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訴 状

平成２０年１２月８日

大阪地方裁判所 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 井 関 和 彦

同 高 木 吉 朗

外（別紙原告訴訟代理人目録記載のとおり）

〒530-0033 大阪市中央区石町１丁目１番７号 永田ビル４階

大阪中央法律事務所（送達場所）

原告ら訴訟代理人弁護士 高 木 吉 朗

TEL ０６－６９４２－７８６０

FAX ０６－６９４２－７８６５

原告の表示

〒□□□－□□□□ 大阪府堺市西区

原 告 安 野 輝 子

外 別紙原告目録記載の原告１７名（原告合計１８名）

原告訴訟代理人の表示

別紙原告訴訟代理人目録記載のとおり

被告の表示

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関１丁目１番１号

被 告 国

上記代表者法務大臣 森 英 介
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大阪空襲謝罪及び損害賠償請求事件

訴訟物の価額 金１億９８００万１８０円

貼用印紙額 金６１万７０００円
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請 求 の 趣 旨

１ 被告は原告らに対して、別紙謝罪文を交付し、かつ、同謝罪文を官報に掲載

せよ。

２ 被告は、原告ら各自に対し、金１１００万円及びこれに対する本訴状送達の

日の翌日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第２項につき仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因

別紙請求原因記載のとおり。

証 拠 方 法

追って提出する。

添 付 書 類

訴訟委任状 １８通
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第１ はじめに－本件訴訟の意義

１ 本訴の目的

終戦からすでに６０年以上が経過した。

戦後、日本を含む多くの戦災国は、一方では目覚ましい経済的復興を遂げた。

しかし、人類が経験した未曾有の惨禍であった第二次世界大戦が世界に与え

た甚大な被害は、単なる経済的復興のみでは埋め尽くすことのできない大きな

傷を残し、今なお人間の心の深層に突き刺さったままである。

戦後、多くの国は、国家という組織が犯した、このような人類史上稀にみる

「愚行」に対し、二度と同じ過ちを犯さないよう、たゆまざる努力を行ってき

た。国際連合を始めとする様々な国際的組織による平和的活動のみならず、多

くの国が、自国あるいは他国の戦争被害者に対し、様々な形で謝罪と賠償を行

った。

戦争という愚行を行った国家自身が、その過ちを認識すれば、そのことが、

被害者に対する謝罪と賠償につながるのは当然である。

後に詳述するが、このような認識に基づき、ドイツを始めとする多くの国が

戦争被害者に対し、謝罪と賠償を行ってきた。

これに対し、我が国はどうであったか。

まさに戦争による惨禍を契機として生まれた日本国憲法は、その過ちを二度

と犯さないことを誓い、歴史的にも画期的な平和主義を謳った。そのような徹

底した平和主義に立つ日本国憲法が、戦争を招いた戦前の政府を批判し、これ

を否定する立場にあることは当然である。

そしてそのことは、その思想的根底に、戦争被害者に対する深い謝罪の念を

有し、それらの者に対し、国家的な救済を行うことを当然の前提としているは

ずである。

しかし、このような日本国憲法の純粋な基本的理念の実現は、戦後の様々な

政治的思惑によって阻まれてきた。
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本訴の目的は、このような政治的思惑によって阻まれてきた日本国憲法の基

本的理念である、平和主義、そしてその究極的目標である個人の尊厳を、政治

的妥協や思惑から最も距離を置いているはずの司法により、実現することを最

も主要な目的とする。

２ なぜ「今」なのか－高齢化する戦災者たち

原告らは、戦争被害のうちでも、最も悲惨で非人道的な戦闘行為の一つであ

る、空襲による被害者である。そして、彼等は、単に終戦間近の時期において、

空襲による悲惨な経験をしたのみならず、戦争による被害により、戦後も計り

知れない苦難に満ちた人生を送らざるを得なかった。

しかし、これらの者は、本来であれば、個人の尊厳を究極の価値とし、その

達成のために徹底した平和主義をとった日本国憲法の立場からすれば、まず第

一に救済が図られるべき者たちであった。ところが、後述のように、軍人軍属

等が終戦後早々と特別の保護を受けるようになる中で、前述のような様々な政

治的思惑により、これらの者は現在に至るまで、十分な補償を受けることがな

かった。

むろん原告ら、一般戦災者は、座視して日本国憲法の理念の実現を待ってい

たわけではない。行政や立法に対し、これまで様々な形でその実現を訴え続け

てきたのである。

例えば、本訴提起に至るまでには、後述のように、国に対して、長年補償法

の制定を求めて、多くの戦争被災者が運動を継続してきた。

しかし、このような運動・活動はずっと無視され続けてきた。しかも最近で

は、原告らが不自由な体に鞭打って必死に署名を集め、これを厚生労働省に持

参しても、厚生労働省は「担当部署がない」などという、にわかには信じがた

い理由で署名の受領を拒む、といった事態も起こっている。

戦争被害に遭った本訴の原告のうち、最高齢は８０歳、最も若い者ですら６
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３歳となり、すでに社会的活動すら困難な状況となってきている。

このように、立法・行政に不当に見放された状況の元で、この世の地獄を体

験した原告らの癒えることのない苦しみを救済できるのは、「人権の砦」であ

り、「憲法の番人」である裁判所をおいて他にはない。原告らは、ここに至っ

て、もはや最後の人権の砦としての裁判所に訴えるしかない、そう決意したの

である。

このような決意の背景には、後述するように、ハンセン病訴訟判決や、中国

残留孤児国賠訴訟における神戸地裁判決など、裁判所が、国の政策に反してで

も、少数者の人権を救済しようとした暖かい判決を下した例が存在することが

挙げられる。

本訴においても、すでに少数者となった原告らに対する、暖かい判決を求め、

原告らは立ち上がったのである。

このように、本訴は、集団訴訟として法廷での厳正な審理を求めることによ

って、高齢化しながらも「このままでは死ねない」という原告らの思いをきち

んと国に伝え、司法によって原告ら一人一人の「個人の尊厳」を回復すること

を目的としている。

裁判所におかれては、第２以下で展開する原告らの主張に、どうか真摯に向

き合っていただきたい。

３ すでに審理が進んでいる東京大空襲訴訟

本訴に先立ち、既に東京では、２００７（平成１９）年３月、東京大空襲の

被災者らが国を相手取って、国家賠償と謝罪を求める訴訟を東京地裁に提起し

ており、２００８（平成２０）年１２月現在審理が続けられている。

この東京大空襲訴訟では、１００名を越す原告らが原告団を構成し、原告ら

代理人も、全国から１００名以上の弁護士が参集して、空襲被害の違法性が初

めて集団訴訟の形で法廷で争われることになり、平和についての世論を喚起す
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る上でも重要な役割を担っている。

これに対し、東京地裁は、原告本人だけでなく、原告側の申請した専門家証

人も採用し、現在、証拠調べが行われている。

本件は、この東京大空襲訴訟に続き、大阪大空襲を始め全国各地の空襲によ

る被災者らが、やはり国家賠償と謝罪を求めて提訴するものである。

４ 本訴状の構成

原告らは、大別して、二つの法的根拠により、国に対し損害賠償及び謝罪を

求めるものである。

その一つは、先行行為に基づく作為義務を前提とする義務違反によるもので

あり、これについては、事実経過を第２、その違法評価を第６で論じる。

二つめは、立法不作為を根拠とするものであり、事実経過を第４、その違法

評価を第５で論じる。

また、原告らの被害実態については、第２の直後に第３として論じる。

すなわち、事実経過を中心とする内容については、ほぼ時系列に沿って第２

ないし第４で論じ、違法評価を中心とする内容については第５及び第６で論じ

る。

そして最後に、本訴の請求の趣旨の合理性について第７で論じたうえ、第８

を全体の結びとする。

以下、詳述する。

第２ 先行行為－避けられたはずの空襲を招いたこと

本項においては、条理上の作為義務の前提をなす先行行為の内容として、日

本政府が無謀な太平洋戦争の開戦に踏み切り、さらに、戦争終結の時期を遅ら

せ、それによって、本来ならば避けられたはずの空襲を招いたことを論じる。
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１ 太平洋戦争開戦と戦局の悪化

（１）無謀な開戦

（ⅰ）泥沼化していた日中戦争

太平洋戦争に突入しようとしていた１９４１（昭和１６）年当時、日本

は既に日中戦争を始めており、中国本土に６０万名という大兵力を貼り付

けていた。

しかし、日本の約２６倍もある中国の国土（９５６万平方キロメートル）

に対して、仮に１００万名を投入して占領したとしても、その分布はおよ

そ１０平方キロメートルに１人の割合にしかならない。これでは、仮に戦

闘に勝利しても占領統治などできるはずはなかった。

しかも、中国国内においても国民党政府軍と共産党軍双方との戦闘が続

いていた。

このような状態で、西で中国と戦い続けながら東の太平洋でアメリカと

戦うことは、まさに腹背に敵を置く状況となるものであり、初めから勝利

の公算はなかった。

（ⅱ）無謀な開戦

日本は、１９４０（昭和１５）年９月、日独伊三国軍事同盟を締結した。

この点、当時アメリカは自国内に、イギリスは中東地域に石油資源を確

保していたが、日本もドイツも、自国内に石油を持っていないことはもち

ろん、産油国ないし産油地域とのつながりもほとんどなかった。このよう

に、持てる国と持たざるを得ない国との国力の差は歴然としていた。

このような、無謀としか言いようのない状況の下で、東条英機首相は１

９４１（昭和１６）年１２月８日、太平洋戦争の開戦に踏みきったのであ

る。

（ⅲ）戦局の転換と悪化

当初の戦況は比較的好調であったが、転機となったのが、ミッドウェー
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海戦（１９４２（昭和１７）年６月）と、ガダルカナルの戦い（１９４２

（昭和１７）年８月～１９４３（昭和１８）年１月）である。

日本軍はここで大敗北を喫し、これによって戦局が転換し、以後は撤退

と「玉砕」を続けるようになっていくが、これと歩調をあわせるように、

特に陸軍で無謀な作戦が随所で展開されていくようなる。

その典型例が、インパール作戦であった。

これは、ビルマ（現ミャンマー）から、インドのインパールを占領しよ

うとして陸軍が展開した作戦であり、３個師団１０万名が参加して、いわ

ゆる援蒋ルートの遮断を狙った。

しかし、補給をほとんど考えずに開始したため、すぐに弾薬、食糧が不

足し、イギリス・インド軍の反撃を受けて敗走に至った。

この作戦は日本軍参加将兵約 8 万 6 千人のうち戦死者 3 万 2 千人余り、

戦病者は 4 万人以上（そのほとんどが餓死者であった）を出して７月１日

に中止された。

戦死者よりも餓死者が多数出るような作戦指導に対し、師団長らが反発

し、日本陸軍唯一の抗命事件も発生した。作戦の発案者であった牟田口廉

也中将は「日本陸軍最悪の指揮官」といわれている。

その後、１９４３（昭和１８）年５月、日本軍はアッツ島で「玉砕」を

し（このとき初めて「玉砕」の語が使用された）、戦局の悪化は誰の目にも

明らかとなっていった。

（２）戦況の悪化と本土空襲の危険の現実化

ヨーロッパでは、１９４３（昭和１８）年９月にイタリアが無条件降伏し、

日本を含む枢軸国の形勢はいよいよ不利になっていった。

その後、太平洋地域では、１９４４（昭和１９）年夏にマリアナ諸島が陥

落し（サイパン島陥落（１９４４（昭和１９）年７月）、テニアン島陥落（１

９４４（昭和１９）年８月））、これによって、日本本土がアメリカ軍による
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空襲攻撃の射程範囲内に入ることになった。すなわち、この時点で、近い将

来本土への空襲が行われるであろうことが容易に推測できたのである。

このマリアナ諸島陥落の責任をとる形で、東条英機首相が辞任し（１９４

４（昭和１９）年７月）、後を受けた小磯国昭内閣が休戦の可能性を探るこ

とになった。しかし、これは結局奏功せず、無謀な戦争をさらに続けること

になった。１９４４（昭和１９）年１０月には、沖縄の那覇で初の本格的な

大規模空襲が行われ、甚大な被害が発生した。

この時点で休戦が実現していれば、この那覇空襲だけでなく、大阪空襲を

含む後の本土空襲も避けられたはずであった。他方、アメリカ軍は、１９４

４（昭和１９）年１２月、日本から奪取したサイパン島・テニアン島に空軍

の大航空基地を完成させた。これによって、アメリカ空軍によるに本土への

空襲の危険性はいよいよ現実化することとなった。

１９４５（昭和２０）年２月、近衛文麿首相は、「敗戦は必至であり、戦

争推進派を一掃して速やかに戦争終結の方法を考えるべき」とする上奏文を

昭和天皇に提出したが、戦争継続推進派に押され、天皇自身も「もう少し戦

果を挙げてからでないと戦争終結は難しいと思う」などと述べてこの上奏文

を受け入れず、再び休戦の可能性は閉ざされてしまった。

もしこの時点で休戦が実現していれば、その後に展開されることになる東

京大空襲、大阪を含む全国各地での度重なる空襲、沖縄戦、原爆投下などの

悲劇はすべて回避されたはずであった。

２ 東京大空襲以降終戦まで－未曾有の犠牲者

近衛首相の上奏文が戦争継続推進派につぶされた後、日本では、軍人ではな

い一般の国民が数々の悲劇に見舞われることになった。

まず、１９４５（昭和２０）年３月１０日の東京大空襲では、死者１０万人

以上を数え、約２３万戸の家屋が消失し、被災者の数は１００万人以上に上っ
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た。

その後、全国各地の都市でＢ２９による猛烈な空襲が行われた。これらの空

襲は、木造の多い日本家屋を焼き尽くすための焼夷弾による攻撃を主とした無

差別絨毯爆撃であり、日本中の都市を徹底的に破壊しつくすことによって、日

本の戦意を喪失させることを目的としていた。

３月１０日以降の主な都市空襲は以下のとおりである（毎日新聞（大阪版）

２００５年３月１１日朝刊１７面のまとめによるが、艦砲射撃は除外した。同

紙によると、各自治体が現在主に用いているデータを整理したものであり、行

方不明者は除かれている。なお、広島原爆については１９４５（昭和２０）年

１２月末までの数字である）。

これを見ると、３月から６月中旬までは、東京・大阪・名古屋・横浜・神戸

の５大都市への攻撃が集中しているが、それ以後は、攻撃範囲が文字通り日本

全国に広がり、中小都市まで攻撃対象とされたことがわかる。

死者（人） 負傷者（人） 被災家屋（戸）

〔３月〕

・１０日 東京 約 10 万 約 4 万 268，358

・１１日 名古屋 519 734 25，734

・１３日 大阪 3，987 8，500 136，107

・１７日 神戸 2，599 8，564 66，609

・１９日 名古屋 826 2，728 39，893

・２４日 名古屋 1，617 770 7，066

〔４月〕

・４日 横浜・川崎 398 516 1，163

・１２日 郡山（福島） 460 不明 2，351

・１３日 東京 2，459 4，746 200，277

・１５日 東京 841 1，620 68，443
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・１５日 横浜・川崎 972 2，212 52，625

