何とかこなしてきた（萩原第９回１０頁１６行目以下）。し

かし，同僚からは，「年だけ食うて何もわからんのか」などと非難を

浴びせられ，心を痛めることもあった（萩原第９回１０頁２６行目）。

また，原告萩原は，義足を装着しても，左足が不自由であることに

変わりはなく，階段の上り下り，自転車の運転などに苦心するととも

に，常に躓かないように，滑らないようにと細心の注意を払わざるを
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得ず，歩くことには人一倍苦労している（萩原第９回９頁９行目以下）。

さらに，会社内の慰安旅行等に参加しても，原告萩原は，歩くこと

が不自由であるため，皆が観光している間もバスの中で留守番を強い

られ，旅行を楽しむこともできず，一人寂しい思いを強いられた（萩

原第９回１１頁１０行目以下）。

（４）経済的困難を強いられたこと

原告萩原は，これまで左足を失い，不自由な体であったにもかかわ

らず，必死で働いてきた。その働きようは誰にも負けないものであっ

たが，それでも他の従業員に比べると給料が少なく，経済的困難を強

いられた。

そのため，原告萩原は，他人が言わば日常的に行う外食や，旅行が

「贅沢」であるとして，戦後６６年間謹んできた（萩原第９回１２頁

４行目以下）。

原告萩原は，現在，東大阪市の自宅で，妻，娘，孫娘夫婦と５人で

暮らしており，月６万円の障害年金と娘からの援助で家計をやり繰り

しているが，それでも経済的に非常に困窮している。

（５）まとめ

以上のように，原告萩原は，空襲により，左足を失うという被害に

遭った。そして，原告萩原は，左足を失ったことにより，周りから心

ない差別を受けるとともに，日常生活が大きく制約される日々を強い

られた。

その結果，原告萩原の戦後の生活は，精神的にも肉体的にも，さら

には経済的にも多大な不利益を強いられ，原告萩原の人生そのものが

奪われるという損害を受けた。

第２２ 原告森岡惇（原告番号２３）の被害
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１ 空襲による被害

（１）空襲前の家族状況等

原告森岡は，１９３２（昭和７）年５月の生まれである。空襲で被

災するまで，両親の愛情の下，良好な家庭環境で生きてきた。

しかし，１９４１（昭和１６）年に太平洋戦争が始まり，父のとこ

ろにはその前年の１９４０（昭和１５）年９月ころに赤紙が来て，翌

１０月ころ，父は南方のラバウル方面に出征していった。

そのため，空襲のあった１９４５（昭和２０）年８月６日当時，原

告森岡は父母と兄弟４人で西宮に住んでいた。

原告森岡たちの家族は，父が警官だったため，その官舎に住んでい

た。兄弟は，長男，次男（原告森岡），三男（小学３年生，集団疎開

していた），長女であった。当時，母と長女は田舎へ疎開していた。

原告森岡自身は，当時１３歳で，高等小学校の１年生であった。も

っとも，尋常小学校の４年生くらいのころから，学校で勉強した記憶

はまったくない。工場作業に従事したり，運動場を耕してトマトやジ

ャガイモなどの農作物を植えたり，肥だめから肥料を運んだり，とい

う毎日であった。

（２）８月５日深夜の空襲

１９４５（昭和２０）年の７月になると，原告森岡たち家族の住ん

でいた兵庫県西宮市でも毎晩のように空襲警報が鳴るようになった

が，原告森岡が被害に遭う８月５日までは，まず警戒警報が鳴ってか

ら，空襲警報が鳴りだすのが普通であったが，８月５日の夜は，午後

１１時４０分ころ，警戒警報が鳴ることなく，いきなり空襲警報が鳴

りはじめた。

まず，照明弾で周囲が昼間のように照らし出された後，焼夷弾が降

り注いできた。米軍のやり方は，この焼夷弾で周囲を焼き尽くし，住
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民を防空壕から追い出し，人々が逃げ惑っているところへさらに爆弾

