
日弁連総第７０号

２０１５年（平成２７年）１１月１０日

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

日本弁護士連合会

会長 村 越 進

要 望 書

当連合会は，空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件について調査

した結果，下記のとおり要望する。

記

第１ 要望の趣旨

太平洋戦争によって，理不尽な戦火にさらされ，生命，健康及び財産を失った

きわめて多くの一般戦災者に対して，戦後７０年が経過した現在に至るまで何ら

の援護の措置も講じられていない。太平洋戦争においては，前線と銃後の区別な

く，全ての国民生活が戦争に組み込まれ，国の戦争行為の遂行とその終結の遅延

によって,本件申立人らには，空襲による甚大な被害が生じたこと，戦後，国がこ

の被害に関する対戦国への賠償請求権を放棄したことなどに照らすと，国は，幸

福追求権や平和的生存権の保障の観点から，本件申立人である空襲被害者,またこ

れと同様の状況にある沖縄地上戦の被害者,原爆被爆者等（以下，これらを「空襲

被害者等」，これら被害の原因となった行為を「空襲等」という。）に対する補

償措置を行うべき責務がある。また，軍人・軍属等に限定された戦災者援護の法

制は法の下の平等に反する。

よって，以下の内容を盛り込んだ，空襲被害者等援護法を速やかに定めること

を要望する。

１ 空襲等によって死亡した者の遺族に対して，弔慰金等を支給すること。

２ 空襲等によって肉体的，精神的被害を受けた者に対して，療養の給付や療養

手当の支給をはじめとした援護をすること。

３ 上記１及び２の施策を実効的に行うために，被害の実態調査を行うこと。

第２ 要望の理由

別紙「調査報告書」記載のとおり。

以 上



日弁連総第７０号

２０１５年（平成２７年）１１月１０日

厚生労働大臣 塩 崎 恭 久 殿

日本弁護士連合会

会長 村 越 進

要 望 書

当連合会は，空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件について調査

した結果，下記のとおり要望する。

記

第１ 要望の趣旨

太平洋戦争によって，理不尽な戦火にさらされ，生命，健康及び財産を失った

きわめて多くの一般戦災者に対して，戦後７０年が経過した現在に至るまで何ら

の援護の措置も講じられていない。太平洋戦争においては，前線と銃後の区別な

く，全ての国民生活が戦争に組み込まれ，国の戦争行為の遂行とその終結の遅延

によって,本件申立人らには，空襲による甚大な被害が生じたこと，戦後，国がこ

の被害に関する対戦国への賠償請求権を放棄したことなどに照らすと，国は，幸

福追求権や平和的生存権の保障の観点から，本件申立人である空襲被害者,またこ

れと同様の状況にある沖縄地上戦の被害者,原爆被爆者等（以下，これらを「空襲

被害者等」，これら被害の原因となった行為を「空襲等」という。）に対する補

償措置を行うべき責務がある。また，軍人・軍属等に限定された戦災者援護の法

制は法の下の平等に反する。

よって，以下の内容を盛り込んだ，空襲被害者等援護法を速やかに定めること

を要望する。

１ 空襲等によって死亡した者の遺族に対して，弔慰金等を支給すること。

２ 空襲等によって肉体的，精神的被害を受けた者に対して，療養の給付や療養

手当の支給をはじめとした援護をすること。

３ 上記１及び２の施策を実効的に行うために，被害の実態調査を行うこと。

第２ 要望の理由

別紙「調査報告書」記載のとおり。

以 上



日弁連総第７０号

２０１５年（平成２７年）１１月１０日

衆議院議長 大 島 理 森 殿

日本弁護士連合会

会長 村 越 進

要 望 書

当連合会は，空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件について調査

した結果，下記のとおり要望する。

記

第１ 要望の趣旨

太平洋戦争によって，理不尽な戦火にさらされ，生命，健康及び財産を失った

きわめて多くの一般戦災者に対して，戦後７０年が経過した現在に至るまで何ら

の援護の措置も講じられていない。太平洋戦争においては，前線と銃後の区別な

く，全ての国民生活が戦争に組み込まれ，国の戦争行為の遂行とその終結の遅延

によって,本件申立人らには，空襲による甚大な被害が生じたこと，戦後，国がこ

の被害に関する対戦国への賠償請求権を放棄したことなどに照らすと，国は，幸

福追求権や平和的生存権の保障の観点から，本件申立人である空襲被害者,またこ

れと同様の状況にある沖縄地上戦の被害者,原爆被爆者等（以下，これらを「空襲

被害者等」，これら被害の原因となった行為を「空襲等」という。）に対する補

償措置を行うべき責務がある。また，軍人・軍属等に限定された戦災者援護の法

制は法の下の平等に反する。

よって，以下の内容を盛り込んだ，空襲被害者等援護法を速やかに定めること

を要望する。

１ 空襲等によって死亡した者の遺族に対して，弔慰金等を支給すること。

２ 空襲等によって肉体的，精神的被害を受けた者に対して，療養の給付や療養

手当の支給をはじめとした援護をすること。

３ 上記１及び２の施策を実効的に行うために，被害の実態調査を行うこと。

第２ 要望の理由

別紙「調査報告書」記載のとおり。

以 上



日弁連総第７０号

２０１５年（平成２７年）１１月１０日

参議院議長 山 崎 正 昭 殿

日本弁護士連合会

会長 村 越 進

要 望 書

当連合会は，空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件について調査

した結果，下記のとおり要望する。

記

第１ 要望の趣旨

太平洋戦争によって，理不尽な戦火にさらされ，生命，健康及び財産を失った

きわめて多くの一般戦災者に対して，戦後７０年が経過した現在に至るまで何ら

の援護の措置も講じられていない。太平洋戦争においては，前線と銃後の区別な

く，全ての国民生活が戦争に組み込まれ，国の戦争行為の遂行とその終結の遅延

によって,本件申立人らには，空襲による甚大な被害が生じたこと，戦後，国がこ

の被害に関する対戦国への賠償請求権を放棄したことなどに照らすと，国は，幸

福追求権や平和的生存権の保障の観点から，本件申立人である空襲被害者,またこ

れと同様の状況にある沖縄地上戦の被害者,原爆被爆者等（以下，これらを「空襲

被害者等」，これらの被害の原因となった行為を「空襲等」という。）に対する

補償措置を行うべき責務がある。また，軍人・軍属等に限定された戦災者援護の

法制は法の下の平等に反する。

よって，以下の内容を盛り込んだ，空襲被害者等援護法を速やかに定めること

を要望する。

１ 空襲等によって死亡した者の遺族に対して，弔慰金等を支給すること。

２ 空襲等によって肉体的，精神的被害を受けた者に対して，療養の給付や療養

手当の支給をはじめとした援護をすること。

３ 上記１及び２の施策を実効的に行うために，被害の実態調査を行うこと。

第２ 要望の理由

別紙「調査報告書」記載のとおり。

以 上
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事件名 空襲被害者等援護法の制定を求める人権救済申立事件 

受付日 ２０１３年（平成２５年）１１月２５日 

申立人 Ｘ 他 

相手方 国 

 

第１ 結論 

要望書記載のとおり，内閣総理大臣，厚生労働大臣，衆議院議長及び参議院

議長に対し，要望するのが相当である。 

 