〔５月〕

・１１日 神戸 1，203 824 2，579

・１４日 名古屋 276 783 21，905

・２４日 東京 762 4，130 64，487

・２５日 東京 3，651 17，899 165，545

・２９日 横浜・川崎 3，787 12，391 79，350

〔６月〕

・１日 大阪 3，112 10，095 65，183

・１日 尼崎（兵庫） 258 273 3，730

・５日 神戸 3，454 6，437 55，376

・７日 大阪 2，759 6，682 58，165

・７日 豊中（大阪） 541 844 2，481

・９日 名古屋 2，068 1，944 1，843

・９日 明石（兵庫） 642 593 3，384

・１０日 日立（茨城） 886 716 2，352

・１５日 大阪 477 2，385 53，112

・１７日 鹿児島 2，316 3，500 11，649

・１８日 浜松（静岡） 1，157 431 16，233

・１８日 四日市（三重） 736 1，500 12，807

・１８日 大牟田（福岡） 死傷者 360 2，551

・１９日 静岡 1，669 600 24，459

・１９日 福岡 902 1，078 12，693

・２０日 豊橋（愛知） 624 346 15，995

・２２日 姫路（兵庫） 341 350 1，351

・２６日 大阪 681 983 43，339
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・２９日 岡山 1，737 6，026 25，032

・２９日 佐世保（長崎） 1，225 不明 12，106

・２９日 延岡（宮崎） 130 59 3，765

〔７月〕

・１日 呉（広島） 1，817 453 22，168

・１日 熊本 617 1，317 11，906

・２日 宇部（山口） 204 479 5，913

・２日 下関（山口） 307 774 8，746

・３日 姫路（兵庫） 173 160 10，287

・４日 高松 1，359 1，034 18，913

・４日 徳島 984 約 2，000 17，859

・４日 高知 401 289 11，912

・６日 甲府 1，127 1，239 18，094

・７日 千葉 死傷者 1，204 8，489

・７日 明石（兵庫） 355 190 9，179

・９日 岐阜 863 520 20，426

・９日 和歌山 1，101 以上 4，438 以上 27，402

・１０日 仙台 1，066 1，689 11，933

・１０日 大阪 1，394 1，574 16，488

・１２日 宇都宮 620 以上 1，128 以上 9，173

・１２日 敦賀（福井） 109 201 4，119

・１４日 根室（北海道） 210 192 2，530

・１４日 釧路（北海道） 192 273 1，373

・１４日 函館（北海道） 79 不明 385

・１６日 平塚（神奈川） 330 以上 不明 7，678

・１６日 大分 49 122 2，488
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・１７日 桑名（三重） 416 364 6，849

・１７日 沼津（静岡） 274 505 9，523

・１９日 日立（茨城） 63 101 10，692

・１９日 福井 1，684 6，419 23，086

・１９日 銚子（千葉） 278 808 3，950 余

・２０日 岡崎（愛知） 207 348 7，543

・２４日 大阪 214 329 3，503

・２４日 津 2，400 不明 10，294

・２６日 松山 259 不明 14，300

・２６日 徳山（山口） 482 469 4，622

・２７日 大牟田（福岡） 死傷者 867 8，230

・２８日 青森 737 282 18，154

・２８日 一宮（愛知） 727 4，187 10，468

・２９日 宇和島（愛媛） 100 172 4，228

〔８月〕

・１日 長岡（新潟） 1，476 不明 11，986

・２日 富山 2，745 7，900 24，914

・２日 八王子（東京） 225 221 14，147

・２日 水戸 242 1，293 10，104

・４日 今治（愛媛） 454 重傷 150 8，199

・５日 前橋 535 600 11，518

・５日 神戸 933 1，924 25，987

・５日 西宮（兵庫） 485 1，750 13，580

・６日 芦屋（兵庫） 89 129 2，732

・６日 広島―原爆 14 万±1 万 不明 70，147

・７日 豊川（愛知） 約 2，500 不明 不明
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・８日 八幡（福岡） 死傷者約 2，500 約 14，000

・８日 福山（広島） 354 864 10，179

・９日 長崎―原爆 73，884 74，909 18，409

・１１日 久留米（福岡） 228 144 4，506

・１４日 熊谷（埼玉） 234 3，000 3，630

・１４日 大阪 359 33 2，967

・１４日 光（山口） 738 不明 120

・１４日 岩国（山口） 517 859 886

このように、全国各地で空襲が繰り返される一方で、４月にはいると、アメ

リカ軍は沖縄本島に上陸し、後に「鉄の暴風」と称されることになる日本初の

地上戦、沖縄戦が始まった。沖縄戦では、日米双方の軍が県民を巻き込んだ凄

惨な地上戦を展開した結果、その犠牲者は、アメリカ軍１万２５００人、日本

軍約９万人、住民の戦死者は１０万人以上に上った。

沖縄戦は、６月２３日が一応終結の日とされているが、その間、日本軍はい

わゆる神風特攻隊による体当たり攻撃など、無謀極まりない作戦を繰り返して

いた。また、５月にはドイツが無条件降伏し、日本は完全に孤立無援の状態と

なり、さらなる戦争の継続が不可能であることは、誰の目にも明らかであった。

ところが、いよいよ敗色濃厚となった７月になっても、日本政府はアメリカ・

イギリス・中国の３国によって発表されたポツダム宣言を黙殺し、戦争継続の

方針を採り続けた。

このような状況の下で、８月、広島と長崎に２発の原子爆弾が投下された。

この原子爆弾投下によって、被曝直後から５年の間に、広島では約２０万人、

長崎では約１４万人が死亡したと推定されている。そして、現在でもなお、原

爆症に苦しんでいる人が多数存在していることは周知のとおりである。

さらに、アメリカによる原子爆弾の投下とほぼ時を同じくして、８月９日、

ソ連も日本に宣戦布告をし、満州・朝鮮地域に攻撃を開始した。
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ここにいたって、日本はようやくポツダム宣言の受諾を決め、８月１５日、

終戦を迎えたのであった。

３ 大阪大空襲について

（１）序説－大阪大空襲について述べることの意義

戦争による被害者は、間接的な被害までをも含めれば、相当の広がりを持

つ。本件訴訟においては、このような戦争被害者のうち、特に「空襲による

被害者」について、その救済を求めるものである。

なぜなら、太平洋戦争末期における「空襲」は、①被害者が何ら戦闘装備

を有さず、全く無力化していることが明らか状態でなされたこと、②被害者

は戦闘員ではなく民間人であること、③退路も全く断つ形での広範囲な無差

別攻撃であること、④焼夷弾自体による熱と火災による焼死など、極めて非

人道的で残酷な攻撃であること、等の事情からして、「戦争」による被害が

最も典型的に現れたものであると言えるからである。

そして本件では、原告らの大半が、太平洋戦争当時大阪市内に居住してお

り、大阪大空襲によって被災している。

そこで、ここでは特に、大阪大空襲の実態について説明をする。

大阪大空襲は、最初の大空襲（Ｂ２９による１００機以上の無差別爆撃を

「大空襲」と呼ぶ）が１９４５（昭和２０）年３月１３日午後１１時５７分

から始まり、その後、終戦の前日である８月１４日午後１時１６分から２時

１分まで行われた最後の大空襲まで、計８回に及んだ。１００機未満の空襲

の回数まで含めると、大阪の空襲の回数は、実に５０回程度に上ると見られ

ている。

東京よりも木造民家の密集度が高かった大阪では、度重なる焼夷弾の攻撃

で一面が焦土と化し、犠牲者（死者）の総数は約１万５０００人に上った。

終戦直後、大阪市内は焼け野原となり、現在のキタ（北区）からミナミ（中
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央区）までが見渡せる状態であったという。

以下、８回の大阪大空襲について、その概況を述べる。

（２）大阪最初の大空襲（第１回）

大阪最初の大空襲は、１９４５（昭和２０）年３月１３日午後１１時５７

分から翌１４日未明まで、約３時間半にわたって行われた。

まず、先導機が大型焼夷弾を港区市岡の照準点に投下し、大火災を発生さ

せた後、後続機がその火災を目標にして次々と焼夷弾を投下していった。

このとき使用された大型焼夷弾は、内蔵した３８個の小型焼夷弾が空中で

分散して落下する構造となっており、広範囲に火災を発生されることを目的

に開発されたもので、木造の日本家屋が集中する日本の都市に壊滅的な打撃

を与えることを狙ったものであった。

この最初の大空襲では、２７４機のＢ２９が飛来、被災面積は２１平方キ

ロ、被災戸数は１３万６１０７戸、被災者数は５０万１５７８人、死者３９

８７人（もっとも、浪速区では報告された数よりも多い遺体が収容されて荼

毘に付されており、死者数の実数はもっと多いと考えられる）、重軽傷者数

はおよそ８５００人、行方不明者数６７８人とされている。

（３）激烈を極めた６月空襲（第２回～第４回）

６月前半のうちに、大阪への大空襲は３回にもわたって繰り返され、これ

によって大阪の町は完全に廃墟と化した。

（ⅰ）第２回大空襲

大阪の第２回大空襲は、１９４５（昭和２０）年６月１日午前９時２８

分から１１時０分まで、約１時間半にわたって行われた。

このときは４５８機のＢ２９が飛来、被災面積は８．２平方キロ、被災

戸数は６万５１８３戸、被災者数は２１万８６８２名、死者３１１２名、

重軽傷者１万９５名、行方不明者８７７名とされている。

（ⅱ）第３回大空襲
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第３回大空襲は、１９４５（昭和２０）年６月７日午前１１時９分から

１２時２８分まで、約１時間半にわたって行われた。

このときは４０９機のＢ２９が飛来、被災面積は５．７平方キロ、被災

戸数は５万８１６５戸、被災者数は１９万９１０５名、死者２７５９名、

重軽傷者６６８２名とされている。

（ⅲ）第４回大空襲

第４回大空襲は、１９４５（昭和２０）年６月１５日午前８時４４分か

ら１０時５５分まで、約２時間にわたって行われた。

大阪市の中心部は第３回大空襲のころまでに既に完全に焼失していた

ため、第４回目は周辺地域の破壊が目指された。大都市への大量焼夷弾攻

撃はこれで一応終了し、以後は周辺の都市や軍事施設、軍需工場などへの

爆撃が繰り返されることになった。

このときは４４９機のＢ２９が飛来、被災面積は４．９平方キロ、被災

戸数は５万３１１２戸、被災者数は１７万６５４１名、死者４７７名、重

軽傷者２３８５名、行方不明者６７名とされている。

（４）終戦直前の空襲（第５回～第８回）

６月後半に入り、太平洋戦争末期になると、日本の大都市はすべて焼き尽

くされた状態となった。

そして、その次にアメリカ空軍が無差別大量攻撃の対象としたのは、大都

市周辺の軍需工場や中小都市であった。これは、大都市だけでなく中小都市

まで焼き尽くすことによって、文字通り日本全土を壊滅させ、日本の戦意を

完全に喪失させる目的を持ってなされた、執拗な非人道的無差別爆撃であっ

た。

（ⅰ）第５回大空襲

第５回大空襲は、１９４５（昭和２０）年６月２６日午前９時１８分か

ら１０時２２分まで、約１時間にわたって行われた。２つの軍需工場への
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精密爆撃が目的であった。

このときは１７３機のＢ２９が飛来、被災戸数は１万４２３戸、被災者

数は４万３３３９名、死者６８１名、重軽傷者９８３名、行方不明者６３

名とされている。

（ⅱ）第６回大空襲（堺大空襲）

第６回大空襲は、１９４５（昭和２０）年７月１０日午前１時３３分か

ら３時６分まで、約１時間にわたって行われた。

この前日の７月９日午後１１時５８分から和歌山市上空にＢ２９が飛

来し、和歌山の空襲がほぼ終わるころ、夜中に堺市の空襲が始まり、これ

によって堺市だけでなく貝塚市と大阪市住吉区も被災した。夜が明けた後、

昼過ぎに今度はＰ５１約１００機が大阪に来襲し、大正飛行場（大正区）

を攻撃した。

このときは１１６機のＢ２９が飛来、被災面積は２．６平方キロ、被災

戸数は１万６４８８戸、被災者数は６万５８２５名、死者１３９４名、重

軽傷者１５７４名、行方不明者９名とされている。

（ⅲ）第７回大空襲

第７回大空襲は、１９４５（昭和２０）年７月２４日午前１０時４４分

から１１時１分まで、約１時間半にわたって行われた。２つの軍需工場へ

の精密爆撃が主目的であった。

このときは１１９機のＢ２９が飛来、被災戸数は８９３戸、被災者数は

３５０３名、死者２１４名、重軽傷者３２９名、行方不明者７９名とされ

ている。

（ⅳ）最後の大空襲（京橋大空襲）

最後の大空襲は、１９４５（昭和２０）年８月１４日午後１時１６分か

ら２時１分まで、約４５分間にわたって行われた。

この日、正午までに既に御前会議でポツダム宣言の受諾が決まっていた
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にもかかわらず、日本政府が回答を引き延ばしていたために、アメリカ空

軍はＢ２９と共にＰ５１やＰ４７も出撃させ、１トン爆弾・５００キロ爆

弾あわせて７０６．５トンを投下した。直接狙われたのは「東洋一の軍需

工場」といわれた大阪陸軍造兵廠
しょう

であったが、近くのＪＲ京橋駅も１ト

ン爆弾の直撃に遭い、多数の乗客らが命を失った。

このとき飛来したＢ２９は１４５機、被災戸数は１８４３戸、被災者数

は２９６７名、死者３５９名、重軽傷者３３名とされている。ポツダム宣

言受諾の通知がもう少し早くなされていたならば生じないはずの被害で

あった。

（５）極めて不十分な被害調査の現状

このように甚大な被害を生じさせた大阪の空襲であったが、犠牲者をまと

めた記録は長い間存在しなかった。

戦後４０年近くが経過した１９８３（昭和５８）年になって、遺族らが中

心となり、ようやく調査が始まった。この結果、市役所の埋葬記録や死亡証

明書、寺の慰霊碑に刻まれた碑文などから、約５６００人が判明した。

２００２年、名簿の編纂事業を大阪府が引き継ぎ、大阪府の委託を受けた

財団法人大阪国際平和センター（愛称「ピースおおさか」）が本格的な追加

調査を実施した。全国３０００以上の自治体を通して遺族らに情報提供を呼

びかけるなどした結果、最終的に大阪大空襲での死者の約６割にあたるおよ

そ９０００人の死者名を確認した。しかし、残る４割の名前は未だ確定され

ないまま、現在に至っている。

４ まとめ

このように、太平洋戦争は、開戦する前からして既に勝算がないことは明

白であった。

さらに、仮にこの点を措くとしても、開戦後には、戦力の差に基づく戦況
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の悪化が客観的に明白となったのであるから、日本政府が、このような状況