を落とし，住民を皆殺しにする，というやり方であった。

（３）焼夷弾により多くの命が奪われる現場を目の当たりにしたこと

官舎に住んでいる人の家族用には，比較的大きな防空壕が公園に作

られていたので，原告森岡の家族もそこに逃げ込んだが，実際に焼夷

弾が無数に降ってくると，３人がその場で即死した。また，肺に穴の

開いた女性がヒーヒーいいながら，約１分後に亡くなった。

また，２カ所あった防空壕の入り口の一つに火がついて，焼夷弾と

爆弾の嵐をこんな防空壕ではとても防ぎきれないことが分かり，「こ

のままでは蒸し焼きになる」と恐怖にかられて，防空壕に避難してい

た多くの人たちが外へ逃げ出した（第９回森岡６頁下から８行目以

下）。

（４）原告森岡の負傷

原告森岡も他の人達と一緒に防空壕を出て逃げ出したが，１００メ

ートルほど走ったところで，爆弾の破片が左足の大腿部に後方から突

き刺さり，左大腿を斜めに貫通し，さらに足の肉の一部を引きちぎっ

て，左足の左側へ飛び出していった（第９回森岡６～７頁）。

その瞬間，失神しそうなほどの激痛が走り，電気が走っているよう

なビリビリッとした感覚が左足全体に流れた。このときの様子を原告

森岡は，「もう痛みというか，電気が走るというか，今で言う１００

ボルトじゃない３０００ボルトぐらいの電気というんですか，太い大

腿部の神経が切断されたほどのしびれというような，もう，死んでも

忘れることができません」と生々しく証言している（第９回森岡７頁）。

このしびれるような激しい痛みは，３時間くらい続き，その後病院

へ行ってからも，多少ましになりつつも痛みはずっと続いた（第９回

森岡７頁下から６行目以下）。
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このとき，足の中を通っている太い神経が切断されてしまい，その

ため左足は自力では全く動かせなくなり，だらんとぶら下がったよう

な状態になった。

動けなくなった原告森岡をその場に寝かせ，母親がタオルで必死に

止血した（第９回森岡８頁１～５行目）。その後，明け方になって，

警官が原告森岡を見つけてくれ，自転車に乗せて病院へ連れて行って

くれた。

病院へ向かう途中，河原にはおびただしい数の死体が転がっていた。

明け方の５時ころ病院に着いたが，病院の廊下にも，死体が並べられ

ていた。

（５）病院での治療

原告森岡のけがは，左大腿部貫通銃創ということであったが，病院

での治療は，１日１回，毎朝傷口に赤チンを塗り，消毒薬マーキュロ

クロムに浸したガーゼを左足の穴に通し，包帯を取り替えるだけであ

った。

原告森岡の場合，左足に貫通した穴が開いていたので，そこに消毒

薬を塗るためには，消毒薬を浸したガーゼを細い鉄の棒に巻き付けた

ものを，左足の穴に突き通し，ガーゼが穴の反対側に出てくるまで深

く差し込むのである（第９回森岡８頁）。

麻酔も何もない状態で行う上に，ガーゼを巻き付けた棒が神経に直

接触れてこすれるため，そのときの痛さは我慢できるものではなかっ

た。毎回，ガーゼを巻いた棒を通されるたびに，電気ショックを浴び

たような激痛が足の先まで走った。原告森岡はそのたびに大声を上げ，

全身がけいれんした。

このしびれるような痛みについて，原告森岡は，「すれるから，も

う足の先まで，本当に蘇生のときの電気ショック以上だったと思いま
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すけど，ドーンと来るんですね」と証言している（第９回森岡８頁下

から７行目以下）。このようなしびれが１０分くらい続くのが常であ

った（第９回森岡８頁最終行）。

原告森岡は，入院している間，何人もの手で押さえつけられながら，

このような治療を毎日，４５日間くらい受け続けた。治療が行われる

朝は「毎朝もう地獄でしたね」と原告森岡は証言している（第９回森

岡９頁２行目）。

その後，９月１０日ころ，一旦退院して静岡にあった父の実家へ移

った。それから３年間くらい，静岡の病院へ通院を続けた。

通院するにも，自力で動けない原告森岡は，母親に背負ってもらっ

ての通院であった。通院するときの母親は，原告森岡を背負って２５

メートルくらい歩いては休み，また歩き始める，という状態であった

（第９回森岡９頁下から５行目以下）。

通院治療費も家族で何とかしなければならず，親子共々，経済的に

も大変な苦労をした。

２ 戦後強いられた苦労

（１）「死にたい」という思い

原告森岡は，空襲で大けがをしながらも，命は助かった。しかし，

助かって本当によかったのだろうか，いっそ死んでしまった方がよか

ったのではないか，という思いでずっと生きてきた。

空襲で大けがをしたことももちろん辛い体験だが，原告森岡にとっ

ては，それ以後の生活の方が，辛く苦しい体験であった。

左足を負傷した以後の原告森岡は，周囲から仲間はずれにされ，無

視されたり，口にするのもはばかられるような差別的で屈辱的な言葉

をいくつも浴びせられたりした。左足を引きずる不自由な歩き方をま

ねされたりすることもあった（第９回森岡１１～１２頁）。
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こうした仕打ちを受けるたびに，悲しく辛い気持ちになった。成人