第２ 申立の趣旨（概要） 

相手方国に対し，「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」した憲法の精神に則り，戦後，戦争被害者に何らの援助もせず放

置した責任を認め，その謝罪と被害者の人間回復のために，下記の内容を骨子

とする救済法を制定せよとの勧告を求める。 

                 記 

１ 死者への弔慰金と，残された家族に対して遺族年金の支給 

２ 空襲被害による肉体的，精神的被害への医療補償と加算年金制度の制定実施 

３ 空襲による財産喪失者への補償制度の制定 

４ 援護方針を決定した上で被害の実態を調査すること 

５ 空襲による死者と被害を歴史にとどめるための追悼碑と展示館の建立 

 

第３ 調査の経過 

２０１３年（平成２５年）１１月２５日 申立書受付 

同年１２月１２日 予備審査開始 

   ２０１４年（平成２６年） ２月２５日 申立人らからの事情聴取 

同年 ６月１１日 本調査開始 

同年 ８月１１日 厚生労働大臣宛て照会 

同年 ９月 ２日 厚生労働省社会・援護局援護課に

よる文書での回答 

 

第４ 前提となる事実 

１ 空襲被害の実態 

 太平洋戦争の末期，連合国軍の米軍は，大型爆撃機Ｂ２９を用いて，１９４
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４年１０月１０日に沖縄を空襲した後，同年１１月２４日には東京を空襲し，

以後，日本本土への空襲を本格化させ，１９４５年３月１０日には東京大空襲，

同年８月６日には広島への原爆投下，同月９日には長崎への原爆投下を行うな

ど，同年８月１５日の終戦に至るまで人口が密集する都市への無差別空襲を続

けた。 

旧総理府の委託により１９７９年３月に刊行された「全国戦災史実調査報告

書」によれば，米軍による激しい空襲，艦砲射撃による攻撃にさらされた被災

都市は全国で２００を超え，非戦闘員の死者（一般戦災死者）が１００人以上

にのぼった都市は，広島市，長崎市及び沖縄県下の都市を除いても，東京都，

大阪市，名古屋市，神戸市，横浜市など７４都市に及んだとされている。同報

告書の内閣総理大臣官房管理室長名で寄せられた「はしがき」には，「老人，

婦女子を中心とした非戦闘員が度重なる空襲，艦砲射撃などの犠牲となり，そ

の悲惨さは，戦後３０有余年を経た今日においても，なお記憶に生々しいもの

があります。これらの空襲等による犠牲者の数は３０万人とも５０万人とも言

われております。」と記されている。 

また，経済安定本部総裁官房企画部調査課が１９４９年４月７日に刊行した

「太平洋戦争による我国の被害総合報告書」によれば，人的被害のうち，日本

の総人口の中で，軍人・軍属等以外の被害は，１９４８年５月現在判明数で，

死亡２９万９４８５人，重傷１４万６２０４人，軽傷１６万７３１８人，重軽

傷の区別不明の負傷３万１２９８人，行方不明２万４０１０人とされている。 

米軍のＢ２９による都市市街地への焼夷爆撃や原爆投下は，無差別の大量殺

人であり，被害は人的にも物的にも甚大であった。最大の空襲は，１９４５年

３月１０日未明の東京大空襲であり，死者は１０万人以上，負傷者は４万人余

り，焼失家屋は約２６万８０００戸，被災者は１００万人にのぼったと推定さ

れている。 

東京大空襲の被害者や遺族らが国に謝罪と賠償を求めた東京大空襲訴訟の控

訴審判決である東京高等裁判所平成２４年４月２５日判決・判例時報２１５６

号５４頁は，東京大空襲の被害について，「空襲及びそれに伴う熱風烈火の中

を必死で逃げまどい，自ら傷付き，あるいは親，兄弟等の近親者を失った者，

疎開や出征のため自ら空襲に遭うことはなかったが，親兄弟等を失い，孤児等

として苦労を重ねた者，その後も後遺障害や自分が生き残ったことについての

自責感に悩んでいる者など，その態様は様々であるが，空襲被害者らが東京大

空襲によってそれぞれ多大の苦痛を受けたことが認められる。」と判示してい
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る。 

 このように米軍による空襲は，沖縄から日本本土全域に及び，日本本土も戦

場と化したものであり，非戦闘員の被害も甚大であった。 

２ 空襲被害の特徴 

東京大空襲に代表される焼夷爆撃や原爆投下は，人も住居等の財産も全てを

焼き尽くす作戦であり，住民の生活基盤を破壊するものであった。 

 一家が全滅した場合も相当あり，生き残った者も過酷な境遇に置かれ，親を

失った未成熟の児童は独力で生きることはできなかった。 

 空襲現場にいながら生き残った者は幸運であったが，その破局的体験はトラ

ウマとして残り，特に，後遺障がいを伴う重傷を負った者にとって，心身の負

荷として生涯逃れ難いものとなった。 

都市市街地への無差別爆撃は，子どもを守ろうとする多くの親を殺し，子ど

もだけが生き残ったり，学童疎開先にいた子どもだけが残されたりした結果，

下記のとおり膨大な数の孤児が生まれた。 

旧厚生省が都道府県を通じ，１９４８年２月１日午前零時を基準として，全

国規模の孤児一斉調査を実施した結果によれば，孤児の総数は１２万３５１１

人にのぼり，その年齢構成は，４ないし７歳が１万３２１３人，８ないし１４

歳が５万７７３１人（４６．７％），１５ないし２０歳が５万１２９４人（４

１．５％）であった。 

また，東京大空襲では，一夜のうちに１０万人以上が死亡した。空襲から逃

げ回る過程で路上や河川等で死亡した者が多く，遺体を公園や寺院の空地に仮

埋葬という名目で穴を掘って埋め，これを後に掘り出して火葬にしたが，これ

により身元確認は非常に困難になった。東京都慰霊堂（東京都墨田区横網二丁

目所在）の納骨堂には，東京大空襲をはじめとする東京空襲による死者の遺骨

約１０万５４００体（うち霊名簿登録者数２万９４６０人）が骨壺に入れて納

められているが，ほとんどが身元確認不能で，引取り手もないままの状態であ

る。 

３ 申立人らの空襲被害の実態 

申立人らの空襲による被害も，多岐にわたり深刻なものである。その全てを

認定することは不可能であるが，申立人らからの聴き取り結果などから，典型

的な例として概略下記のような被害の実態が認められる。その内容は，空襲に

よる直接的な被害である身体被害，家族との別離などにとどまらず，当時まだ

多くが未成年であったか成人になって間もなかった申立人らは，その後の人生
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において，国や社会からの援助がほとんどない中で，生活苦や社会的な差別な