を冷静に分析し、戦争遂行による被害等を判断することは極めて容易となっ

ていた。

そして、このような判断のもとに、降伏を含むあらゆる手段を講じて戦争

を終結させていたならば、１９４４（昭和１９）年から４５年にかけて日本

全土で繰り返された執拗で激しい空襲攻撃は、確実に避けられたはずであっ

た。

少なくとも、１９４４（昭和１９）年夏にマリアナ諸島が陥落した時点で、

日本本土が空襲攻撃の射程範囲内に入ることになり、近い将来本土への空襲

が行われるであろうことが確実に予測できたのであるから、政府としては、

この時点において、是が非でも戦争を終わらせる決断をするべきであった。

ところが政府は、その後も何ら合理的な意図もなく、徒に戦争を継続し、

１９４５（昭和２０）年２月になって近衛首相が戦争終結の上奏文を提出し

た後も、結局戦争の終結は実現しなかった。そのため、１９４５（昭和２０）

年３月以降、東京大空襲にはじまる全国各地での度重なる空襲、沖縄戦、そ

して原爆投下などの悲劇が立て続けに起こり、逃げ場のない国民は筆舌に尽

くしがたい不幸に見舞われることになったのである。

このような戦前の国の「愚行」としかいいようのない政策によって、筆舌

に尽くしがたい被害を生じさせた国の行為は、戦後において、その被害の補

償政策を遂行する法的義務を生じさせる前提となる先行行為の重要な一部

をなすものである。

第３ 原告らの被害の実態

１ 序説

前記第２でも述べたように、１９４５（昭和２０）年３月から終戦直前まで
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の時期、日本全国各地でアメリカ空軍による執拗な空襲攻撃が繰り返され、大

阪をはじめとする大都市は焦土と化し、その他の都市においても甚大な被害を

被った。

この空襲によって直接被害を被った例として、もっとも深刻なものは死亡の

例であるが、それ以外にも、以下に述べるように、①負傷し、現在も障害が残

っている例、②親などの親族を失った例、③家を失った例などがある。

また、辛うじて空襲を生き残ったとしても、空襲によって受けた様々なダメ

ージは決して小さくなく、それゆえに戦後の生活は楽なものではなかった。

以下、原告らの被害の概要を略述する。

２ 空襲による直接被害

（１）空襲によって負傷し、現在も障害が残っている例

① 原告Ａ（１９３９（昭和１４）年６月９日生）

１９４５（昭和２０）年７月１６日、６歳の時に鹿児島県川内市（現・

薩摩川内市）の自宅で、弟、従姉と遊んでいる際、空襲にあい、そのまま

部屋の隅に固まってじっとしていた。やがて気を失い、再び気が付いたと

きには、Ｂ２９が投下した爆弾の破片を左足に受けて、膝から下がなくな

っていた。自分が寝ている横に、ちぎれた自分の左足が容器に入れられて

置いてあった。縫うこともなく、赤チンで消毒するだけの治療だけを施さ

れた。その夜、出血多量で死線をさまよったが、何とか一命を取り留めた。

まだ幼少だった当時は、いずれ自分の左足はトカゲの尻尾のようにまた生

えて来るものと思っていた。

② 原告Ｃ（１９３３（昭和８）年３月３０日生）

１９４５（昭和２０）年６月７日、大阪市都島区で空襲にあい、左膝を

鉄の破片が直撃し、４度もの手術をした。

③ 原告Ｄ（１９３１（昭和６）年３月４日生）
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１９４５（昭和２０）年３月１３日深夜、１４歳のとき、大阪市西成区

で空襲にあい、防空壕に飛び込んだ直後、焼夷弾の直撃を受け、全身が燃

え上がった。全身から立ち上る炎を手で必死に消そうとしたが、炎はまる

で肌に引っ付くように離れなかった。酷い全身火傷を負い、顔や手にケロ

イドが残った。鏡の映った自分の顔の火傷のあまりの酷さに言葉を失い、

以後学校へは行かなくなった。両手の指は現在も折れ曲がったままである。

④ 原告Ｉ（１９２９（昭和４）年１０月３１日生）

１９４５（昭和２０）年３月１３日午後９時過ぎ、大阪市大正区南恩加

島町で空襲にあい、自分、母、妹の３人で、防空壕に避難した。ところが、

防空壕も燃えだし、近所の人がバケツリレーで防空壕の火を消してくれた

が、顔、両手、両足を火傷を負った。両手の指先も、曲がったままの状態

となった。

その後、植皮手術等をして、リハビリをするが、両手の指は現在も曲が

ったままである。

⑤ 原告Ｋ（１９４５（昭和２０）年３月１３日生）

大阪市阿倍野区の自宅で１９４５（昭和２０）年３月１３日に出生して

わずかに２時間後、空襲にあい、母に連れられて防空壕へ入った直後、焼

夷弾が防空壕を直撃、左足に大やけどを負った。ケロイドが残り、足首や

ひざ関節が曲がらなくなった。中学２年の夏、左足の膝から下を切断した。

⑥ 原告Ｌ（１９３２（昭和７）年３月１４日生）

大阪市城東区今福で焼夷弾の直撃を受け、両手両足に火傷を負った。

⑦ 原告Ｆ（１９３０（昭和５）年９月３０日生）

１９４５（昭和２０）年３月１３日深夜、大阪市南区高津にて焼夷弾に

やられ、背中に火傷を負い、また鼓膜が裂傷した。

（２）空襲によって親・兄弟姉妹を失った例

① 原告Ｇ（１９３８（昭和１３）年１月２６日生）
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１９４５（昭和２０）年３月１３日夜、大阪市南区高津の自宅で就寝中、

空襲警報のサイレンで目を覚まし、母の指示に従って、自分と姉は、大江

小学校に避難した。この時、母は家に残ったが、空襲から逃れるために兄

と一緒に避難した防空壕で窒息死した。

② 原告Ｊ（１９３４（昭和９）年１１月１０日生）

１９４５（昭和２０）年３月１３日、大阪市浪速区蔵前町の自宅で空襲

にあい、自分、母、兄２人、姉の合計５人で、近所の天理教会の地下室に

避難。息苦しさから自分一人だけ外に逃れ、その後、警防団の指示で精華

国民学校に移動し、命拾いをした。しかし、地下室に残った母、兄２人、

姉は全員死亡し、戦災孤児となった。

③ 原告Ｍ（１９３３（昭和８）年１月２３日生）

１９４５（昭和２０）年３月１３日深夜、大阪市西成区で空襲にあい、

自分、父、母、叔母（母の姉）の合計４人で、家のそばにある防空壕に避

難。防空壕を出た後、父は一人家のそばに残り、残りの３人は、安全な場

所へ避難した。翌朝、３人が西成区の家の方に帰ると、父は防空壕の中で

窒息死をしていた。

④ 以上の他、原告Ｂ（１９３５（昭和１０）年４月５日生）、同Ｅ（１９２

８（昭和３）年５月２４日生）、同Ｏ（１９３９（昭和１４）年６月２０日

生）、同Ｑ（１９３４（昭和９）年５月３日生）、同Ｒ（１９２９（昭和４）

年１１月１６日生）も、親族の喪失を訴えている。

（３） 空襲によって家を失った例

① 原告Ｈ（１９３９（昭和１４）年３月１２日生）

１９４５（昭和２０）年６月朝、大阪市都島区中宮町で空襲にあい、母

と自分は、防空壕に避難した。空襲が続き、防空壕内の温度が上がり、外

に出た。家は空襲で焼失した。

② 原告Ｎ（１９３１（昭和６）年３月１１日生）



29

１９４５（昭和２０）年３月１３日、大阪市西区で空襲にあい、まず、

母と弟が大正橋に避難し、遅れて、自分がカバンに缶詰、制服、肌着を入

れ、傘２本持って大正橋に避難した。翌１４日、父と姉が、大正橋に来た

際に、家の焼失を知らされた。

③ 以上の他、原告小林英子、同Ｅ、同Ｍ、同Ｙ・Ｔ、同Ｐ（１９３２（昭

和７）年３月３日生）、同Ｗ・Ｍも、家の喪失を訴えている。

３ 戦後の生活の苦しみ

① 原告Ｋ

前述のように、生後わずか２時間で被災し、そのとき左足に大火傷を負

ったため、小学校に入学するまでずっと自力で歩くことができなかった。

小学校入学の前、左足に装具をつけ、右足と同じ長さにして、ようやく二

本足で立つことが可能となった。

しかし、左足の装具のため、太いズボンしか穿くことができず、運動会

も校庭の隅でじっと見守るしかできなかった。

どうしてもスカートを穿きたいとの思いから、思春期の中学２年の夏、

左足の膝から下を切断した。スカートはようやく穿けるようになったが、

義足がこすれ、常に痛みがあった。体重が増えたり減ったりするごとに、

義足の接合部分が傷つき、痛みを増した。修学旅行では自分だけ歩くのが

遅れ、「私なんて迷惑かけるだけ」「戦争で死んでいればこんな苦しみなん

てなかった」と思うこともあった。

高校卒業後も、遠出ができないため就職先は限られた。

今もずっと左足に義足をつけており、戦後６０年以上がたった現在でも、

左足の痛みから解放されることはないが、このような理不尽で愚かなこと

を繰り返してはならないとの思いから、戦時災害援護法の制定を求める運

動や署名活動に不自由な左足を抱えて奔走してきた。
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② 原告Ａ

終戦の翌年、疎開先で小学校に入学。松葉杖をついて登校したが、周囲

の刺すような視線に耐えられなかった。雨が降ると、杖を持ったままでは

傘がさせず、学校を休んだ。杖を隠されるなどのいじめにもあい、徐々に

学校から足が遠のいていった。

ハイヒールを履いておしゃれを楽しむこともできず、懐かしく楽しいは

ずの「青春時代」は存在しなかった。あまりの理不尽さに、「大人はなぜ戦

争に反対しなかったの！」と母親に食ってかかったこともある。

このような自身の体験から、つらい空襲の体験を自ら「語り部」として

語る活動に力を入れる傍ら、戦時災害援護法の制定を求める運動や署名活

動にも尽力してきた。

③ 原告Ｄ

全身に酷い火傷を負ったため、息子の将来を悲観した父が、川に飛び込

んで無理心中しようとした。自分は必死に泳いで助かったが、父はこのと

き死亡した。

酷い火傷を負い目に感じ、学校にも行かなくなったが、父の死亡後は自

分で治療費を稼がなければならず、日雇いで必死に働いた。周囲からは「猿」

「やけど」などとあだ名されることもあった。あまりにも辛い日々に、「死

んだほうがまし」と何度も思った。

１２年ほど前に初孫が生まれたが、この孫に「おじいちゃんはどうして

ジャンケンができないの」と聞かれたことがきっかけになって、「この子を

同じ目にあわせたらあかん」との思いから、自らの辛い体験を少しずつ語

るようになった。戦時災害援護法の制定を求める運動や署名活動にも参加

するようになった。

④ 原告Ｈ

空襲で家と共に一切の財産を失ったことが原因となって、母は１９４９
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年（昭和２４）年、過労のため死亡した。父は戦地から帰国した後、苦し

い生活の末にアルコール中毒で死亡した。

空襲で直接孤児となったわけではないが、このように両親が相次いで死

亡したため、戦災孤児にひとしい状況におかれ、戦後自分ひとりで行き抜

かねばならなかった。

４ まとめ

このように、原告らはいずれも、空襲によって筆舌に尽くしがたい被害を被

り、さらに戦後も、その癒えることのない苦しみをずっと引きずって生きてき

たのである。

第４ 侵害行為－戦後、被害者の救済を放置し続けたこと

１ 序説

前述のように、国は、愚行とも言うべき戦争遂行政策を継続したことにより、

原告らを始めとする国民に甚大な損害を与えた。よって、戦後、国家としての

機能を回復した時点において、戦争被災者に対し援護・補償を行うべきであっ

た。

ところが、国は、戦前は一般戦災者に対する援護措置を採っていたにもかか

わらず、戦後はあえてこのような措置を中止し、社会保障制度に代替させた生

活困窮者への部分的救済を除いては、何らの援護・補償も行うことなく、原告

ら戦争被災者を放置してきたのである。

以下、詳述する。

２ 援護における一般戦災者の位置付け

（１）戦前における援護制度の流れ－民間人も援護対象であった
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日本の援護制度は近代軍国化の軌跡と歩を一にして拡充が図られ、１８７

０（明治３）年の徴兵規則に伴い、１８７１（明治４）年に恩給制度の前身

である陸軍士官兵卒給俸諸定則、１８７２（明治５）年に徴兵取扱規則が制

定された。１８７３（明治６）年徴兵令発布後の１８７５（明治８）年には、

恩給制度の起源となる「陸軍武官傷療扶助及ヒ死亡ノ者祭棄並二其家族扶助

概則」、海軍退隠令が制定され（１８９０（明治２３）年両制度は軍人恩給

法へ統合）、１９２３（大正１２）年には文官恩給制等との調整上、恩給法

が公布される。

日清戦争に際しては後備応召下士兵卒家族に生活費が一律給付され、日露

戦争期の１９０４（明治３７）年には軍人援護制度法制化の嚆矢である下士

兵卒家族救助令、１９０６（明治３９）年には廃兵院法、第一次大戦後の１

９１７（大正６）年には軍事救護法（１９３７年改正時、軍事扶助法と改称）

が公布された。そして太平洋戦争期になると、１９４１（昭和１６）年に１

９３７（昭和１２）年防空法（１９４１、１９４３（昭和１８）年改正）を

受けて防空従事者扶助令が、１９４２（昭和１７）年に戦時災害保護法（以

下、戦災保護法）および同法施行令が制定され、民間人も援護対象となって

いた。

（２）戦後における軍人等への援護の復活と一般戦災者の援護体系からの排除

戦後、戦災保護法は、軍事扶助法同様、１９４６（昭和２１）年９月に制

定された生活保護法の附則によって廃止され、戦災者の保護は一般社会保障

体系に解消された。

これは、ＧＨＱの強調した「無差別平等」原則に基づき、軍事扶助法や戦

災保護法等が各々設定していた保護金額を改め、生活困窮者を「無差別」に

保護する趣旨から生活保護法が制定されたことによる。無論、その背景には

１９４６（昭和２１）年２月の「恩給法の特例に関する件」（勅令６８）に

よる軍人恩給廃止に象徴される、非軍事化政策の流れがあった。
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しかし、生活保護法だけでは終戦直後の時代状況に即した社会保障法とし