した後も，このような状態がずっと続いた。いろいろなことを思い出

すたびに，今でも涙が出てくるという。

このような体験を経たため，原告森岡は，足を引きずって歩く様子

を人に見られるのがいやで，長い間，友人たちにも出来るだけ会わな

いようにしていた。

こんな人生，生きていても仕方がないと思い，よく「死にたい」と

いう考えが頭をよぎった。しかし他方で，死に対する恐怖もあり，「死

にきれなかった」という（第９回森岡１３頁）。

（２）就職や結婚の困難

左足の障害のために人並みの仕事ができなかった上に，学校の勉強

もきちんとできなかった原告森岡は，成人した後もなかなか仕事に就

くことができなかった（第９回森岡１２頁下から５行目以下）。その

ため親に食べさせてもらうほかなかった（甲Ｄ２３－２号証）。しか

しいつまでもそうしているわけにも行かず，なんとか叔父がやってい

たタクシー会社に雇ってもらい，車の整備の仕事をするようになった。

この仕事を，６２歳になるまで続けた。

また，空襲で負傷しなかった兄弟と異なり，原告森岡は結婚もなか

なかできず，お見合いを重ねてもうまくいかないことも多かった。こ

のときの心情を原告森岡は，「私は何か取り残されているようで，な

かなかそういうことには恵まれませんでした」と証言している（第９

回森岡１２～１３頁）。

（３）漢字が読めない

原告森岡は，学校で勉強したのは尋常小学校の４年生くらいまでで，

それから今に至るまで，一度も学校に行っておらず，成人してからも，

漢字はほとんど分からない状態であった。
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分からない字に出会うたびに，漢和辞典を引き続けた。１行の中に

３つくらい，わからない漢字があるような状態であった。漢字は，意

味がわからないだけでなく，そもそも読み方が分からないので，辞書

を引こうにも，その都度いちいち部首から調べるしかなく，一つの文

章をも読み終えるのにいつも膨大な時間がかかった。

どうにか辞書を引かなくても一つの文章を読み通せるようになる

までには，４０年以上もかかった。今でも，一日に５回くらいは辞書

を引いている。

また，アルファベットは，学校で全く勉強していないので，漢字以

上に読むのが苦手である。辛うじて，自分の名前を大文字で書ける程

度である。

（４）現在も痛む左足

左足の爆弾の破片が貫通したところは，穴そのものは今ではふさが

っているが，破片が突き刺さったところと，その反対側から破片が飛

び出て行ったところの傷跡は今も残っている。破片が入ったところは，

直径２センチくらいの傷跡だが，飛び出していった方の傷跡は，肉を

引きちぎっているため，入ったところよりも大きく，細長い楕円形で，

長い方の径は５～６センチくらいである。

左足先の後遺症もひどく，つい数年前まで，凍傷でよく左足先の皮

膚がずるむけの状態になっていた。左大腿部の太い神経が切断されて

いるため，左足の指先まで十分に血が流れないためである。

冬になると，よく左足が凍傷になり，腫れ上がった状態になった。

一度こうなると，ひどいときは３年くらい治らなかった。左足の感覚

は既にほとんどなく，しかも死人の足のように冷たいままである。冬

は靴下を３枚ないし５枚くらい重ねて履き，さらにカイロも入れてい

るが，それでも原告森岡の左足は氷のように冷たいままである。
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入浴の際は，凍傷になった左足先が湯船につからないよう，左足先

を上に上げ，さらにビニール袋を３枚くらい重ねて入浴していた（第

９回森岡１１頁）。

最近は凍傷は落ち着いたが，それでも左足の形が変形してしまって

いる。

なお，原告森岡は４級の障害認定を受けており，障害者手帳には「左

大腿部銃創による腓骨神経麻痺 左大腿萎縮，左足関節趾関節運動麻

痺 左下肢の著しい機能障害」と記載されている（甲Ｄ２３－２号証）。

（５）まとめ

原告森岡は，これまでの自身の半生を振り返って，本法廷で「人と

の交流はないし，寂しい人生でしたね。不幸でした」と，言葉を一語

一語絞り出すようにして訥々と証言した（第９回森岡１３頁下から７

行目）。さらに，「私は空襲で大怪我をしただけでなく，その後の人生

を狂わされてしまいました。悔しいです」と述べて（第９回森岡１４

頁８～９行目），人生そのものが変わってしまった無念さを訴えた。

こうした過去の経緯に加えて，今も原告森岡を苦しめ続けているの

は，被告国がこれまで様々な被害（そこにはいわゆる戦争損害も含ま

れる）を救済してきたにもかかわらず，なぜいまだに空襲の被害者だ

けが救われないのか，という，やりきれない思いである。原告森岡は，

「私たち空襲犠牲者が同じ国籍を持つ日本人であるのに，いまだ救済

されていない，いつまでも置き去りにされている。一体なぜ・・・棄

民扱いをされるのか。なぜ日本国から見放されているのか。悔しいで

す」と訴えた上で（第９回森岡１３～１４頁，自らの証言を「国は毎

年，思いやり予算と称して，多額の予算をつぎ込んでいます。外国の

兵隊に思いやり予算をやる余裕があるなら，私たち空襲犠牲者にもそ

の思いやりを分けてください。国は私たちにも慈愛の心をください」
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という言葉で結んだ（第９回森岡１４頁）。