ど，極めて悲惨な被害を受けてきた。 

(1) 空襲により重傷を負った者 

以下に代表されるほかに，顔面と手などに大火傷を負ったり，ケロイドや

四肢の切断，手指の伸展不全の障がいが残るなどの被害を受けており，空襲

時の破局的体験とともに，身体的精神的負荷となっている。 

すなわち，①機銃掃射の銃弾が右腕に当たったため右腕切断の手術を受け，

その後もこれに原因する傷病で６回も手術を受け，身体障害２級と認定され

た者，②焼夷弾が右手首を直撃し右全手指機能全廃となり，身体障害３級と

認定された者，③焼夷弾が落下した衝撃で飛ばされた際に腰に負傷し，その

傷が化膿したため腰に拳が入るほどの穴が残り１５年間も冬になると高熱が

出て傷口が化膿したほか， 股関節も次第に悪くなり，５８歳の時に両股関節

に人工関節を入れる手術を受け，身体障害３級と認定された者，などがいる。 

(2) 戦争孤児となった者や親族を失った者 

①空襲により家族の消息は誰ひとりとして分からず，遺骨の所在も不明な

者，②両親がいないことを理由にことごとく就職や結婚を断られた者，③空

襲により両親を失い兄弟とも離ればなれになり，引き取られた親戚の家でお

手伝いさん代わりに働かされ，中学校へも満足に通えなかった者，④遠縁の

親戚の世話になったが小学校も中途退学せざるを得ず，最終的には養護施設

に入った者，⑤戦争孤児となり引取り手も現れず，ようやく親戚に引き取ら

れたものの食糧事情は悪く，その家の親族が栄養失調で亡くなったため，子

ども心にこれ以上厄介になれないと家を出たが１１才では仕事もなく浮浪の

日々を過ごした者，⑥食糧難等で親戚中をたらいまわしにされ，最終的に引

き取られた先でも体調を壊しても病院に行かせてもらえず，朝から晩まで「お

手伝いさん」として，勉強する時間もない程働かされた者などがおり，義務

教育すら満足に受けることがかなわなかった者も少なくない。 

４ 空襲被害者の救済の必要性と国の対応 

上記のとおり，空襲による被害は甚大であり，自ら重傷を負った者，住居を

焼かれ，親兄弟等を失い，孤児になった者など，被害態様は様々であるが，こ

れらの被害や社会生活における労苦を自助努力で克服することは極めて困難で

あった。 

これらの戦災被害の補償については，戦前には，１９４２年４月３０日施行

の戦時災害保護法が存在し，軍人・軍属であるとそれ以外であるとを区別せず
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に戦時災害の被害者とその家族・遺族を保護の対象としていた。保護の種類は，

救助，扶助，給与金の支給の三種とされ，生活扶助，療養扶助，死亡者の遺族

に対する給与金，障がい者に対する給与金，住宅を失った者に対する給与金な

どが定められていた。 

ところが，戦後は，連合国軍最高司令官総司令部（以下「ＧＨＱ」という。）

の占領政策の基本が日本の非軍事化であったため，民生の安定策は無差別平等

原則に基づく社会保障によることになり，１９４６年２月から軍人恩給が停止

ないし制限され，同年９月９日公布の旧生活保護法の附則により軍事扶助法と

ともに戦時災害保護法も廃止された。さらに「生活困窮者緊急生活支援要綱」

を失効させた。 

その後，生活保護法だけでは社会保障法として不十分であったため，１９４

７年に児童福祉法，１９４９年に身体障害者福祉法が制定された。 

そして，１９５２年４月２８日に連合国と日本との「日本国との平和条約」

（Treaty of Peace with Japan 昭和２７年条約第５号，以下「対日平和条約」

という。）が発効して国の主権が回復するや，同月３０日には軍人・軍属を対

象とした戦傷病者戦没者遺族等援護法が公布施行され，１９５３年８月には恩

給法の改正により軍人恩給も復活し，１９６３年３月３１日には戦没者等の妻

に対する特別給付金支給法が公布（施行は同年４月１日）され，同年８月３日

には戦傷病者特別援護法が公布（施行は１９６４年４月１日）された。他方，

軍人・軍属以外も対象とした戦時災害保護法が復活されることはなかった。 

その結果，日本の戦争犠牲者援護制度は軍人・軍属とその遺族だけを対象と

する一方で，空襲被害者は援護対象から排除されることとなった。 

５ 空襲被害者の心情と被害の現在性 

 東京大空襲訴訟の前記控訴審判決（東京高判２０１２年４月２５日）は，被

害の実情について認定した上，「したがって，原告らが，戦後の立法により各

種の援護措置を受けている旧軍人・軍属等との間に不公平感を感じ，原告らの

ような一般戦争被害者に対しても救済や援護を与えるのが国の責務であるとす

る原告らの主張には，心情的には理解できるものがある。」と判示している。 

空襲被害者は，空襲による被害を受けたまま，過酷な境遇に置かれ，７０年

近くも国の援護対象から排除され続けたため，精神的被害は現在も継続し，累

積している。 

６ 国会での議論状況 

１９７３年から１９８８年にかけて，野党を中心として，空襲被害者を含む
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一般戦災者を補償対象とした戦時災害援護法案が国会に提出され，たびたび審

議がなされてきた。 

そして，１９７３年７月１０日，参議院社会労働委員会で，戦傷病者戦没者

遺族等援護法の一部を改正するにあたり，政府が格段の努力を払うべき事項と

して「一般戦災者に対し，戦時災害による負傷，疾病，障害及び死亡に関する

援護の検討を目途として，その実態調査を実施すること。」が盛り込まれた附

帯決議が全会一致でなされている。 

また，１９８１年４月１４日，参議院社会労働委員会で，園田直厚生大臣が，

「戦時災害援護法，この趣旨は戦争被害を受けた者は，身分，立場，その他に

かかわらず等しく戦争被害者としてこれに対する国の責任を果たす，こういう

理論からいって私は理論はそうあるべきであると思います。」とか，「厚生大

臣としては，戦後の処理が終わったと，行政府としてはもうこれ以上は手が出

ませんというか，あるいは一応終わったというのはわかりますが，まだ大変な

災害で戦地に行った人よりもひどい思いをした人はたくさんおるわけでありま

すから，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。（中

略）もう二度とこういうことをやっちゃならぬということが一貫して政治にな

きゃならぬ。そういう理論から言うと，国家から召されていったから，あるい

はそうじゃなかったからということで本当は区別するのは理論的には間違いで

あって，やはり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。」などと答弁した。 

しかしながら，提出された法案は，いずれも継続審議や廃案となり，成立す

ることはなかった。 

７ 国の対応 

前記４のとおり，日本においては軍人・軍属に対しては手厚い援護が施され

たが，空襲被害者を含む軍人・軍属以外の一般戦災者は援護対象から排除され

続けてきた。 

一般戦災者に対する補償・救済については，１９６７年の在外財産問題の処

理をもって戦後処理は一切終結したとされ，総理府総務長官の私的諮問機関「戦

後処理問題懇談会」（１９８２年６月設置）においても，１９８４年１２月に

一般戦災者の問題は取り上げないまま，「戦後処理問題については，これ以上

国において措置すべきものはない」とされた。現在の政府も，この見解に依拠

しており，政府として一般戦災者に対する補償措置が必要であるとの立場はと

っていない。 
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当連合会から厚生労働省に問い合わせた結果，現時点においても，国には空