て不十分であったため、個別問題に関する生活保護法の分岐として、１９４

７（昭和２２）年に児童福祉法、１９４９（昭和２４）年に身体障害者福祉

法が制定された。

一方、同じく廃止された軍事扶助法や軍人恩給に関わる部分については、

主権回復直後の１９５２（昭和２７）年４月３０日に「戦傷病者戦没者遺族

等援護法」（以下単に「援護法」とする）が公布され、１９５３（昭和２８）

年８月には軍人恩給が復活する（法１５５号）。

国会における援護法案審議では、一般戦災者に関するまとまった討議は看

取できないが、同法案審議中の衆院厚生委員会公聴会において、末高信早稲

田大学教授（社会保障専門）が、「『無差別平等』原理に墓づき、徴用工や勤

労学徒と共に空襲被災者等にも援護を施すべし」と主張し、軍人遺族・傷病

者であることを理由に特別措置を講じることは「国民の中に党中党を立てる

よう」で「納得できない」と述べたことがある。

これ以降も、一般戦災者以外では、戦傷病者・戦没者遺族（１９５６年法

１７９号、１９６３年法６１号、同法１６８号、１９６５年法１００号、１

９６６年法１０９号、６７年法１１４号）、未帰還者（１９５３（昭和２８）

年法２８１号、１９５９年法７号）、引揚者（１９５７（昭和３２）年法１

０９号、１９６７（昭和４２）年法１１４号、１９８８（昭和６３）年法６

６号）、原爆被爆者（１９５７（昭和３２）年法４１号、１９６８年法５３

号、１９９４年法１１７号）、旧植民地出身軍人軍属（台湾在住－１９８７

（昭和６２）年法１０５号、１９８８（昭和６３）年法３１号、日本在住－

２０００年法１１４号）に関して、十指に余る援護関連法が制定される。

一連の関連法では、軍との身分関係を要件とするものが基本となっている

が、引揚者や被爆者のような民問人を対象に含む法も存在する。また、戦後

長く未解決であった旧植民地出身者の処遇については、（日本の国内法では）



34

台湾・日本在住者に限り、一定の立法措置が講じられた。

（３）放置された一般戦災者による援護要請運動

援護法は制定以降毎年改正されており、その改正法案の国会審議では一般

戦災者への言及がほぼ毎次なされている。しかし、当事者である戦災者の補

償を求める声は戦後暫く政治的に顕在化しない状態が続き、ようやく１９７

０年代初頭になって、そうした状況に転機が訪れる。

（ⅰ）東京都戦災傷害者の会

東京都目黒区内に住む小暮たけ子は、１９４５（昭和２０）年４月１５

日から１６日朝にかけてのＢ２９による焼夷爆攻撃で、自宅庭の防空壕へ

逃げ込むところを直撃され、失神した。倒れたまま右手の燃えるような熱

さで気づくと、右腕が肘の関節付近からもげてなくなっていた。１４歳の

誕生日の翌日、女学校２年生の新学期当日の未明だった。小さい頃から手

先が器用で将来は、手芸や編み物の道に進むつもりだったたけ子の夢は、

利き腕の右手とともに奪われてしまった。敗戦後、就職差別や給料の差別

などで何度も屈辱感を味わった。

小暮が、東京空襲を記録する会の編集による東京大空襲のモニュメンタ

ルな記録『東京大空襲・戦災誌』（全５巻）の第２巻に、上記のような短い

体験記を寄せたのが、東京都戦災傷害者の会結成のきっかけになった。１

９７４（昭和４９）年９月のことである。

その後、戦災被害者への国家賠償の実現を小暮が新聞で呼びかけたこと

で、それまで息を潜めるようにじっと我慢し、諦めていた人たちから大き

な反響があり、１００通を超える手紙が寄せられた。この中には、東京空

襲だけではなく、横浜など他都市での被害者もいた。

最初の会合で、被害実態調査、被爆者手帳の交付、援護法の制定の三つ

の要求が決まった。誰もが旧軍人・軍属やその遺族、傷害者に恩給や年金

などが支給されているのを知っていた。しかも、すでに当時から西ドイツ
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では、戦争による被害について軍人民間人の区別がなく（国民平等主義）、

また国籍の差別もなく（内外人平等主義）補償されているという事実も伝

えられていた。

だが、小暮らの要求に対して、厚生省や政府の返事はいつも同じだった。

旧軍人・軍属は、国の命令で動員されたから国家補償の対象になるが、民

間の戦災被害者は違うというのである。すなわち、国との身分関係がない、

あるいは雇用関係がないから国家補償の対象にならない、というのがその

理由であった。

しかし、国は、戦時中は「軍官民一体」で戦えと叫び、防空法では懲罰

規定まで設けて、市民の避難も禁じていた。一般市民も軍人・軍属と同じ

ように、場合によってはそれ以上に、国家の絶対的な支配下にあったので

ある。

にもかかわらず、戦後政府は、軍人・軍属等については、補償の前提と

して一人ひとりどこでどのように亡くなったのかについて綿密に調査す

るが、空襲（原爆を除く）などの一般戦災者については実態調査すらせず、

今なお放置したままである。

ここに、戦争被害者に対する日本政府の補償の思想が端的に現れている。

（ⅱ）大阪戦災傷害者の会

大阪空襲の死者の名前を記録し続けている大阪戦災傷害者・遺族の会会

長の伊賀孝子は、１９４５（昭和２０）年３月１３日の大阪最初の大空襲

の被害者である。１９３１（昭和６）年１１月生まれの伊賀は、当時１３

歳の女学校１年生で、大阪市浪速区に住んでいた。この大空襲で、焼夷弾

の直撃を受けた。空襲２日後には小学校１年の弟も焼死した。その様子を、

伊賀は「やはり焼夷弾で。火柱になった弟がその瞬間、一言も発せず防空

ずきんの紐をほどこうとしていた、とずいぶん後になって父から聞かされ

て・・・」と述べている。
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伊賀自身も左手、右足そして右顔面に大火傷を負った。「顔の火傷は比較

的早う治ったんですが、ひどいところと軽いところの境界がはっきりして

世界地図みたいになってね。せやから、写真を撮られるときは、何となく

右側からは避けてしまうんです。左手のほうも電車の中の視線が辛うて、

手袋をはめようとしても腫れ上がって入らなかったんです。コップが握れ

るようになるまで１０年以上かかったし、ちゃんと動くようになったのは

つい最近なんです。」

大阪の会は東京と同じ１９７４（昭和４９）年に結成されたが、初代の

会長は、１９７９（昭和５４）年に３９歳で自殺した。この自殺した初代

会長は、５歳のとき焼夷弾を受け、腹部を除いて全身に大火傷を負い、３

０回以上の手術をしたが、全身にケロイドが残っていた。自殺の理由は、

このような空襲被害とは決して無関係ではない。

伊賀たちも、自らが被害調査を行うだけでなく、補償を求める前提とし

て、行政に実態調査を求め続けた。

しかし、一般戦災者について、誰がいつどんなふうに亡くなり、どんな

戦傷を負ったのかを調べることをどの自治体も拒む。伊賀は「大阪もそう

ですが、調査して何をするんやというんですね。調査するというのは、責

任を認めることにつながり、補償がついてくると。」と述べる。

こうして何十年も国の責任を問い続けているのに、一般市民の国家補償

はおろか、空襲被害調査すら一歩も進展しない状態について伊賀は、「もう、

私なんか生きているうちは、あかんかも・・・。国の方は私らが死ぬのを

待ってるんかもしれません」と小暮と同じ思いを持っている。

（ⅲ）全国戦災傷害者連絡会

こうして、１９７０年代には、名古屋大空襲の被害者である杉山千佐子

（杉山は、名古屋大空襲の際、爆風が左目を直撃し、眼球を摘出した。現

在は義眼を入れており、ふだんはずっと眼帯をしたままで生活している）
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が中心となって、戦災傷害者の会の全国組織である「全国戦災傷害者連絡

会」が立ち上がった。

また同時に、空襲被害を記録する草の根運動が全国に広がり、「神戸空襲

を記録する会」「横浜の空襲を記録する会」「京都空襲を記録する会」「青森

空襲を記録する会」「徳島空襲を記録する会」「八王子空襲を記録する会」

「岡崎空襲を記録する会」「岐阜空襲を記録する会」「大牟田の空襲を記録

する会」「武蔵野の空襲を記録する会」「今治の戦災を記録する会」などが

続々とできていった。

しかし、国はこのような動きを全く無視したままであった。

（４）自治体による一般戦災者援護への動き

他方で、これらの運動の動向や戦災傷害者の窮状は新聞等でも報じられ、

１９７２（昭和４７）年１２月には愛知県議会で水野三四三議員（社会党）

が、１９７３（昭和４８）年２月には国会で須原昭二参議院議員（社会党.

愛知県選出）が質問に立ち、一般戦災者の補償を拒む国等の対応を批判した。

このように、地方自治体のみならず国会でもその補償問題が具体的に取り上

げられるに至ったのである。

この点、地方議会における関連決議について瞥見すると、東京都では１９

７６（昭和５１）年から１９７７（昭和５２）年にかけ千代田区を除く２２

区議会、小平、多摩等２０市町議会で一般戦災者に対する援護措置を国に求

める決議がなされた。また、全国的にも、１９７７（昭和５２）年度には関

連意見書が厚生省へ計３０件（２県、２東京特別区、２４市、２町）提出さ

れている。

神奈川県では、１９６７（昭和４２）年６月から１９７９（昭和５４）年

１２月までに、１９の市議会で実態調査実施と援護法制定を要請する意見書

が採択される。うち採択の最も早かった相模原市議会の場合、１９７６（昭

和５１）年６月２９日採択となった「戦災傷害者の援護措置に関する意見書」
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は、現在なんらの措置も採られていない一般民間人の戦傷病者に対して、「国

の責任において援護措置をとるべきである」、よって政府が早急に「実態調

査を行い、かつ一体的な援護対策を法制化すること」を要望するとした。

神奈川県議会では、１９７９（昭和５４）年１０月２２日、実態調査を要

望する意見書が採択されている。

この他にも１９８０（昭和５５）年の段階では、中部－愛知県、名古屋市、

豊橋市、豊川市、岡崎市、岩倉市、一宮市、大垣市、静岡県、浜松市、関西

－大阪府、東大阪市、堺市、伊丹市、西宮市、四国－高松市、高知市、関東

－草加市などの議会で同様の意見書が可決済みであった。

こうした背景には、各地戦災者による陳情、請願、街頭署名など地道な活

動があった。

３ 国家による一般戦災者排除の論理

（１）行政関与者の差別論

前述した須原参議院議員は１９７３（昭和４８）年２月２９日、参院社会

労働委員会で一般戦災者間題について質問に立ち、これを受けた斉藤邦吉厚

相（当時）は、「国家との身分関係」不在を理由に国家補償を否定しつつ、

同年度中に某都市で「サンプル的に調査するよう検討する」と答えた。

以後、１９７５（昭和５０）年に愛知県調査が、１９７７（昭和５２）年、

１９８０（昭和６０）年等に一般身体障害者調査の中で限定的調査が実施さ

れるが、戦災傷害者に関する全国規模の悉皆調査は現在まで実現していない。

１９７３（昭和４８）年６月２６日、第７１回国会において、須原議員は、

援護法や戦傷病者特別援護法（１９６３年法１６８号）による軍人補償と同

様に、一般戦災者にも国家補償を行うことを趣旨とする「戦時災害援護法案」

（以下、戦災援護法案）を提出する（法施行に要する経費見込、平年度約３

０億円）。これ以降、同法案は１９８９（平成元）年年第１１４回国会まで
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１７年にわたり計１４度提出される（参院社労委付託）。当初は社会党議員

の単独提出であったが、後に共同提案となり、第９６回国会（１９８１～８

２年）と第９８回国会(１９８２～８３年)には、全野党７党７議員による共

同提出となる。しかし全１８会期にわたって継続審査ないし審議未了となり、

参議院すら通過していない。

審議を通じ、政府が戦災者排除の第一の根拠とするのは「国家との身分関

係」である。

この点に関する厚生省の立場は、法案が初上程された第７１回国会におい

てすでに明確である。１９７３（昭和４８）年６月２６日、高木玄厚生省援

護局長は、援護法が一般戦災者を除外する理由を、当該援護は旧陸海軍と使

用関係にあった者に対し、国が使用者として補償する制度である故とした。

これに対し小平芳平委員は、占領下「軍人を特別扱いしてはいけない」と軍

人恩給が廃止されたにも拘わらず、独立後「軍人軍属から始まって、いまな

お軍人軍属中心の援護体制」であると批判した。また他日には、上述の須原

委員が、同じ職場で被災した場合、徴用工は援護されるのに従業員身分のみ

の者はされないといった身分要件への拘泥を「官尊民卑」と非難し、後年に

は片山甚市委員が、「戦争責任を問われる高級軍人には恩給」があるのに、「そ

の指示のもとに死んだり障害になった」者は放置されていると指弾した。

須原委員発言と同日、斉藤厚相は、一般戦災者も補償対象とした旧西ドイ

ツとの比較において、「率直に言うて」「ドイツのようなやり方がよかったの

かといったふうな感じも致します」が、「そういうことを今厚生大臣の立場

において、あの当時の政策は間違いであったのかなあ」とは言えぬので、「反

省の上に立って」「援護法の適用にあたっても、何かしら理屈をつけ」「警防

団の問題とかいろいろまあ拾ってきている」と答弁している。

旧西ドイツでは、１９５０（昭和２５）年連邦援護法により、軍籍による

区別なく国内法上一元化した補償（医療給付、障害年金、遺族年金、埋葬料
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支給など）を実施し、民間人の空襲被害者も補償対象となっていた。その他

西欧諸国（イタリア・フランス・イギリス）でも、民間人の戦争犠牲者には

何らかの援護を実施するのが通例となっている。

斉藤厚相の言う通り、援護法は１９５２（昭和２７）年制定以降、１９５

３（昭和２８）年に船舶運営会運営の船舶乗組員、１９５８（昭和３３）年

には国家総動員法による被徴用者、戦闘参加者、国民義勇隊員等[後略]、と

軍属・準軍属の対象枠を漸次拡大する。

原爆被爆者は多くが民間人であり内地の犠牲者であるが、上記１９５７

（昭和３２）年法等による援護対象となっている。

そして、これも内地民間人のケースだが、沖縄が国内で唯一民間人多数を

巻き込む地上戦の行われた地であることを理由に、１９５７（昭和３２）年

５月以降、「徴用・協力・戦闘参加者・義勇隊・特別未帰還者等」は一般住

民も準軍属とみなし、弾薬・食料・患者等の輸送、炊事・救済等の雑役等の

要件を満たせば、援護法の適用を認めた。

民間人を含む引揚者に対しては、上記１９５７（昭和３２）年および１９

６７（昭和４２）年立法による援護が実施され、例えば後者では、１９７８

（昭和５３）年６月までに引揚者約２２９万人（在外居住期間１年以上）に

対し、特別交付金が総額約１６３５億円給付された。

上記以外にも、補償内容や金額は様々ながら、沖縄住民同様、「準軍属」

として援護法の適用を受ける満州開拓団員等（引揚者でもある）を始め、総

理府所管では日赤従軍看護婦・旧陸海軍従軍看護婦、旧ソ連地域等抑留者、

外務省所管では緑十字船阿波丸犠牲者、沖縄開発庁所管では学童疎開船対馬

丸犠牲者といった民間人の補償例が存在する。それ以降も準軍属としての補

償は拡大し、もはや一般戦災者だけが排除される理由は失われるに至ってい

る。

（２）一般戦災者援護への僅かな曙光と挫折
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１７年にわたる法案審議過程には、援護実現への曙光が微かに垣間見えた