この問題が解決しない限り，原告森岡の苦しみはずっと死ぬまで続

く。しかし，残された時間はわずかである。原告森岡は，新聞記者の

取材に対し，「もう明日を待てない年齢になった。早く援護策を示し

てほしい」と語っている（甲Ｄ２３－３号証）。
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第３章 原告らの請求内容

１ 原告らの被害の特質

国の行為によって重大化した原告ら空襲被害者の被害実態は，まさに彼

らの全人格的利益を全面的に否定し，人間としての尊厳を完全に否定する

程の特異性・異常性を包含していた。

空襲被害が他の国家行為による法益侵害行為と決定的に異なるのは，そ

の被害が，

①単なる個別被害の集積にとどまらない空襲特有の非人道性をもつこと。

②刑事犯罪（有形力の行使）とは異なる被害の甚大性を有すること。

③瞬時かつ大量破壊により生じる複合的被害の性質を持つこと。

④生命，身体，家族，家屋，財産，人の連帯とコミュニティーを一気に喪

失させること。

⑤逃げることが法的にも物理的にも不可能な状態に追い込まれる中で発

生すること。

⑥その被害が，その後の戦後７０年近い苦難の始まりであり，恐怖，悲し

み，疲労，喪失感が混在するものであること。

という多様な要素を総合的に含んでいるという点にある。

このような空襲被害の被害属性は，個々の原告のみならず，およそ空襲

被害者の被害の特性を類型化したものである。そして個別原告の被害には

これらの被害総論で述べた特性が分離不可能な程度に混在・内在している

のである。

それはまさに，平和憲法の下，日本国民の一人として人間らしく生きる

権利を長年に亘って踏みにじられたという意味において，精神的・経済的

損害の総体を反映する全人格的な損害そのものである。
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２ 損害賠償請求

（１）包括一律請求

このように，原告らは，空襲によって，単純な一回的不法行為（あるい

は犯罪行為）による個別的被害の集積とは比較にならない，同時的かつ複

合的な重大な被害を受けた。

加えて，その後の人生においてもずっと甚大な苦労・困難を強いられ続

けた。

このような空襲による被害は，精神的損害にとどまらないがゆえに，単

ある慰謝料ではなく，また損害項目の積み重ねにとどまるものでもない。

原告らの人生全般，すなわち個人の尊厳の継続的破壊という，きわめて

広汎かつ包括的な被害が生じていることに留意すべきである。

（２）損害額

上記のような，６０年以上にわたって継続し，かつ蓄積されてきた原告

らの全人格的損害は，金銭賠償のみでは到底被害回復できないものである

が，仮にこれを金銭に評価した場合，原告１人につき，決して１０００万

円を下回ることはない。

そして，本件のような集団訴訟を遂行するには，弁護士に委任すること

が不可欠であるから，弁護士費用として，原告１人につき，１０００万円

の１０％である１００万円もまた，賠償されるべき損害となる。

３ 謝罪文

原告らは，まず空襲そのものによって甚大な被害を被ったが，それにと

どまらず，原告らの被害は戦後もずっと継続し，かつ蓄積して，戦後６０

年以上を経た現在でも全く癒えることはない。その損害は，平和憲法の下，

日本国民の一人として人間らしく生きる権利を長年に亘って踏みにじら
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れたという意味において，精神的・経済的損害の総体を反映する全人格的

なものである。

すなわち，個々の原告らの被災状況は各々であるが，いずれの原告らも，

戦後ずっと苦しい生活を送り，今なおつらい空襲の記憶を消し去ることが

できない，という点では共通している。

このような原告らの全人格的な損害は，金銭賠償のみで十分に被害回復

しうるものでないことは言うまでもない。原告らが真に個人の尊厳を回復

するためには，国が責任を認め，原告らに対し真摯に謝罪の意を表明する

ことが不可欠である。

それゆえ原告らは，国の明確な謝罪表明を請求するものである。これは，

原告らが「個人の尊厳」の回復のためにするものであり，名誉毀損の場合

に裁判所が被告に対して命じることのできる「名誉を回復するのに適当な

処分」（民法７２３条）にその法的根拠を求めることができる。

以上