襲被害者を含む一般戦災者の救済を担当する所管官庁はなく，どの官庁におい

ても救済施策の検討すらなされていない状況であることが判明している。 

８ 当連合会の見解 

当連合会は，これまで以下のように，空襲被害者を含む一般戦災者（民間戦

災者）に対する援護法を制定すべきであるとの意見を繰り返し表明している。 

(1) １９７５年人権擁護大会決議－民間戦災者に対する援護法制定に関する決

議 

同決議において，以下のとおり意見を表明している。 

「太平洋戦争終結後３０年が経過したが，理不尽な戦火にさらされ，生命

と健康を失ったきわめて多くの民間戦災死傷者，傷害者に対して，現在なん

らの援護の措置も講じられていない。右戦争においては，前線と後方の区別

なく，全ての国民生活が戦争にくみこまれ，その惨禍が日本国民全てに及ん

だ事実を直視すると，軍人・軍属等にのみ限定された戦災者援護の法制は法

の下の平等に反するばかりでなく，右大戦の体験の上に制定された平和憲法

の基本精神にも背くものである。政府は既に国会で決議されている『戦時災

害による負傷疾病障害及び死亡に関する実態調査』を直ちに実施するととも

に，民間戦災死者，傷害者に対する援護法をすみやかに制定すべきである。」 

(2) １９９３年人権擁護大会宣言－戦争における人権侵害の回復を求める宣言 

同宣言の理由中において，以下のように意見を表明している。 

「戦争被害について，１９５２年に戦傷病者遺族援護法を制定し，１９５

３年には軍人恩給を復活させ，これが給付の中心的なものとなった。しかし，

これらは，軍人・軍属等にのみ限定された戦災者援護の法制であり，一般住

民の被害については，いわゆる原爆二法を制定し，医療等について一定の援

護措置を講じたが，きわめて不十分であり，救済のための援護立法の制定が

求められて久しい。 

当連合会は，被爆者援護法の制定を求める決議（第２２回人権擁護大会）

や民間戦災死傷者に対する援護法の制定を求める決議（第１８回人権擁護大

会）をしてきたが，今後もその実現のため力を尽くすものである。」 

(3) ２０１２年１１月「日本本土以外の戦闘地域・抑留地域における戦没者の

遺体遺骨の捜索・発見・収容等の扱いに関する意見書」 

同意見書において，以下のとおり意見を表明している。 

「名古屋地裁昭和５５年８月２９日判決（判例タイムズ４４９号２４５
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頁）において，空襲被災者らの請求を退けたものの，『戦後３０年以上を経

た今日においても十分な補償を受けえず，戦争による傷跡に苦しむ民間被災

者に対し国が国家補償の精神にもとづきできるだけ広範にわたって援護の

措置を取ることを望む』と立法による解決を求めている。この点，当連合会

も軍人・軍属には援護法等で一定の補償がなされていることは，戦争被害を

国民が『ひとしく受忍』しているとはいえない状況にあると指摘してきたと

ころであって（日弁連「日本の戦後補償」１９９４年，３３８頁），本土外

戦没者についても同様に対象を軍人・軍属・準軍属に限定するべきではな

い。」 

 

第５ 当委員会の判断 

 １ 人権侵害性 

本件申立は，空襲被害者が空襲被害についての補償立法を求めるものである

ことから，本調査報告書においては，被害の実相などについては空襲被害者を

中心としてその認定を行う。 

しかし，日本と戦争の相手国との戦闘行為に起因して被害を受けた軍人・軍

属以外の一般戦災者は，空襲被害者以外にも多数存在し，その被害の救済は，

戦後日本の重要な課題であり，当連合会も，かねて一般戦災者に対する援護法

を制定すべきことを表明してきたところである（前記の１９７５年人権擁護大

会決議，１９９３年人権擁護大会宣言）。特に，本件申立人である空襲被害者

同様に，日本政府の戦争遂行及び戦争終結遅延の結果，無差別な攻撃の標的と

なって被害を受けた沖縄地上戦の被害者，原爆の被爆者等について，被害の救

済の必要性を，本件申立人らを含む空襲被害者と別異に解さなければならない

合理的な根拠は存在しない。 

そこで，本調査報告書では，少なくとも，日本政府の戦争遂行及び戦争終結

遅延の結果，空襲被害者，沖縄地上戦の被害者及び原爆の被爆者等に生じた被

害もすべからく補償するべきものとして検討の対象としつつ，特にそれぞれの

被害者であることを断らない限り，これらの被災者を「空襲被害者等」，これ

らの被害の原因となった行為を「空襲等」と総称して，論じることとする。た

だし，生存する原爆の被爆者に対して既に行われている措置について，これら

を存続するべきことは当然の前提とする。 

(1) 戦中の国の戦争遂行政策及び戦後の対外賠償請求権の放棄に起因する国の

補償の責務 
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① 戦争遂行と戦争終結の遅延 

満州事変以来，戦争は拡大の一途をたどり，１９４１年１２月８日に太

平洋戦争開戦に至った。太平洋戦争では開戦以来，半年ほどの間は，日本

軍は進撃を続け，東南アジアから南太平洋にかけての広大な地域を制圧し

た。 

しかし，１９４２年６月，中部太平洋のミッドウェー島沖で戦われたミ

ッドウェー海戦において，日本軍は主力空母４隻と艦載機を失って，アメ

リカ軍機動部隊に大敗し，主導権を失った。これにより戦局は大きく転換

し，アメリカ軍は攻勢に転じ，日本は制海・制空権を失い守勢・劣勢を余

儀なくされ，以後，日本軍は敗北が続いた。日本軍は，１９４３年９月３

０日「絶対国防圏」を設定してアメリカ軍の侵攻を食い止めようとしたが，

１９４４年６月のマリアナ沖海戦に完敗し，本土防衛の要となるサイパン

島をはじめマリアナ諸島を失ったことで「絶対国防圏」は崩壊し，敗戦を

決定付けた。また，これによりマリアナ諸島でのアメリカ軍基地の建設が

可能になり，直接日本本土が空襲の危険にさらされることとなった。 

こうして，マリアナ沖海戦での敗戦により日本の敗北は決定的となった

が，日本は戦争終結の道を選ばず，更に決戦計画を立てて戦争を継続した。

その結果，１９４５年３月にアメリカ軍が沖縄・慶良間列島に上陸し，同

年４月には沖縄本土に上陸して苛烈な戦闘が行われ，日本軍だけでなく多

数の一般市民が犠牲となった。沖縄戦の犠牲者数は，１０万人から２０万

人とされている。 

そして日本は，沖縄戦の敗北を受けて最後は本土決戦を決意し，１９４

５年８月１５日まで戦争を遂行した。多くの一般市民の犠牲者を出した沖

縄地上戦，日本本土の各都市への空襲とこれらに伴って疎開した対馬丸等

民間船舶に生じた被害，原爆の被害は，いずれも１９４４年６月のマリア

ナ沖海戦での敗北による「絶対国防圏」の崩壊後に発生しており，太平洋

戦争での敗北が決定的となった以降も戦争を続行し，戦争終結が遅延した

ことにより甚大な人命が失われた。 

② 防空法による被害の拡大 

防空法は，１９３７年に施行され，国民に灯火管制に従うなどの義務を

課したが，１９４１年１１月には都市からの退去禁止と空襲時の応急消火

義務が追加された。これにより一般市民に隣組として防火活動を行うこと

を求めるなどして，空襲に先立って事前退去することを困難にして，結果
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として，空襲により生命を失ったり，重篤な傷害を生じたり，家財一式全