契機が二度存在した。第一の契機は、１９８１（昭和５６）年第９４回国会

での園田直厚相（当時）答弁である。

まず「身分関係」に関し園田厚相は、国家召集の有無で「区別するのは理

論的には間違い」で、「ひどい目に遭われた程度によって区分するのが本当

の私は理屈だと思います」と述べた。また上述の地方自治体の動向について、

自治体が「それぞれの立場で実施しておられる施策で」、政府は「それをと

やかく申し上げる筋合いのものではな」いとした厚生省（持永和見援護局長）

の消極的姿勢に対し、園田厚相は「福祉行政で地方公共団体の方が一歩先に」

「行き過ぎておるんだから国としてはやる意思はない」とする考え方は「間

違いで」、「進んでいる地方公共団体を抑えるのではなくてその水準まで国が

どうやって追い付くかという努力をするという方向に切りかえていかなき

ゃならぬ」と批判した。同厚相はさらに、「大変な災害で戦地に行った人よ

りもひどい思いをした人」は内地にも沢山おり、「戦後処理が終わったなど

という傲慢な考え方を持っておりません」。また経済状況等も戦後混乱期に

此べ大分変わり、すでに一般戦災者を「援護法の中に繰り入れる」か、「別

個にこれを特別な枠内で」考えるかの時期にあるとし、「できないからいい

んだ」「じゃなくて、できない中に何とか正しい道を進める努力をするのが

政府の仕事である」と言明した。

しかしながらこれ以降、同厚相の下、実際に戦災者救済の方途が模索され

たという記録は、現在厚生労働省にはない。

第二の契機は、１９８２（昭和５７）年６月総理府における「戦後処理問

題懇談会」（以下、処理懇）の設置である。

１９８０（昭和５５）年前後、援護法改正法案や戦災援護法案の審議では、

折から恩給欠格者やシベリア抑留者の処遇問題等が政治的課題として注目

を集めていたこととも重なり、未済の戦後処理問題について再検討期にある
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との厚相発言(園田答弁も同時期)が度々なされるようになる。これに対する

政府の対応策が処理懇であった。

だが、２年半にわたる検討の緒果、意見がまとめられたのは、従来から援

護対象とされてきた軍人軍属や引揚者に近接する事案、すなわち恩給欠格者、

戦後強制抑留者、在外財産の３課題に止まった。１９８４（昭和５９）年１

２月に提出された処理懇報告書は、従来の援護措置に「不均衡なものはなく、

その後における事情の変化によってもこれまでの措置を見直す必要がある

ものもない」と結論づける反面、「いまなお国の援護措置を望んでいる関係

者の心情に深く心を致し」「戦後処理問題に最終的に終止符を打つため」と、

特別基金の創設等を提言する。これに基づき、上記３件に限り、上記１９８

８（昭和６３）年法６６号による立法措置が講じられた。

こうして、一般戦災者援護実現への萌芽となり得た１９８０（昭和５５）

年代における２契機は結局結実せず、その援護の当為性は否定され、一般戦

災者は放置されたままとなる。

（３）裁判所による救済の放置

民間戦災者が心より期待した「戦時災害援護法」は、数々の不運にも見舞

われた。議員立法を目指して熱心に動いた須原議員が２年後の１９７５（昭

和５０）年３月に急逝、遺志を継いで成立に尽力した同党の片山甚一議員も

病に伏してしまった。法案は１９８８（昭和６３）年まで計１４回出された

がすべて廃案になっている。

そのため、政府の不平等政策に対し、１９７６（昭和５１）年８月に名古

屋市在住の３人の戦災傷害者が、また１９７９（昭和５４）年には東京大空

襲で妻子を失った遺族が裁判に訴えた。

同訴訟の原告らは、民間人に補償がないのは憲法１４条の平等原則に反す

る、あるいは妻子は侵略戦争によって殺害されたから国には賠償義務がある、

などとして、それぞれ名古屋地裁と東京地裁に提訴した。しかし、司法はい
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ずれの訴えも取り上げなかった。最高裁は１９８７（昭和６２）年６月、「戦

争犠牲ないし戦争損害は国の存亡に関わる非常事態のもとでは、国民のひと

しく受忍しなければならないところ」と、国側が裁判で主張した「受忍論」

を取り入れ、軍人優先の補償政策を追認し、国民にのみ我慢を強いる判決を

出した。また「補償のための立法措置を講ずるか否かの判断は国会の裁量的

限度に委ねられる」として、立法府に責任を預けるという判断をした。

しかしながら、前述した名古屋空襲の第一審判決においては、「公務員た

る身分を有しあるいは国と使用者被使用者の関係にあった旧軍人軍属につ

いてのみ援護法をもうけ、右身分を有しなかった民間被災者を同法の適用対

象外とすることもあながち不合理な理由に基づく差別であると断ずること

はできない」と述べながらも、「まず社会保障の見地に限れば、民間戦災者

たると旧軍人たるとにかかわらず、同等の傷害を負った者に対しては同等の

保障をなすのが当然であるうえ、戦争犠牲者に対する国家補償という面にお

いても、国の遂行した戦争において傷害等を負った者は、民間戦災者であっ

ても旧軍人軍属であってもその補償の必要性に原則的にはそれ程顕著な差

異は認められず、ただ、旧軍人軍属が民間被災者と異なり、国から戦う義務

を課せられて戦地等勤務を命じられ、生命の危険にさらされながら苛烈な環

境下において戦いをなさざるを得ない立場にあったという事実を考慮すれ

ば、旧軍人軍属については民間被災者より補償の必要性が強くなることが考

えられるにすぎない。従って社会保障および国家補償の見地だけからすれば、

旧軍人軍属と民間被災者の間に、顕著な援護上の差異をもうけることは、合

理性を欠くものと言わざるを得ない。」と判示したり、あるいは「いかなる

法的補償措置を講じていくかについては、なお、国の立法府たる国会の裁量

の範囲に属するのであって、援護法制定が右裁量の範囲を逸脱し、又は、不

合理な理由による差別立法であると認められない以上、同法が日本国憲法１

４条１項に違反する旨原告らの主張はとり得ない。」と述べながら「もちろ
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ん戦後３０年以上経た今日においても、十分な補償を受け得ず、今なお戦争

による傷跡に苦しみつつ日々の生活を送っている民間戦災者が存在するこ

とは原告らの弁論の全趣旨に徴して容易にこれを窺い知ることができるの

であって、これらの人々に対し、国が国家補償の精神に基づきできるだけ広

範囲にわたって援護の措置を講じていくことが望まれる」と判示したりして

いる。

判決主文の結論としては救済を放棄した司法判断の中にも、僅かな良心を

示す部分が皆無ではないのである。

４ 不当な歴史認識を前提とする国際的にも特異な日本の戦争補償制度

前述のように、一般戦災者に対する補償を行わず、これをうち捨てていった

背景には、諸外国と比較して、以下のような特殊な日本政府の歴史認識がある。

かような日本政府の歴史認識は、憲法の基本理念に反する不当なものといわ

なければならない。

以下、詳述する。

（１）日本の戦争補償制度

前記のように、戦後の日本の戦争補償制度は、原則として軍人・軍属を対

象としており、民間人の被害については、外地在住・強制抑留者への慰労金、

被爆者への医療給付等の例外を除いて一切行なわれていない。

また、日本の戦争犠牲者援護法は、そのほとんどがいわゆる国籍条項を持

っており、外国人は補償の対象外とされている。わずかに原爆二法（原子爆

弾被爆者の医療等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する

法律。１９９４（平成６）年に、被爆者援護法に一本化された）のみが国籍

条項を持っていなかったが、これも日本に在住することが必要とされており、

従って外国に在住する被爆者に対してはその適用がなかった（但しこの点に

関しては、近時、裁判所の違法判断が相次いでいる）。
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（２）日本の戦争補償制度の特異性

このような戦後の日本の戦争補償制度は、国際的には特異なものである。

後に第５の７でも述べるように、欧米諸国では、フランス、イギリスなどの

戦勝国、旧西ドイツなどの敗戦国を問わず、①軍人・軍属と民間人とを区別

しない国民平等主義、そして、②自国民と外国人を区別しない内外人平等主

義を基本とし、戦争被害者に対する補償を行なっている。

（３）背景としての日本政府の歴史認識

かかる戦後の日本の戦争補償制度の特異性は、戦後の日本政府の歴史認識

を色濃く反映するものである。

戦争補償については、政府・与党間で１９６０年代末に一旦は終結宣言が

出されるが、１９７０年代から、空襲被害者による、戦争補償における民間

人差別の解消をめざす運動が高まる中で、「戦時災害援護法案」が提案され

た。この法案は、国会論戦が長期に行なわれたが、結局廃案となった。この

国会論戦において、１９７８（昭和５３）年４月２８日、参議院社会労働委

員会での当時の小沢辰夫国務大臣が、次のような答弁をしているが、ここに、

戦後の日本の戦争補償制度についての政府の見解が端的に現れている。

「私は戦争犠牲者の中で今日の考え方から致しますと、大体三つに分類をし

ているんじゃないかと思うのです。

一つは、国家との特別権力関係がございまして、したがって戦闘行為並び

に、これに準ずるような結果で死亡されましたり傷害を受けたりした方々、

これが恩給法並びに援護法の対象として援護をいたしておる。これがまさに

国家補償の考え方でやっておる。

第二のランクは、一般的に国家の権力関係には、特別権力関係にはないけ

れども、戦争犠牲者のなかで特に原爆という非常に特殊な後遺症をもたらす

ようなことによって戦争の被害をうけられた方々を、これはやはり国家補償

そのものではないけれども、特別な援護措置を必要とするという観点に立っ
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て、これらの方々に対して手厚い一般社会保障的な考え方よりも一歩も二歩

も進んだ考えで援護措置を取っている。

その他の一般の戦争の犠牲者、すなわち物心両面にわたりまして戦争の被

害を受けた方が沢山おられるわけでございますが、これはそこまで国がなか

なか手が回らぬので、そういう意味において、いま答弁を申し上げているわ

けでございます。」

要は、「戦前の天皇制国家と特別権力関係にあった軍人・軍属が、戦争公務

により、障害者となり、または死亡した場合に、これらの戦傷病者や戦没者

遺族のみを、恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象として、国家

補償する」というのが、戦争補償制度についての政府の見解なのである。

この政府の見解は、「先の戦争が侵略戦争であるとの歴史認識にたって、誤

った戦争を行なった国家が、戦争犠牲者に対し、謝罪の意をもって補償（実

質的には賠償）を行なう」というものではなく、「戦争公務による傷病者・

死亡者に対し、感謝・敬意を込めて補償を行なう」というものである。より

直截に言えば、「侵略戦争という『公務』を遂行し、侵略戦争に協力・貢献

した者のみを、補償する」というのが、日本の戦争補償制度なのである。

このことは、戦傷病者戦没者遺族等援護法による戦没者の認定基準が、靖

国神社の戦後の合祀基準ともなっていることに、象徴的に現れている。

すなわち、戦後、ＧＨＱの非軍国主義化政策により、軍人や軍人遺族を対

象とする軍事扶助法や軍人恩給の支給が廃止された。そこで、遺族団体の日

本遺族厚生連盟（後の財団法人日本遺族会）等が中心になって運動した結果、

対日平和条約の発効とともに、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定され（１

９５２（昭和２７）年４月）、恩給法復活（１９５３（昭和２８）年８月）に

伴う援護費、軍人恩給の支給が再開された。この戦傷病者戦没者遺族等援護

法の制定によって、靖国神社の戦後の合祀基準ができたのである。厚生省援

護局が戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて公務死と認定して国家補償を
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与える戦没者を、靖国神社は合祀しているのである。１９５３（昭和２８）

年４月以降は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正により、「戦犯」に対して

も他の戦没者遺族と同様の国家補償がなされるようなったが、靖国神社はそ

れにあわせて戦犯合祀を順次始めていった。現在、靖国神社の合祀者は約２

４６万６０００名だが、その８０％以上の約２０９万名が、このようにして

戦後に合祀された者である。

５ まとめ

このように見てくると、政府や国会や裁判所が本件原告ら民間空襲戦災者ら

への援護を放置してこれを容認し続けている状態は、これら国家機関の民間被

災者に対する重大な人権侵害であるといわざるを得ない。

第５ 違法性（その１）－立法不作為

１ 序説－厳しく断罪されるべき本件立法不作為

本件は、まず第一に、戦後６３年以上にわたり空襲被災者に対して援護を行

う立法が制定されないという立法不作為の違法性を問い、国家賠償と謝罪を求

めるものである。

この点、立法不作為についても、これが司法審査の対象となり、違法と判断

されうることがあるのは言うまでもない。

特に、本件においては、前述のような、戦前の日本政府自身が招いた惨禍に

より、原告らが重大な人権侵害を被ったのであり、戦後の日本政府が、このよ

うな原告らの個人の尊厳を回復する立法を行うべき義務を負うことは自明の

理である。

そして、このような立法を行わないという不作為について、司法は不当にそ

の違法性の判断をためらってはならない。
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特に、以下に詳述するように、司法において立法不作為の違法性は広く肯定

されるようになってきており、本件においても、このような流れに沿って、立

法不作為の違法性を正しく判断すべきである。

以下、詳述する。

２ 立法不作為の違法性判断に関する判例の流れ

立法不作為の違法性判断にあたって、従来もっとも基本的な判例とされてき

たのは、在宅投票廃止訴訟判決（最高裁第一小法廷１９８５年（昭和６０年）

１１月２１日判決、民集３９巻７号１５１２頁、判例タイムズ５７８号５１頁）

であった。同判例は、立法不作為の国賠法上の違法性を非常に狭く解し、捉え

方如何によっては、司法の憲法保障機能を没却せしめかねないものであった。

しかし、その後に出された最高裁および下級審の判例の流れをみると、立法

不作為の違法性を広く認めていく方向への変化が読み取れる。

立法不作為が違法となる要件を緩和した最高裁判例としては、在外邦人選挙

権訴訟判決（最高裁大法廷２００５（平成１７）年９月１４日判決、判例タイ

ムズ１１９１号１４３頁）をあげることができる。また、下級審判例としては、

関釜元慰安婦訴訟一審判決（山口地裁下関支部１９９８（平成１０）年４月２

７日判決、判例時報１６４２号２４頁）や、ハンセン病国賠訴訟判決（熊本地

裁２００１（平成１３）年５月１１日判決、判例時報１７４８号３０頁、確定）、

さらに学生無年金障害者訴訟判決（東京地裁２００４（平成１６）年３月２４

日判決、判例時報１８５２号３頁。控訴審も支持＝東京高裁２００６（平成１

８）年１１月２９日判決）などがある。

本件においても、最高裁をはじめとする近時の判例動向に従って、立法不作

為の違法性が認定されるべきである。以下において、判例の動向について述べ

るとともに、本件において空襲被災者を援護する立法が制定されない不作為が

違法となる根拠について述べる。
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３ 最高裁判例の変化 － 立法不作為の違法要件の緩和

（１）国会議員は個々の国民に対して「原則として法的義務を負わない」のか

前述のとおり最高裁は、在宅投票廃止訴訟と在外邦人選挙権訴訟において

立法不作為の違法性要件について判示している。前者は違法性を認めず原告

の請求を棄却したが、後者は前者の判断基準を実質的に変更・緩和して立法

不作為の違法性を認定したものである。しかも、前者が小法廷の判決であっ

たのに対し、後者は大法廷判決であることにも留意されるべきである。

以下において、両判決を比較して、最高裁判決の変化の方向性を検討する。

まず、そもそも国会議員が個別の国民に対して法的義務を負うか否かの点

について、在宅投票廃止訴訟判決は、「国会議員は立法に関しては、原則と
、、、

して
、、

、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民に

対する関係で法的義務を負うものではない」と判示している（傍点は原告ら

代理人による。以下同じ。）。

しかし、在外邦人選挙権訴訟判決においては、“原則として
、、、、、

国民に法的義

務を負わない”という判示は姿を消した。むしろ同判決は、国賠法１条１項

の賠償責任は、公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違

反して損害を与えた場合の責任であることを前提として、ストレートに、「国

会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国

会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義

務に違背したかどうかの問題」であると述べており、国会議員が個別の国民

に対して責任を負うことを自明の前提としている。

そして、国会議員が責任を負わないのが「原則」であるとは一切述べてい

ないのである。この点は、最高裁判例の大きな変化の一つである。

もっとも、在外邦人選挙権訴訟判決も、個別国民に対する法的義務違反が

認められる場合のみ立法不作為が違法となるのであるから、「仮に当該立法
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の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても、それゆ

えに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違憲の評価を受けるもの

ではない」と判示しているので、読みようによっては、幅広く立法不作為の

違法性を認めたものではないようにも思われる。

しかし、そのような理解は正確ではない。

この部分の判示は、決して“原則として立法不作為は違憲とならない”と

いう趣旨ではない。同判示部分が言わんとするのは、“立法内容や立法不作

為の事実自体に基づいて違法と評価されるのではなく、国会議員の立法過程

における行動が個別国民に対する法的義務違反になる場合に違法と評価さ

れる”という趣旨である。そのような場合に該当するのであれば、立法不作

為は違法となることを同判例は明確に述べているのである。

このように、在外邦人選挙権訴訟判決では、「国会議員は原則として個別

国民に法的義務を負わない」とか、「国会議員は政治的責任のみを負う」と

いった判示は姿を消しており、立法不作為の違法性要件が入口部分ですでに

広げられていることが分かる。

そしてさらに、次に述べるように、具体的な違法性要件についても、最高

裁判例は大きな変化を遂げているのである。

（２）「一義的な文言に違反」などの厳格な要件は除かれた

立法不作為が違法となる要件について、２つの最高裁判例の判示内容は大

きく異なっている。

まず、在宅投票廃止訴訟判決は、「国会議員の立法行為は、立法の内容が

憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法

を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国

家賠償法１条１項の規定の適用上、違法の評価を受けることはないものと解

すべきである」と判示している。

これに対して、在外邦人選挙権訴訟判決は、「立法の内容又は立法不作為



51

が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明

白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために

所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかか

わらず、国会が不当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例

外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法１条１項の規定

の適用上、違法の評価を受けるものというべきである。」と判示している。

両者を比較すると、違法性の要件に大きな差があることは一目瞭然である。

前者は「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反」するような「容易に想

定し難いような例外的な場合」でない限り「違法の評価を受けることはでき

ない」として違法性要件を極めて狭く解している。しかし、このような判示

は、後者の判決には一切見当たらない。後者の判決が、立法不作為が国賠法

上違法とされる要件を緩和したことは明らかである。

なお、後者の判決も、上記判示中に「例外的に」という言葉を使っている。

しかし、前者においては「容易に想定し難いような例外的な場合（でなけ

れば違法とされない）」と判示されているのに対し、後者においては、単に

「例外的に（違法とされる）」と判示しているのであって、ここでいう「例

外的に」の程度および用法が異なっているのは明らかである。また、後者の

判決も、決して「国会議員が個別の国民に法的義務を負うのは例外的である

（原則として責任を負わない）」と述べている訳ではないから、本項（１）

で述べたことと矛盾しない。

後者の判決が、ここで「例外的」という言葉を用いた趣旨は、立法府が長

期にわたり立法を怠るような事態は例外的にしか生じないであろうことを

前提として、このような例外的な場合にのみ立法不作為は違法とされると述

べたものである。

そのことは、同判決が上記判示に続けて、「１０年以上の長きにわたって

何らの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は



52

上記の例外的
、、、

な場合に当たり、」と述べていることから分かる。要するに、「違

法となるのは例外である」という判断基準を述べているのではなく、「（通常

は生じないような）例外的な事態においては違法となる（べきである）」と

いう価値判断を述べているのである。

このように、１９８５（昭和６０）年の在宅投票廃止訴訟判決と、２００

５（平成１７）年の在外邦人選挙権訴訟判決とを比較すると、後者は立法不

作為が違法となる要件を緩和していることが分かる。本件においても、こう

した判例の変化を踏まえた判断がなされるべきである。

４ 立法不作為が違法となる要件を広げる下級審判例

（１）立法不作為の違法性を認める下級審判例の蓄積

上記のような最高裁判例の変化は、偶然の産物ではない。立法不作為の違

法性を狭く解することに対する法律学者や市民からの強い批判を受けたこ

とや、立法不作為を違法とする下級審判例が集積されてきたことに呼応して、

これに影響を受ける形で最高裁判例が変更されたのである。

以下において、立法不作為の違法性を認めた下級審判例の判示をあげて検

討する。

（２）関釜元慰安婦訴訟一審判決

関釜元慰安婦訴訟一審判決（山口地裁下関支部１９９８（平成１０）年４

月２７日判決、判例時報１６４２号２４頁）は次のように明確に立法不作為

の違法性は広く解されるべきと判示している。

すなわち、「憲法上の根幹的価値に関わる人権侵害が現に個別の国民ない

し個人に生じている場合に、その是正をはかるのは国会議員の憲法上の義務

でもあって、前記人権侵害が作為による違憲立法によって生じたか、違憲の

立法不作為によって生じたかによってこの理は変わるものではない。」と述

べたうえで、「積極的違憲立法の是正については、当該法令のその事実への
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適用を拒否することによって簡明に果たされるのに対し、消極的違憲の立法

不作為については、その違憲確認訴訟を認めることに種々の難点があること

から、国家賠償法による賠償を認めることがほとんどの唯一の救済方法にな

るともいえるのであって、その意味では、むしろ、立法不作為にこそ違法と

認める余地を広げる必要もある。」と判示した。

同判例は、１９８５（昭和６０）年の在宅投票廃止訴訟最高裁判決のよう

な「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反」するような「容易に想定し難

いような例外的な場合」にのみ立法不作為が違法となるなどという狭い解釈

をとっていない。

（３）ハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決

ハンセン病国賠訴訟判決（熊本地裁２００１（平成１３）年５月１１日判

決、判例時報１７４８号３０頁、確定）は、立法行為が違法となる要件に関

して、在宅投票廃止訴訟最高裁判決の解釈に触れて次のように述べている。

すなわち、「（最高裁判決は、）立法行為が国家賠償法上違法と評価される

のは、容易に想定し難いような極めて特殊で例外的な場合に限られるべきで

ある旨判示しており、その限りでは、本件にも妥当するものである。ただ、

前記判決の文言からも明らかなように、『立法の内容が憲法の一義的な文言

に違反している』ことは、立法行為の国家賠償法上の違法性を認めるための

絶対条件とは解されない。前記の最高裁判決が『立法の内容が憲法の一義的

な文言に違反している』との表現を用いたのも、立法行為が国家賠償法上違

法と評価されるのが、極めて特殊で例外的な場合に限られるべきであること

を強調しようとしたにすぎないものというべきである。」と述べている。

すなわち、立法不作為の違法性の判断にあたって重要であるのは、「憲法

の一義的な文言に違反している」か否かという点よりも、人権侵害の度合い

や立法不作為の期間・状態等が例外的かつ重大な場合であるか否かという点

に着目し、「極めて特殊で例外的な場合」が生じている案件においては、立
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法行為が違法と評価されるべきという趣旨を述べているのである。

このハンセン病訴訟判決は、上記のようにして在宅投票廃止訴訟事件最高

裁判決の示した要件を広く解釈する手法をとったものである。後に出された

在外邦人選挙権事件の最高裁判決は、ハンセン病訴訟判決のこうした判断方

法を是認したものと考えられる（同旨、ジュリスト１３０３号２３頁・野中

俊彦論文）。

（４）ＡＬＳ患者の参政権訴訟判決

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者が参政権を侵害されているとして国家

賠償を求めたＡＬＳ参政権訴訟判決（東京地裁２００２（平成１４）年１１

月２８日判決、判例タイムズ１１１４号）は、結論として原告らの請求を棄

却したが、立法不作為が違法となる要件については、在宅投票制廃止訴訟最

高裁判決の文言は「あくまで例示」であるとして広く解釈する姿勢をとった。

すなわち、同判例は次のように述べている。

「昭和６０年第一小法廷判決が示した『立法の内容が違法の一義的な文言

に違反する』場合は、前記判決内容からも明らかなとおり、あくまで例示で

あり」、「国会の審議過程において、原告ら（承継前）のような状態にあるＡ

ＬＳ患者等の存在及びそのような選挙人は現行投票制度下で選挙権行使が

不可能であることが明らかにされ、そのことは憲法に違反するという認識が

国会議員の一般的認識になっている場合は、そのような認識にもかかわらず

合理的理由なく立法措置をとらないことは職務上の法的義務に違反したと

評価できる可能性がないとはいえない」。

このように、同事件判決は在宅投票廃止訴訟最高裁判決が示した「立法の

内容が違法の一義的な文言に違反する」という文言に拘泥することなく、当

該事案において原告が受けた人権侵害の状況や、当該事実についての立法府

の認識などに照らして、実質的に立法不作為が違法といえるか否かを認定し

ようとしている。
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こうした下級審判例の一連の内容をみれば、先に出された在宅投票廃止訴

訟判決に示された要件とは異なっており、むしろ、後に出されることになる

在外邦人選挙権訴訟最高裁判例の示した要件と親近性があることが分かる。

すなわち、立法不作為の違法性を広く解釈しようとする下級審判例の集積

が、在外邦人選挙権訴訟最高裁判例につながっていったことが窺えるのであ

る。

５ 本件における国の立法不作為の違法性

立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求が認められる要件として、これ

までの判例が挙げてきた事由は、以下のとおりである。

① 人権侵害の重大性・継続性（要件１）

重大な人権侵害があり、その立法的救済がなされていないために、それ

が放置され侵害が継続していること。

② 立法作為義務の存在（要件２）

上記①の人権侵害救済のための立法をすべき義務が憲法から導かれ、そ

の立法課題が明確であること。すなわち、立法的解決を図るべき明確な作

為義務があること。

③ 合理的期間を超える立法不作為（要件３）

国会議員が立法の必要性を認識しているにもかかわらず、合理的理由な

く立法行為をせず、それが一定の合理的期間を経過していること。

本件においては、上記①～③の要件は全て満たされており、被告国が立法

不作為の違法を理由とする賠償等の責任を負うことは明らかである。

以下において、各要件ごとに検討する。

６ 人権侵害の重大性・継続性（要件１）

すでに述べてきたとおり、原告らが受けた空襲被害は壮絶極まりないもので
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あり、このような被害が重大な人権侵害であることは明白である。

そして、その援護がなされずに戦後長らく放置されてきたことにより、人権

侵害が継続・拡大され、人格権の根底をなす人間としての存在そのもの、すな

わち個人の尊厳を蹂躙されてきたのである。

７ 立法作為義務の存在（要件２）

（１）立法作為義務の根拠

被告国は、憲法上、原告らに対する賠償ないし補償立法を行うべき立法作

為義務を負う。立法作為義務の具体的な根拠は、憲法前文、９条、１３条、

１４条、１７条、２９条１項、同条３項、４０条、９８条２項及び９９条の

規定に基づく作為義務である。

これらのうち、特に憲法前文、９条、１３条及び１４条について、以下に

検討する。

（２）憲法前文及び各本条の規定に基づく立法作為義務

被告国の作為義務は、以下に述べるとおり、憲法の前文および個別規定か

ら明確に導き出すことができる。

（ⅰ）憲法前文

憲法前文は「人類普遍の原理」として民主主義および自由の価値をうた

い、平和の達成を目標としている。

これは、自ら突き進んできた戦争とその被害に直面し、そのような誤っ

た行為を二度と繰りかえさないという決意によるものである。このことは、

「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意し」、

「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際

社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と宣言し、「全世界の国民

が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する

ことを確認する」と表明していることから明らかである。こうした前文の
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規範的内容は、わが国がもたらした過去の「戦争の惨禍」への反省を示し

ているとともに、その責任を果たす方法として、過去の犠牲者への謝罪と

補償を行うべき立法作為義務が生じているとみるべきである。

憲法前文が要請していることは、こうした「戦争の惨禍」がもたらした

個人に対する人権侵害にたいし、補償を誠実に行うことであり、国会は日

本国憲法前文にもとづき、空襲被災者に対しての補償立法制定の責務を負

っているものとみるべきである。

（ⅱ）憲法９条

憲法前文が規定する「平和のうちに生存する権利」を具体化する規定と

して、憲法９条は戦争放棄を政府に義務付けている。

この規定は、戦争行為は違法であり許されないとする趣旨であり、この

ことから、政府は違法な戦争により被害を被った人々に対して誠実に補償

する責任を負うことは当然である。

（ⅲ）憲法１３条

個人の尊厳原理をうたった本条は、個人の生命、身体、幸福追求権を包

括的権利として保障している。

これには、被害者が踏みにじられた人権を回復し、精神的、肉体的苦痛

を癒され慰謝され、将来の幸福な生活を送るべき環境も整えることを予定

しているとみられ、本条も被害回復を図り補償をすることを国に義務づけ

る規定の一つである。

（ⅳ）憲法１４条

ア 多様な戦争被害者のうち空襲被災者のみが差別されている

本条は、人はみな平等に扱われることを国家に要請している。すでに

述べたように、被告国は、かつて国家に忠義をつくした日本人軍人・軍

属には手厚い援護策を講じており、それ以外にも広島・長崎の原爆被爆

者や沖縄戦争被害者の民間被災者への援護策も講じている。
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ところが空襲被災者に対しては何ら援護立法が制定されず放置された