てを失うといった一般市民の甚大なる被害が拡大した。 

③ 対日平和条約による対外賠償請求権の放棄 

１９５１年９月８日に締結された対日平和条約１９条（Ａ）は，「日本

国は，戦争から生じ，又は，戦争状態が存在したためにとられた行動から

生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民の全ての請求権

を放棄し，かつこの条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの

連合国の軍隊又は当局の存在，職務遂行又は行動から生じた全ての請求権

は放棄する。」と規定した。 

第２次世界大戦に関する条約などで対外的な「請求権放棄」条項がある

場合，同時にこれに代わる政府による国内補償条項を定めることが通常で

ある。例えば，１９４７年２月１０日にパリで署名されたイタリア，ハン

ガリー，ルーマニア，ブルガリアの平和条約には，それぞれ敗戦国による

国家・政府及び国民のための請求権放棄の規定があるが，同時に政府が国

民に対して公平な補償をする旨の規定がある（イタリア平和条約７６条Ⅱ

項，ブルガリア平和条約第２８条Ⅱ項，ハンガリア平和条約第３２条Ⅱ項，

ルーマニア平和条約３０条Ⅱ項）。また，ドイツでは１９５２年５月２６

日「戦争及び占領によって生じる事項の解決に関する条約」第５条で「連

邦共和国は・・・・従来の所有者が補償されることを配慮する」と規定し，

１９５５年１２月１日制定の「占領損害賠償法」によって国内法的処置が

採られた。 

以上のように，戦争終結に当たって，戦闘による被害についての対外賠

償請求権を国家として放棄する場合は，これに代わる措置として，請求権

を放棄した国家によって，自国民の被害者に対して，何らかの補償措置が

採られるべきである。 

ところが，日本では，対日平和条約第１９条（Ａ）により空襲被害者等

のアメリカに対する請求権を放棄しているにもかかわらず，これに代わる

国内法的補償は一切行われていない。 

④ 国の行為に起因する補償義務 

前記第４の３で認定したとおり，空襲によって，自ら重篤な後遺症を抱

えるに至った者や，戦争孤児となったり親族を失った者など，重大な被害

を受けた空襲被害者が生じた。日本各地における大規模な空襲は１９４４

年以降に行われたものであり，空襲による被害は，戦争の終結の遅延によ
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って生じたものが大部分を占めるといえ，さらに防空法による消火義務等

によって被害が拡大したことになる。 

日本国憲法は個人の尊重を基本原則としているところ，その個人にとっ

て何よりも重要なのは，まず，生命であり，身体である。軍人・軍属に対

する戦争被害補償，諸外国における戦争被害補償制度，更には，他の多く

の国家補償立法を見ても，まず，第１に重視されているのは，生命，身体

であり，これが国家の行為により被害を受けた場合には，国は，憲法１３

条の幸福追求権の保障に基づき，生命身体等に被害を受けた者に対して補

償を行うべきであり，その財源は，負担の公平の観点から税金によるべき

である。日本政府の上記の行為による被害が戦後においても継続し，回復

されていない状況下にあっては，国は，現在においても，これら被害の補

償のための措置を採るべき責務があるというべきである。 

しかも，日本政府は，対日平和条約の締結によって，国家として，戦争

被害についての賠償請求権を放棄した。前記のとおり，イタリア，ドイツ，

ハンガリー，ブルガリア等が第二次世界大戦後の平和条約等を締結するに

際し，相手国への請求権放棄を行うとともに，自国政府が自国民に対する

公平な補償をするべきことを定めており，日本政府についても，賠償請求

権を放棄した以上は，これら戦争被害者に対する補償の責務はより明確に

なったというほかない。 

なお，原爆医療法（現在は被爆者援護法）について最高裁判所が「戦争

遂行主体であつた国が自らの責任によりその救済をはかるという一面を

も有するものであり，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，これを否定することができないのである。例えば，同法が被

爆者の収入ないし資産状態のいかんを問わず常に全額公費負担と定めて

いることなどは，単なる社会保障としては合理的に説明しがたいところで

あり，右の国家補償的配慮の一端を示すものであると認められる。」（最

高裁判所昭和５３年３月３０日判決・民事判例集第３２巻２号４３５頁）

と判示していることからも明らかなとおり，既に国は，戦争行為に起因し

た一般戦災者の一部について，国家補償の観点からの立法措置を行ってい

る。 

(2) 平和的生存権等の侵害 

上記⑴に記載したとおり，国の遂行した政策とその結果生じた空襲被害者

等の被害状況に鑑み，平和的生存権との関係で空襲被害者等への補償の要否
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を検討する。 

① 平和的生存権の法的権利性 

太平洋戦争の敗戦による日本国憲法の制定に際して，植民地主義及び侵

略戦争という歴史的誤りを克服し，平和な社会を築くことが最大の課題と

された。このことは日本国憲法前文が「人類普遍の原理」としての民主主

義及び基本的人権の価値を謳い，憲法９条とともに平和の実現に最大の価

値を置き，とりわけ平和を人権保障と結びつける「平和的生存権」を宣言

している点に現れている。 

平和的生存権については，例えば，「戦争と軍備及び戦争準備によって

破壊されたり侵害ないし抑制されたりすることなく，恐怖と欠乏を免れて

平和のうちに生存し，また，そのように平和な国と世界をつくり出してい

くことのできる核時代の自然権的本質をもつ基本的人権である。」（名古

屋高等裁判所平成２０年４月１７日判決，判例タイムズ１３１３号１４６

頁）などと定義される。 

  平和的生存権は，現代において憲法が保障する基本的人権が平和の基盤

なしには存立し得ないことからして，全ての基本的人権の基礎にあってそ

の享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ，単に憲法の

基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。憲法本文と同様に法

規範性を有するというべき憲法前文が上記のとおり「平和のうちに生存す

る権利」を明言している上に，憲法９条が国の行為の側から客観的制度と

して戦争放棄や戦力不保持を規定し，さらに，人格権を規定する憲法１３

条をはじめ，憲法第３章が個別的な基本的人権を規定していることからす

れば，平和的生存権は，憲法上の法的な権利として認められる。 

以上のとおり，平和的生存権については，憲法前文の「恐怖と欠乏から

免かれ，平和のうちに生存する権利」が直接の根拠となるが，前文の平和

主義原則と９条の全面的戦争放棄条項，１３条の個人の尊重原則と幸福追

求権を根拠として，平和的環境の維持などを請求する権利を内容とする個

人の権利と解することができ，その権利の性格は，自由権的性格と請求権

的性格をあわせ持つものと解される（同旨「憲法」第２版辻村みよ子１２

３頁。具体的権利性を認めた裁判例として，いわゆるイラク自衛隊派遣差

止訴訟における名古屋高裁判決（名古屋高等裁判所平成２０年４月１７日

判決・判例タイムズ１３１３号１３７頁）。 

② 平和的生存権と空襲被害者等への補償 
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前記のとおり，戦後７０年に至った現在でも，空襲被害者等に対して国

の補償がなされていない状況が続いており，このことは，憲法上の権利で

あり請求権的性格をも持つ平和的生存権を侵害するものである。 

すなわち，前記のとおり，平和的生存権は自由権的性格だけでなく請求

権的性格をあわせ持つものであり，平和的環境の維持を請求する権利，さ

らには，平和的環境が侵害された結果が生じている場合には，その回復を

求める権利もあるというべきである。そして，国の戦争行為に起因して国

民の身体・生命に対する重大な被害が生じて基本的生存が危うくなってい

る状況それ自体が，「恐怖と欠乏から免れ，平和のうちに生存する権利」

である平和的生存権を侵害するものにほかならないから，空襲被害等に

は，そのような状況の改善を求める権利があるというべきである。また，

この空襲被害者等の戦争被害は，直接には日本国憲法制定以前の戦争によ

って生じたものであるが，その被害が日本国憲法の施行下で継続して生じ

たままであれば，現憲法下で平和的生存権が侵害されているものというべ

きである。そして，国民の相手国に対する賠償請求権は国が放棄しており，

空襲被害者個人が相手国に賠償を請求して被害回復を図ることができな

い状況下においては，空襲被害者等の平和的な生存のために，被害を補償

すべき国の責務はより明確になったというべきである。なお，原爆医療法

（現在は被爆者援護法）について最高裁判所もかかる国家補償的配慮の観

点からの立法措置であることを認めていることは前記のとおりである。 

原爆の被爆者以外の空襲被害者等についても，前記第４の３で認定した

とおり，空襲による被害は，親兄弟といった親族を失ったり，両親を失っ

て戦災孤児になったり，自らが重傷を負い今なお後遺症に苦しんだりする

など，その被害は甚大であり，国は，補償をなすべき責務を負っている。 

(3) 憲法１４条からの補償の要請 

①  軍人・軍属に対する補償との対比 

ア １９４６年９月にＧＨＱの非軍事政策によって，国は「戦時災害保護

法」を廃止し，空襲被害者などへの援護措置を廃止した。戦時災害保護

法の廃止は，日本の法制度上から空襲被害者等への援護を完全に消滅さ

せるものであった。加えてその９カ月前に閣議決定された戦災者援護を

明記していた「生活困窮者緊急生活援護要綱」も失効させ，現行の生活

保護法に連なる救貧立法としての「救護法」も廃止した。 

救護法及び戦時災害保護法が廃止され，それと同時に旧生活保護法
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（昭和２１年法律第１７号）が制定されて無差別平等の原則をもって社

会保障としてこれを引き継いで制定されたが，旧生活保護法は救護法を

継承したものであり，戦時災害保護法が独自に定めた各種の空襲被害者

等への援護施策は全く引き継がれなかった。 

イ ところが，１９５２年に「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定され，

軍人・軍属だけでなく準軍属やこれらの遺族に対する援護・補償が開始

され，翌１９５３年には恩給法が改正されて軍人・軍属に対する恩給が

復活され，軍人・軍属及びその遺族に対する手厚い援護・補償が開始さ

れた。そしてこれ以降，未帰還者留守家族等援護法（１９５３年）をは

じめとして，数々の軍人・軍属の補償に関する法律が制定され，その後

も軍人・軍属に対する救済の範囲は，対象者，補償の内容，補償金額と

もに着実に広がっていった。 

 軍人恩給が復活した１９５３年３月，財団法人日本遺族会が設立さ

れ，国会などへの働きかけを通じて，軍人恩給の拡大に大きな力を示し

た。１９５２年に制定された戦傷病者戦没者遺族等援護法では戦争犯罪

人とされた者は除かれていたが，１９５３年８月改正において戦犯とし

て拘禁中に死亡した者の遺族にも年金等が支給されるようになった。 

１９６３年３月には，「戦傷病者特別援護法」及び「戦没者等の妻に

対する特別給付金支給法」が制定され，「戦没者等の妻に対する特別給

付金支給法」では１人につき２０万円の国債が交付され，その後１８０

万円（１９９３年）に増額上積み給付された。また，「戦傷病者等の妻

に対する特別給付金支給法」（１９６６年）及び「戦没者の父母等に対

する特別給付金支給法」（１９６７年）が，戦傷病者等の妻，並びに戦

没者の父母及び祖父母に対し，戦傷病者特別援護法等で定められた特別

の給付のほかに精神的苦痛を慰藉する必要があるとして制定された。さ

らに「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」（１９６５年）によ

り，遺族に対して公務扶助料，遺族年金などが支給されてきたが，受給

者の死亡などにより受給権を失う者が相次いだため，他の親族に特別弔

慰金を支給すること（転給）とした。その後の法改正で，転給範囲が子

から兄弟姉妹などに拡大された。 

ウ 援護費関係の支出累計は，１９５２年から１９９７年までで，総計４

３兆９９２５億円であり，そのうち軍人・軍属関係が４１兆２１０３億

円で９４％を占め，留守家族，引揚者援護が１３４億円，原爆医療が約
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２兆４０９５億円，その他の援護関係費が２３０７億円となっている。 

そして，軍人・軍属関係の恩給と遺族年金の支給額は，年間平均１兆

円近くの予算が組まれた時期もある。その結果，軍人・軍属関係の累計

支出額は，前記の１９９７年までの累計では４１兆２１０３億円から大

幅に増加し，２０１３年時点で５４兆円を優に超える莫大な数字となっ

ている。それに対して，軍人・軍属以外の一般戦災者については，中国

残留孤児，シベリア抑留者，原爆被爆者等，法制度によって一定の救済

を受ける者を除き，戦後７０年間の長期にわたって一切の救済がなされ

ていない。また，これら一定の救済を受けた者についても，その救済内

容は必ずしも十分ではない。 

この事実については，前記東京大空襲訴訟の控訴審判決が「原告らが，

戦後の立法により各種の援護措置を受けている旧軍人・軍属等との不公

平感を感じ，原告らのような一般戦争被害者に対しても，救済や援護を

与えるのが国の責務であるとする原告らの主張には，心情的には理解で

きるものがある。」と判断しており，同第１審判決（東京地方裁判所平

成２１年１２月１４日判決・判例時報２１５６号６０頁）も同様に判断

している。このように，軍人・軍属に対する補償は，累次の改正の結果

拡大され，戦没者とかつて一度も同一生計で生活をしたことのない兄弟

姉妹にも受給権が生まれ，生活維持の観点から戦没者とほとんど無関係

の者に対しても支給されることが可能となった。前記東京大空襲訴訟の

第１審判決は，軍人・軍属に対する補償を行う理由として「戦闘行為を

行いその結果死傷の被害を負った」ことを挙げているが，上記のような

補償制度の実情に照らすと，実際にはそのような理由だけでは説明でき

ない状態となっている。 

② 憲法１４条違反の人権侵害があること 

ア 戦後，軍人・軍属に対する援護政策と，他の戦争被害者の放置という

落差について，国民的批判が高まり，軍人・軍属以外の戦災被災者への

「援護」を要求する運動が広がっていった。その結果，国は，一般戦災

者のうち防空監視隊員，警防隊員などの防空関係者や沖縄戦地上戦被害

者の一部については前記のとおり「準軍属」として補償するに至った。

また，シベリア抑留の帰還者，在外資産を失った引揚者，原爆被爆者，

中国残留孤児などに関しては，個別の根拠付けを行い援護関連法が制定

され，救済の範囲が拡大されていった。さらに，日赤従軍看護婦，阿波
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丸犠牲者，対馬丸犠牲者といった数々の一般戦災者の救済の事例も拡大