ままである。

同じ人間として、国が起こした戦争によって被害を受けた者でありな

がら、空襲被災者のみが差別され援護策を受けられない合理的理由は存

在しない。このような不合理な差別を解消するためにも、憲法１４条に

より被告国は空襲被災者に対する援護立法をなすべき義務を負っている。

イ 戦時災害保護法の廃止が不平等を拡大した

先に述べたとおり、終戦の翌年である１９４６（昭和２１）年に、被

告国は「戦時災害保護法」を廃止した。それまでは不十分ながら存在し

ていた空襲被災者への援護法が、これ以後は全く存在しない状態になっ

たのである。

ところが、同じ年に廃止された軍事扶助法や軍人恩給制度は、１９５

２（昭和２７）年に戦傷病者戦没者遺族等援護法の制定、１９５３（昭

和２８）年に恩給法改正による軍人恩給の開始というかたちで復活した

のである。

このように、被告国は、敢えて軍人・軍属に対する援護制度について

は終戦直後に一旦廃止したものを復活させながら、民間の空襲被災者に

対する援護策については、戦時災害保護法を廃止した後はその復活も代

替策の策定すらも行わないままであり、差別は拡大されているのである。

ウ 平等原則に基づき広く補償を認める海外の立法例

前述のように、軍人・軍属及びその遺族関係者は救済するが民間の戦

災被害者は救済しないという日本の戦争被害補償制度は、国際的に極め

て特異なものであり、その不平等性は顕著である。

海外における戦争被害への補償立法例をみると、フランス、イギリス

などの戦勝国や旧西ドイツなどの敗戦国のいずれにおいても、「国民平等

主義」と「内外人平等主義」が、共通する特徴となっている。
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「国民平等主義」とは、軍人・軍属と民間人を区別することなく、戦

争犠牲者に平等な補償と待遇を与えることである（オーストリア「１９

７５（昭和５０）年・戦争犠牲者援護法」、イタリア「１９７８（昭和５

３）年・戦争年金統一法典」など）。

「内外平等主義」とは、自国民と外国人を区別することなく、すべて

の戦争犠牲者に平等な補償と待遇を与えることである（イギリス「１９

７７（昭和５２）年・社会補償法」、旧西ドイツ「１９５０年・戦争犠牲

者援護法」など）。

これらは近代自然法思想の根幹の一つである平等原則に基づくもので

ある。捕虜と負傷兵に関する国際人道法（１８６４年）では、「国の帰属

にかかわりなく」と規定され、戦地軍隊における傷者及び病者の状態改

善に関するジュネーブ条約（１９０６年）では、「国籍の区別なく」と規

定されていた。さらに第一次世界大戦においては、戦争犠牲者の範囲が、

軍人・軍属から民間人・外国人に拡大されてゆき、実施につき財政上困

難があっても、制度を断念するのではなく、補償金額を当面少なくする

か、補償開始の時期を先送りするといった次善方法が追求され、民間の

戦争被害者に対する救済すべき補償立法が順次制定されていったのであ

る。

諸外国と同じく現憲法で平等原則を掲げるわが国においても、戦争被

害補償の場面において空襲被災者のみを補償対象外とすることに何ら合

理的理由はなく、これは不当な差別である。被告国は、早急に空襲被災

者の援護立法をなすべき義務を負っている。

（３）国連決議や国内判例等からも立法義務は明らか

１９７９（昭和５４）年第３３回国連総会で採択された、平和に生きる

社会の準備に関する宣言において、国家の最高の義務は、自国の人民に安

全と繁栄のうちに生存する権利を保証することであると確認された。
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原爆災害に対する東京地裁１９６３（昭和３８）年１２月７日判決も、

判決理由中で、「不幸にして戦争が発生した場合には、被害を少なくし国民

を保護する必要があることはいうまでもない。このように考えてくれば、

戦争災害に対しては当然に結果責任に基づく国家補償の問題が生ずるであ

ろう。」と指摘している。

また、最高裁１９７８（昭和５３）年５月３０日判決もやはり判決理由

の中で、「原爆医療法は、このような戦争被害について戦争主体であった国

が、自らの責任による救済を図るという一面を有するのであり、その点で

は実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これらを否定する

ことは出来ないのである。」といって戦争被害に対して結果責任に基づく国

家補償責任を肯定している。

そして既述のとおり、諸外国においても国の戦争行為の適法・違法を問

わず、国の起こした戦争による国民の特別な犠牲が生じた場合、国はその

結果に対する責任をとって、被害者にその補償をしなければならないとい

う考え方がほぼ確立している。

これらのことからも、被告国および国会議員らは、空襲被災者が重大な人

権侵害を受けている状況を認識し、その援護策を立法すべき必要性を十分に

認識していたことは明らかである。本件における被告の立法不作為の違法性

は明らかである。

８ 合理的期間を超える立法不作為（要件３）

立法不作為が違法であるためには、①憲法違反により国会の立法の必要性

を国会議員が認識し、②合理的理由なく立法行為をせず、③それが一定の合

理的期間を経過していることが必要である。

本件においても、これら①～③の要件を全てみたすことは以下のとおり明ら

かである。
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すなわち、平和憲法制定及び平和条約の効力発生後、前述したように戦争犠

牲者に対する国家補償の見地から、被告国は以下のとおり補償立法（以下、「援

護立法等」という。）を順次制定してきた。

① １９５２（昭和２７）年４月戦傷病者戦役者遺族等援護法

② １９５３（昭和２８）年８月旧軍人恩給の復活

③ 上記同月未帰還者留守家族等援護法

④ １９５６（昭和３１）年１２月旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に

関する法律

⑤ １９５７（昭和３２）年５月引揚者給付金等支給法

⑥ １９５９（昭和３４）年３月未帰還者に関する特別措置法

⑦ １９６３（昭和３８）年３月戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

⑧ １９６３年８月戦傷病者特別援護法

このように被告国は、日本国籍を有する軍人・軍属、及びこれらの遺族等に

対しては、手厚い国家補償を実施してきた。

ところが、被告国の補償制度は、民間の空襲被災者を対象から除外している。

これは、先に憲法１４条の項で触れたとおり不合理な差別である。

そして、前述したように、１９７０年～１９８０年代にかけて

一般戦災被害者への補償を求める市民運動が高まり、それについての国会審議

もなされた。したがって、遅くともそれ以降は、国会議員が戦争被災者の深刻

な実情を認識し、その被害回復のための補償立法に着手すべき具体的義務を認

識していた。

しかも、１９５２（昭和２７）年４月の戦傷病者戦没者遺族等援護法制定以

来、被告国が補償立法を逐次制定し、予算措置を講じてきたことに照らせば、

本件原告ら空襲民間被災者を対象とする補償立法及び予算措置を講じること

は可能であった。

しかるに、被告国は、前記立法義務を何ら履行することなく、漫然と６３年
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余を経過させたのである。

したがって、被告国が約６３年もの間、立法作業に着手することなく放置し

てきたことは、立法のための合理的期間は優に経過しているのであって、被告

国の立法不作為の違法性は明らかである。

９ 戦争損害受忍論の不当性について

（１）序説

これまで最高裁判例は、戦争損害につき、いわゆる戦争損害受忍論を展開

し、また、時には立法裁量論を理由に、戦争損害に関する国の責任を否定し

てきた。

しかし、このような「戦争損害受忍論」は、以下に述べるとおり不当なも

のである。

（２）最高裁判例における戦争損害受忍論の展開

当初、戦争損害受忍論は戦争損害に関する国の責任を一切否定する際の理

論として適用されていた面があったが、近時は、国の立法裁量論を根拠付け

る一要素として利用されている。

すなわち、当初の戦争損害受忍論は、日本国憲法施行後の政府による平和

条約締結行為によって、海外資産やアメリカに対する損害賠償請求権を喪失

したことに対する憲法２９条３項上の補償を求めた事案において、これを排

斥する理論として利用された（最判１９６８（昭和４３）年１１月２７日、

最判１９６９（昭和４４）年７月４日）。

これらの判決は、戦争損害に対する補償は憲法２９条３項の全く予想しな

いところであり、憲法２９条３項の適用を論じる余地がないとしたのである。

その後、戦傷病者戦没者遺族等援護法が軍人・軍属等及びその遺族のみを

援護の対象とし、一般民間犠牲者を適用対象としていない点につき、一般民

間犠牲者を適用対象とした援護法を立法しない国会議員の立法不作為につ
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き、国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請求を求めた事案（最判１９８７

（昭和６２）年６月２６日）や、戦傷病者戦没者遺族等援護法の国籍条項に

より在日韓国人が除外されているため、障害者年金請求が却下された点につ

き、その処分取消し等を求めた事案（最判２００１（平成１３）年４月５日、

最判２００１（平成１３）年４月１３日）において、最高裁は、それぞれ次

のとおり判示している。

① 最判２００１（平成１３）年４月５日

「国会議員は、立法に関し、原則として、国民全体に対する関係で政治的

責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を

負うものではなく、国会ないし国会議員の立法行為（立法不作為を含む。）

は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会

があえて当該立法を行うというがごとき、容易に想定し難いような例外的

な場合でない限り、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるも

のではないと解すべきものであることは、当裁判所の判例とするところで

ある」「そこで、この見地に立って本件をみるに、憲法には前記主張のよ

うな立法を積極的に命ずる明文の規定が存しないばかりでなく、かえって、

上告人らの主張するような戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわ

る非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったとこ

ろであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところというべき

であり、したがって、右のような戦争犠牲ないし戦争損害に対しては単に

政策的見地からの配慮が考えられるにすぎないもの、すなわち、その補償

のために適宜の立法措置を講ずるか否かの判断は国会の裁量的権限に委

ねられるものと解すべきことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかとい

うべきである。」

② 最判２００１（平成１３）年４月５日

「軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡のような戦争犠牲ない
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し戦争損害に対する補償は、憲法の予想しないところというべきであり、

その補償の要否及び在り方は、事柄の性質上、財政、経済、社会政策等の

国政全般にわたった総合的政策判断を待って初めて決し得るものであって、

これについては、国家財政、社会経済、戦争によって国民が被った被害の

内容、程度等に関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断にゆだねられ

たものと解される。」

このように、最高裁は、当初は戦争損害受忍論のみにて原告の請求を排斥

していたが、その後、立法府の広範な裁量を認める一要素として戦争損害受

忍論を展開する傾向にあり、この傾向は上記３つの判例以降も続いている（例

えば、最判２００１（平成１３）年１１月１６日、最判２００１（平成１３）

年１１月２２日、最判２００２（平成１４）年７月１８日）。

このように、現在の最高裁判例は、憲法１４条違反の有無が問われる場合

等、立法府の裁量の範囲が問題となる場合において、戦争損害受忍論を立法

府の広範な裁量を認めるための一要素として利用しており、一切の司法審査

を否定する論理としては使用していないのである。

(３) 戦争損害受忍論の本質的な問題点

そもそも、最高裁判例における戦争損害受忍論は次の点で論理的に破綻し

ている。

すなわち、戦争損害は、アジア・太平洋戦争に起因して発生したものであ

る。

そして、日本国憲法は、他ならぬアジア・太平洋戦争の反省をふまえて制

定されたものであり、戦争損害なくして日本国憲法は生まれなかったといっ

ても過言ではない。政府の行為によって二度と戦争の惨禍が起こらないよう

にすることを誓っている憲法が、そのもととなった戦争損害に対して「全く

予想しないところ」などという態度をとっていられるはずがない。

むしろ、新しい憲法原理である平和主義を定着させるため、さまざまな戦
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争防止策が立法および行政を通じて具体化されることを憲法は予定してい

ると考えるのが自然である。そして、戦争防止策としては、侵略戦争を指導

した者や加害者を処罰するだけでなく、その犠牲となった者について、補償

したり保護を与えたりすることも、平和政策としては有効である。

戦争損害について国が救済措置を講じることは「憲法の全く予想しないと

ころ」であることは決してなく、平和主義を掲げている憲法の要請するとこ

ろであるといわなければならない。

この意味で、戦争損害受忍論はそれ自体内在的に論理的破綻をきたしてい

る論理と言わなければならない。

(４) 本件は憲法１４条に違反する明白な違憲状態であること

このように、戦争損害受忍論は、その理論的根拠が欠しく、平和主義を標

榜する日本国憲法下において到底受け入れることができる理論とは言えな

いが、仮に百歩譲って、戦争損害受忍論を一応前提としたとしても、前述の

ように、戦争損害に関する国の責任について一切の司法審査が否定されるも

のではない。

すなわち、「国家の立法不作為が何故に違法であるのか」という命題につ

いては、空襲被害者だけが国家による援護の対象から取り残されことにより、

他の戦争被害者と比較として空襲被害者が著しく不平等な状況に置かれて

いるという憲法１４条の平等原則に違反する状況が今なお継続しているに

もかかわらず、それを放置し続けることは、立法府の裁量の範囲を著しく逸

脱したものであり、国家賠償法１条 1 項の規定上違法と評価されないのか、

という観点から考察を加える必要がある。

そして、いったん国家が、特定のグループに給付を与えながら、同質性を

有する他のグループに給付を与えないということは、合理的な理由がない限

り恣意的な給付というほかなく、そのような給付は憲法１４条に反し許され

ないはずである。
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憲法１４条は、国家は国民との関係で平等たるべきであるという規範を国

家に与えているのであり、この規範に反する状態を解消するのに必要とされ

る合理的な期間経過後もなおその違法状態が解消されない場合には、国家賠

償法上違法と評価されてしかるべきなのである。

（５）本件における考え方

そして、前述のように、戦争被害者の援護立法の推移及びその援護内容を

踏まえた場合、軍人・軍属やその他の戦争被害者が置かれた状況と比較し、

空襲等一般戦災者が置かれた状況は、著しく不平等な状況にあるというほか

なく（国家による何の援護もない状況において、原告らがどれだけ不条理な

境遇での人生を余儀なくされたのかを国家は知るべきである）、しかも、そ

の点につき合理的な理由はない。

そして、このような状況が国家により放置されて少なくとも既に６０年以

上経っている現在、空襲被害者の援護法を何ら制定しない国会議員の立法不

作為は国家賠償法１条１項上違法と評価されてしかるべきである。

第６ 違法性（その２）－条理上の作為義務違反

１ 被告国は自らの先行行為に基づき条理上の作為義務を負う

被告国は、自ら戦争を開戦し、終戦を遅らせて空襲被害を拡大させたという

先行行為に基づき、空襲被災者らに対して援護策を講じるべき条理上の作為義

務を負っていた。ところが、この作為義務を履行せずに空襲被災者を放置し、

その被害および人格権侵害の度合いをいっそう深刻化させたのであり、作為義

務不履行の違法性は重大である。

よって、被告国は条理上の作為義務の不履行に基づき、原告らに与えた損害

を賠償し、かつ謝罪すべき責任を負う。

この点につき、以下に述べる。



67

２ 開戦し終戦を遅らせた行為が「先行行為」にあたる

開戦および終戦の経緯については、すでに述べたとおりである。原告らが受

けた空襲被害は、日米両国間の戦争そのものがなければ起こらなかった。その

うえ、政府が終戦を遅らせたことは空襲被害を拡大させた。

被告国が開戦した行為および終戦を遅らせた行為は、危険を創始する行為

（先行行為）に該当する。そのような行為を行った者は、それが現実化して損

害を生じさせる結果を回避すべき措置を取る義務、すなわち作為義務を負うべ

きである。この作為義務は条理に基づくものである。このような条理は、民事

不法行為法（レール置き石事件＝最判１９８７（昭和６２）年１月２２日民集

４１巻１号１７頁）や刑事事件に係る不真正不作為犯にも見出されるものであ

る。

条理とは、「自ら蒔いた種を刈り取る責任」（宇賀克也『国家補償法』（有斐

閣、１９９７（平成９）年）１７０頁）とか、「自らの不始末の後始末をちゃ

んとつけていないことによる責任」（遠藤博也『国家補償法・上巻』（青林書院、

１９８１（昭和５６）年）４２７頁）と言い表されている。

まさに被告国は、自らが開戦し終戦を遅らせたことによる後始末をすべきで

あるが、それを怠っているというべきである。

３ 「先行行為に基づく条理上の作為義務」を認めた判例

（１）多くの判例が「条理上の作為義務」を認めている

国家賠償請求訴訟において、「先行行為に基づく条理上の作為義務」の不履

行による賠償責任を認めた事例は少なくない。

著名なものでは、中国残留孤児訴訟神戸地裁判決（神戸地裁２００６（平

成１８）年１２月１日判決）や、劉連仁訴訟一審判決（東京地裁２００１（平

成１３）年年７月１２日判決、判例タイムズ１０６７号１１９頁）、日本軍
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遺棄毒ガス弾・砲弾事件判決（東京地裁２００３（平成１５）年９月２９日