していった。 

他方，空襲被害者については，名古屋空襲訴訟の最高裁判決（昭和６

２年６月２６日判決・判例時報１２６２号１００頁）が空襲被害者の国

家賠償請求を初めて否定したとされ，空襲被害者，沖縄地上戦の被害者，

原爆死没者の遺族などについては，何らの救済もされずに取り残された

ままになっている。 

イ 以上の軍人・軍属等以外の者に対する補償等の救済の拡大により，「国

と雇用関係にある者のみ補償する」という理由で軍人の補償を認めてき

た国の理論的根拠は成り立たなくなっている。 

また，国は東京大空襲訴訟において「本土が戦場になっていないから

一般戦災者は補償されない」とも主張していたが，１９５７年１２月か

ら，軍人・軍属が本土において職務に関連して負傷し，また疾病にかか

った場合も補償されるようになっており，「本土が戦場になっていない」

との理由では空襲被害者等に対して補償しないことを合理化することは

困難な状況となっている。 

 さらに，具体的な被害について，例えば，ケロイドや視力低下は戦傷

病者特別援護法では補償の対象とされているが，空襲被害者等をカバー

するはずの一般の社会保障立法では補償されていない。申立人の一人は，

身体障害者福祉法の調査において，記入する調査書類に戦災障がい者の

記入欄もなく，顔面ケロイドの欄もなく，仕方なく書類提出を諦めてい

る多くの戦災被害女性の悲惨なやりきれない現状をもって国家補償の必

要性を訴えている。 

以上のような現実の不平等に対して，１９８１年第９４回国会で園田

厚生大臣が，「みんなそれぞれ災難を受けているのだから我慢しろとい

うのなら，これは全部我慢するのが当然で，現状は軍人・軍属のみが特

別の法律で援護してある，ここに問題がある」と述べているが，まさに

問題点を言い当てたものである。 

ウ 前記アのとおり，特定の戦災者に対する援護立法の適用対象は拡大し

たものの，空襲被害者，沖縄地上戦の被害者，原爆死没者の遺族などの

一般戦災者が，被害を受けながら何らの援護も受けられていない者とし

て取り残されてしまっている状況にある。 

憲法１４条の平等権については，積極的に差別を助長することを禁止



17 
 

するという自由権的側面のみならず，救済立法をなす場合において，救

済対象について平等に扱わなければならないという社会権的側面もある

と解すべきであるところ，軍人・軍属に対する援護立法を行い，その遺

族等への支給はさらに拡大しておきながら，空襲被害者等について救済

立法を行ってこなかったことは，不作為による不合理な差別であり，平

等権を侵害するものである。 

国は「戦災は等しく受忍すべき」との立場をとっているが，「受忍す

べき」とされた者の中にも，救済されている者とそうでない者との間に

著しい不平等が生じているのであり，この不合理な差別を解消しなけれ

ばならなくなっているというべきである。大阪空襲訴訟の第一審判決（大

阪地方裁判所平成２３年１２月７日判決・判例タイムズ１３９１号１４

５頁），前記東京大空襲訴訟の第一審判決（東京地方裁判所平成２１年

１月１４日判決）及び同控訴審判決（東京高等裁判所平成２４年４月２

５日判決）において，救済を受けた者と受けていない者との差が著しい

場合は，憲法１４条違反の立法不作為の違憲違法がありうるとしている。 

エ 一般市民には，空襲等により，重篤な後遺症を抱える者，戦争孤児と

なりまたは親族を失った者など甚大な被害が生じた。これらの者の被害

の程度は，軍人・軍属で命を失った者や重篤な傷害を負った者たちと比

較しても，決して軽いものではなく，救済の必要性は高い。しかも，準

軍属にまで補償を拡大した結果，国との雇用関係の有無だけでは，軍人

・軍属と比して空襲被害者等に対して補償をしないことの合理的な根拠

は欠くに至っている。 

したがって空襲被害者等の置かれた状況は，平等原則違反であり，空

襲被害者等の平等権が侵害されている状況である。 

  (4) 最高裁判決について 

    空襲被害者については，最高裁は，１９８７（昭和６２）年６月２６日判

決にて，「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，国民のひとしく受任しなければならなかつたところであつて，（中略）

したがつて，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」と判示し，国の法的責任を否定している。 

    しかしながら，前記認定のとおり空襲被害者等が受けた被害は，戦争によ
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る一般的な被害ということにとどまらず，特定の行為に起因した，甚大で極

めて悲惨な被害であって，特別な犠牲に該当するといわざるをえない。また

軍属の概念を拡大化し，準軍属として補償を拡大してきた経緯に照らせば，

平等原則違反の見地からも，補償立法の要否がもっばら国会の裁量に委ねら

れていると捉えるべきではない。 

    また，裁判所においては，立法裁量が認められる範囲について，三権分立

の観点から司法権としての抑制的な判断が求められることになりうるとこ

ろである。これに対し，当連合会における人権侵害の判断においては，司法

権による判断とは異なり，立法府に積極的な立法提言をして意見表明をする

ことが社会的に求められている。 

    したがって，前記最高裁判決に照らしても，当連合会において，空襲被害

者等に対する補償立法がなされていないことについて人権侵害と判断する

べきである。 

２ 各国の戦争被害補償の理念と日本国憲法 

(1) はじめに 

前記のとおり，空襲被害者等に対する補償がなされていない現状は，空襲

被害者等に対する人権侵害である。これら空襲被害者等に対する人権侵害を

救済するためにいかなる補償がなされるべきであるかを判断するにあたっ

て，各国の戦争被害補償の理念について検討する。 

(2) 戦争の変化と戦争被害をめぐる国際法と国内法の関連 

① 戦争の変化 

国民国家の成立や科学技術と工業の発達により，戦争のあり方が大きく

変化し，総力戦となったことから，軍人を中心とする戦争から非戦闘員な

どの「銃後」も重要な意味を持つ戦争へ変化し，かつ民間人を巻き込む戦

争へと変化していった。その結果，一方で軍事目標主義や無差別攻撃の禁

止等，非戦闘員への攻撃禁止を中心とする国際法による戦争規制が進めら

れるとともに，他方，国内法により戦争被害を被った民間人（非戦闘員）

に対する補償が行われるようになっていった。  

② 戦争被害に対する国際法と国内法の交錯 

軍人中心の戦闘であれば，民間人被害を考慮せずに，国内的に軍人や軍

属の戦争被害を救済する補償を行いさえすれば足りるかもしれない。後述

するように，各国で当初行われた国家への功績に対する恩賞を中心とした

補償は，このような形であったと考えられる。 
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ところが，戦争の形態の変化により民間人の被害が拡大するに伴って，