判決、判例タイムズ１１４０号）等がある。

以下に紹介する。

（２）中国残留孤児訴訟神戸地裁判決

中国残留孤児訴訟の神戸地裁判決（神戸地裁２００６（平成１８）年１

２月１日判決）は、原告ら６１名の請求を一部認容し、賠償額４億６８６０

万円を認容した。同判決は、原告が主張していた「先行行為に基づく条理上

の作為義務」を認めるかたちで、以下のように判示した。

まず同判決は､孤児を発生させた｢国策として行なわれた移民､関東軍の大

幅な転用､静謐確保の優先､満州防衛の放棄といった一連の政策｣について､

｢戦後の憲法が立脚する価値観に立って見たとき｣､戦闘員でない一般の在満

邦人を無防備な状態においた政策は､｢自国民の生命・身体を著しく軽視する

無慈悲な政策であった｣と述べ､｢戦後の政府としては､可能な限り､無慈悲な

政策によってもたらされた自国民の被害を救済すべき高度の政治的責任を

負う｣と判示している｡

次に､帰国に向けた政府の責任を論じて､「政府自身､残留孤児が中国内で生

存していることを認識していたのであるから、集団引揚げが終了した昭和３

３年７月以降も､残留孤児の消息を確かめ､自国民の救済という観点からそ

の早期帰国を実現すべき政治的責任を負っていた」とした｡

そして、日中国交正常化までは､残留孤児救済責任を果たすための具体的な

政策の実行は困難であったとしたが､日中国交正常化によって具体的な政策

を実行に移すことができるようになったから､特段の合理的な根拠なしに､

帰国を制限する行政行為をしたとすれば違法な職務行為となり国家賠償法

上の責任を負うとした。

また､自立支援に向けた政府の責任を論じて､｢残留孤児の大半が日本社会

での適応に困難を来たす状態での永住帰国を余儀なくされたのは｣､前述の
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無慈悲な政策に加え､｢日中国交正常化後も孤児救済に向けた政治的責任を

果たそうとしなかった政府の姿勢｣､｢帰国制限という政府関係者による違法

な措置が積み重なった結果｣だと指摘し､政府は､条理上の義務
、、、、、、

として､日本

社会で自立して生活するために必要な支援策を実施すべき法的義務（自立支

援義務） を負っていたと判断している｡

このように、残留孤児訴訟神戸地裁判決は、戦前の移民政策や満州防衛の

放棄などの国策および戦後の帰国制限などを自ら行ってきた国は「条理上の

義務」として残留孤児への自立支援義務を負っていると明確に認めたのであ

る。

戦前および戦後を通じた国の行為を先行行為ととらえている点などは、本

件訴訟においても大いに参考となるものである。

（３）劉連仁訴訟一審判決

劉連仁訴訟一審判決（東京地裁２００１（平成１３）年年７月１２日判決、

判例タイムズ１０６７号１１９頁）は､太平洋戦争中に日本へ強制連行され

たうえ､強制労働に従事していた中国人が耐えかねて逃走し､その後１３年

間にわたり北海道内の山中での逃走生活を余儀なくされた事案である｡

同判決は､国は｢降伏文書の調印とそれに伴う強制連行の目的の消滅によっ

て､事柄の性質上当然の原状回復義務として､強制連行された者に対し､これ

らの者を保護する一般的な作為義務
、、、、、、、、

を確定的に負ったもの｣と認めている｡

また、この保護義務は､本国への送還の希望の確認ないし帰国の援護の当然

の前提であり､このような救済業務は被告が国策として行った強制連行､強

制労働の目的消滅と降伏文書の受諾によって条理上当然に生じた義務
、、、、、、、、、、、

であ

るとも判示している｡

そして､被害者が｢逃走を余儀なくされた結果､その生命､身体の安全が脅か

される事態に陥っているであろうことは相当の蓋然性をもって予測できた｣

とした。
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そのうえで、保護義務の懈怠と被害との相当因果関係を検討し､被害者と共

に逃走した４名が１９４６（昭和２１）年４月までに次々と発見され､中国

に送還されたことから､これらの者からの事情聴取や警察力等の援助を得る

ことによって､｢早期に被害者を保護することができた可能性を否定できな

い｣として相当因果関係を肯定している｡

このように、劉連仁訴訟一審判決は、国が自ら国策として行った行為に基

づいて、条理上当然に作為義務が生じる場合を認めているのである。本件に

おいても、国が開戦した行為や終戦を遅らせた行為に基づいて生じた空襲被

害を受けた者に対し、国は条理上の援護義務を負うと解されるべきである。

（４）日本軍遺棄毒ガス・砲弾事件一審判決

日本軍遺棄毒ガス弾・砲弾事件判決（東京地裁２００３（平成１５）年９

月２９日判決、判例タイムズ１１４０号）は､旧日本軍が中国国内に遺棄し

た毒ガス兵器や砲弾のガス漏れや爆発によって中国人の作業員（浚渫・下水

道敷設・道路工事） に死傷の被害が生じた事案である｡

同判決は､｢条理により法的義務としての作為義務を認めるということは､

その作為義務が履行されない場合に､その不作為を違法と評価するのが物事

の道理であると考えることである｡｣と判示し､その要件として①危険の存在､

②予見可能性､③結果回避可能性を挙げている｡

そして､被告国は､被害発生を防止するために､条理により､終戦時における

日本軍の部隊の配置や毒ガス兵器の配備状況､弾薬倉庫の場所､毒ガス兵器

や砲弾の遺棄状況､各兵器の特徴や処理方法などについて可能な限りの情報

を収集したうえで､中国政府に対して遺棄兵器に関する調査や回収の申出を

するという作為義務､あるいは少なくとも遺棄された毒ガス兵器や砲弾が存

在する可能性が高い場所､実際に配備されていた兵器の形状や性質､その処

理方法などの情報を提供し､中国政府に被害発生の防止のための措置を委ね

るという作為義務があったとして、原告の賠償請求を認容した。
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このように、同判決は条理により生じた作為義務の不履行を認定している。

本件においても同様に条理上の作為義務およびその不履行が認められるべ

きである。

４ まとめ

本件において、被告国は、自ら無謀な戦争を開始し、その終了を遅らせるこ

とによって空襲被害を拡大させるという結果を招いた。そして戦後は、多数の

空襲被害者の窮状を認識しながら全く援護策をとらず、空襲被災者らの人権侵

害は重大化・深刻化の一途をたどった。このような結果を自ら招いた被告国は、

条理に基づき、自ら空襲被害者に対する援護立法等により援護策を講じるべき

作義務を負う。ところが被告国はこの作為義務を履行していない。

したがって、国には作為義務違反による責任が認められなければならない。

第７ 謝罪文と損害額

１ 謝罪文の法的根拠－民法７２３条

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「個人の尊厳」を回復するため
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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。

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。

第８ 結び

本訴状を締めくくるに当たって、改めて強調しておきたいことがある。

それは、本件は正に裁判所で厳正に審理・判断されるべき問題であり、もは

や国会や内閣の裁量に属する問題ではない、ということである。

国会や内閣のごとき政治部門は、原告らのような少数者（空襲による被害者

らは、終戦直後はともかく、少なくとも現在では少数者であることは疑いない）

の権利擁護のためには十分に機能しない。このことは、原告らがこれまで、戦

時災害への補償立法を求める運動を根気強く続けてきたにもかかわらず、未だ

実現していないことから既に実証されている。
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このように、少数者の権利が侵害され、政治部門に任せていたのではその回

復が困難な場合にこそ、「人権の砦」「憲法の番人」としての裁判所が、積極的

に事態の解決に乗り出さなければならない。

原告らはいずれも高齢であり、訴訟を遂行するだけの体力と気力に不安を覚

える者も多い。外出に困難を覚える者もいる。それでも原告らは、「このまま

では死ねない」との思いのもとに、本件提訴に踏み切ったのである。

本件において、もし、裁判所が原告らの請求を排斥するようなことがあれば、

原告らは失意と悲しみと怒りのあまり、「自分たちが死ぬのをじっと待つ」と

いうのか、という思いにとらわれることになろう。そのような不当な判決を受

けたとき、原告らが戦後６０年以上にわたって抱えてきた苦しみは、さらに倍

加されることになろう。

過去に裁判所が言及した、いわゆる戦争損害受忍論の不当性については、既

に第５の９でも指摘したが、何よりも、戦争損害の受忍を国民に対して強いる

ことは、一般国民に際限のない犠牲と我慢を強要した、戦前の国家総動員体制

をそのまま継承するにひとしい愚論である。

裁判所におかれては、これまで述べてきた、原告らの主張に真摯に向き合い、

戦争損害受忍論のような不当な議論に惑わされることなく、真に正義に則った

厳正な判断をしていただきたい。

以上の次第で、原告らは被告に対し、「個人の尊厳」の回復のため、それぞ

れ、

① 国家賠償法４条及び民法７２３条により、不法行為に基づく原状回復処

分として、別紙記載の謝罪文を交付し、かつ、同謝罪文を官報に掲載す

ること、及び、

② 国家賠償法１条により、不法行為に基づく損害賠償として、金１１００

万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日から支払済みまで、民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の支払いを求めて、
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本訴に及ぶ次第である。

以 上
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謝 罪 文

●年●月●日

原告各位

（以下、別紙原告目録記載の各原告１８名を連記。ここでは略）

内閣総理大臣 麻 生 太 郎

日本国は、１９４１年１２月８日、無謀にも太平洋戦争を開始し、さらに、アジ

ア太平洋戦争を早期に終結させて国民の甚大な犠牲を回避する義務があったにもか

かわらずこれを怠り、焼夷弾等による日本全土への無差別攻撃を招来した。

被告は、上記の歴史的経緯を踏まえて、原告らに対し以下のとおり謝罪する。

１ 被告はこれまで、旧軍人・軍属等には国家による補償措置を講じる一方で、原

告ら民間人の被害者にはなんらの援護ないし補償措置を講じることなく、ずっと

放置し続けたことを謝罪する。

２ 被告は、前項の謝罪の証として、民間人の被害者に対する十分な援護ないし補

償措置を講じるよう努めると共に、日本全土における空襲による死傷者及び行方

不明者の追跡調査を行うことを約束する。
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原 告 目 録

番号 〒 住 所 原 告 名

１ 593-□□□□ 大阪府堺市西区×××× Ａ

２ 659-□□□□ 兵庫県芦屋市×××× Ｂ

３ 662-□□□□ 兵庫県西宮市×××× Ｃ

４ 557-□□□□ 大阪市西成区×××× Ｄ

５ 553-□□□□ 大阪市福島区×××× Ｅ

６ 639-□□□□ 奈良県大和郡山市×××× Ｆ

７ 572-□□□□ 大阪府寝屋川市×××× Ｇ

８ 577-□□□□ 大阪府東大阪市×××× Ｈ

９ 589-□□□□ 大阪府大阪狭山市×××× Ｉ

１０ 633-□□□□ 奈良県桜井市×××× Ｊ

１１ 546-□□□□ 大阪市東住吉区×××× Ｋ

１２ 573-□□□□ 大阪府枚方市×××× Ｌ

１３ 565-□□□□ 大阪府吹田市×××× Ｍ

１４ 665-□□□□ 兵庫県宝塚市×××× Ｎ

１５ 399-□□□□ 長野県松本市×××× Ｏ

１６ 579-□□□□ 大阪府東大阪市×××× Ｐ

１７ 598-□□□□ 大阪府泉南郡×××× Ｑ

１８ 565-□□□□ 大阪府吹田市×××× Ｒ
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原告訴訟代理人目録

番

号

弁護士名 〒 住 所 事務所名 TEL FAX

1 井関 和彦 530-0047

大阪市北区西天満 2-3-6 大阪

法曹ﾋﾞﾙ 3 階 301

井関・西岡

法律事務所

06-6365

-5205

06-6365

-7684

2
高木 吉朗

（送達先）
540-0033

大阪市中央区石町 1-1-7 永田

ﾋﾞﾙ 4 階

大阪中央

法律事務所

06-6942

-7860

06-6942

-7865

3 梅田 章二 540-0033

大阪市中央区石町 1-1-7 永田

ﾋﾞﾙ 4 階

大阪中央

法律事務所

06-6942

-7860

06-6942

-7865

4 大前 治 534-0024

大阪市都島区東野田町 1-6-16

ﾜﾀﾔ・ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ 6 階

大阪京橋

法律事務所

06-6167

-5270

06-6351

-3603

5 小田 勇一 530-0003

大阪市北区堂島 1-1-5 梅田新

道ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 8 階

大江橋

法律事務所

06-6341

-0461

06-6347

-0688

６ 小林 徹也 540-0033

大阪市中央区石町 1-1-7 永田

ﾋﾞﾙ 4 階

大阪中央

法律事務所

06-6942

-7860

06-6942

-7865

７ 阪口 徳雄 530-0047

大阪市北区西天満 3-14-16 西天

満ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 号館 8 階

あさひ

法律事務所

06-6314

-4188

06-6314

-4187

８ 篠原 俊一 530-0047

大阪市北区西天満 6-2-11 第一

住建梅が枝町ﾋﾞﾙ 2 階

関西合同

法律事務所

06-6365

-8891

06-6365

-5223

９ 杉島 幸生 530-0047

大阪市北区西天満 6-2-11 第一

住建梅が枝町ﾋﾞﾙ 2 階

関西合同

法律事務所

06-6365

-8891

06-6365

-5223

10 杉山 彬 583-0024

藤井寺市藤井寺 1-1-23 第１柴

田ﾋﾞﾙ 3 階

杉山

法律事務所

0729-31

-5501

0729-31

-5502

11 西 晃 530-0047

大阪市北区西天満 5-13-3 高橋

ﾋﾞﾙ北 3 号館 3 階

河村武信・西晃

法律事務所

06-6361

-7090

06-6361

-7097
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12 藤木 邦顕 560-0024

豊中市末広町 2-1-4 豊中末弘

ﾋﾞﾙ 2 階 203 号

豊中総合

法律事務所

06-6857

-3900

06-6857

-3902