必然的に軍人・軍属等への被害補償では足りない問題が生じてくる。すな

わち，軍事目標に対する攻撃に限らず，民間人を巻き込む戦闘が行われる

ようになったことから，被害を受けた民間人に対する補償が行われるよう

になっていかざるをえなかった。 

(3) 戦争被害に対する欧米諸国の公平ないし平等負担（特別犠牲を強いられな

い権利）の理念 

そこで，戦争被害補償が欧州諸国でどのように進められたかを検討する。 

第２次世界大戦中の１９４０年に，ＩＬＯ（国際労働機関）事務局がまと

め，「International Labour Review」の同年１月号から９月号に掲載された

報告によると，戦争被害に対する補償として，①提供された兵役への感謝と

しての恩義ないし報酬としてのもの，②社会連帯に基づく救済，③犠牲の平

等を回復するための補償，④国家の行動により生じた損害の国家の責任が挙

げられており，順次①から④に移行してきたことが述べられている。 

上記①は恩賞，②は社会保障理念によるものであるが，③の「犠牲の平等

を回復するための補償」は，「市民は，国家に対し他の市民に比してより以

上の犠牲を求められない」，「権利を生じさせるものは，傷害の存在であり，

傷害を受けた人の状況（必要性）によるものではない」という考え方による

ものであり，これらは戦争被害を公平ないし平等に負担するという「特別犠

牲を強いられない権利」の理念と共通するものである。更に④の「国家の行

動により生じた損害の国家の責任」は，平等回復を超えて，より高度の立法

者の意思に基づくものであり，「どの市民にも公共権威者の行動に因って他

よりも苦しむことがあってはならない」とし「国家行動の結果のための国家

の責任の原則は，市民は誰も社会の利益のために同朋と比較してより大きな

犠牲を受けない」という考え方である。これもまた「特別犠牲を強いられな

い権利」と同様の思想に基づくものと考えられる。そして，この④が，人的

な国家補償の基礎にあるとされている。 

さらにこのような考え方を基礎に，欧米では軍民平等主義がとられるだけ

ではなく，補償についても国籍による差を設けない内外人平等主義がとられ

ている。 

(4) 被害補償の共通要件としての生命・身体被害 

欧米諸国の生命人身被害補償制度の要点は以下のとおりであり，これらを

まとめると，民間人の死亡及び重大な身体被害は，各国ともに戦争被害補償
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の対象としており，近代民主主義国家では生命・身体被害を共通の基本価値

としていることが分かる。 

   ① ドイツ（１９２２年には民間人への補償開始） 

    ア 対象被害 

「軍務・準軍務の遂行」等のほか「戦争の直接的影響」についても対

象としている。すなわち，「戦争の直接的影響」の中に，「戦闘行為及

び戦闘行為と直接関連する軍事的影響，特に兵器の影響」が含まれ，因

果関係の立証は，蓋然性の立証で足りるとされている。 

    イ 給付内容 

「医療扶助」「障害年金」（障害等級加算，高齢者加算，重度障害者

に配偶者加算，育児加算等））「遺族年金」（寡婦，寡夫，遺児年金，

父母年金等）「戦争被害者扶助」（他の制度で生計維持できない場合の

特別扶助） 

   ② フランス（１９１９年には民間人への補償開始） 

ア 対象被害 

第１次世界大戦中の「戦争行為の結果」「不具を生ぜしめる傷病」を

受けた「全てのフランス人」は，年齢，性別を問わず，終身または臨時

の年金受給権を有する旨の規定が，第２次世界大戦中の期間の犠牲者に

適用される。なお，「戦争行為」とは，「同盟軍又は敵軍の作戦中に生

じたものであって，敵軍の行為によることが明らかな負傷又は死亡」と

されている。 

イ 給付の内容 

「障害年金」（障害程度１０％以上），「寡婦年金」，「遺児年金」，

「両親年金」がある。 遺児（戦災孤児）には，人間としての成長のため

の国の特別な保護と生計費の援助，奨学制度に上積みした高等教育まで

の教育がされる。 

   ③ イギリス 

ア 対象被害 

「有給就業者」（貿易・商取引・専門職等に就業し，かつ実際にそれ

により生活を維持している者。１５歳未満の者または１５歳以上であっ

ても学生や職業訓練中で将来有給就業者となる可能性のある者を含む）

「非有給就業者」「市民防衛志願兵」が戦争傷病を被った場合に支給さ

れる。そして，「戦争傷病」は「敵による，又は，敵との戦闘の間，若
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しくは敵の襲撃と思われるものを撃退する間の武器，爆発その他の有害

物の使用，若しくは傷病を発生させるその他の行為の遂行によって身体

上の傷病，又は，空襲等により人又は，財産に加えられた衝撃に起因す

る身体上の傷病」でその障がいの程度が重く，かつ長期の場合が対象と

なる。 

イ 給付の内容 

      死亡給付（寡婦年金，遺児年金等）と障がい給付がある。 

④ イタリア（以下は，第２次世界大戦中のもの） 

１９７８年の戦争年金統一法典により，一般戦災者に対しても，兵士及

びその遺族に適用される法律と通常年金の基準で支給される（退役軍人な

いしその遺族への支給に準ずる）。 

なお，イタリアでは，第２次世界大戦後，連合国との平和条約で国際法

違反を受けた国内被害について，自国政府の責任で補償を行うという条項

がある。 

(5) 戦時災害保護法における国家補償の否定と戦後の問題点 

前記のとおり，戦前の日本にも，非戦闘員，民間人に対する戦争被害に対

する救済制度として，戦時災害保護法が存在していた。すなわち，１９４２

年に制定された戦時災害保護法では，「戦時災害（戦争ノ際ニ於ケル戦闘行

為ニ因ル災害及之ニ起因シテ生ズル災害）」「ニ因り危害ヲ受ケタル者並ニ

其ノ家族及遺族ニシテ帝国臣民ナルモノハ本法ニヨリ保護ス」とされ，救助，

扶助，給与金の支給が規定されていた。このうち，給与金としては，戦時災

害による死亡者遺族や戦災障がい者に一時金が支給された。その金額は，当

時の巡査の初任給の８～１６ヵ月分であった。しかし，そこには，欧米とは

全く異なる大きな限界が存在した。 

当時の立法担当者の解説によれば，「戦時に際して，国民一人残らず，之

が防衛に当たるべきは，家族国家たるわが国の国情からみて当然であり」「従

って，戦時災害により，国民が人的，物的に被害を受くることありとするも，

国家からの被害補償を要求すべき性質のものではない」「戦時災害の保護に

付いては，…今，独，伊，仏，英等の諸国の制度を見て感ぜられることは，

その制度の根底を為して居る観念は，一貫して国家補償思想であり，従って，

保護の内容も相当に厚く，・・この点が，我が戦時災害保護法と根本的に相

違するところである。」（高橋敏雄「戦時災害保護法について」厚生問題昭

和２６年４月１０日）との立場がとられていた。そのため，空襲による被害
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が多くなり，財政が厳しくなると給付金の支給はほとんどなくなり，特に東

京大空襲以後の全国の空襲被災者のほとんどが，救済を受けられないことと

なった。 

しかし，このような不十分な考え方に基づく戦前の戦争被害救済制度によ

る救済の水準にも達していないのが，戦後の空襲被害者等への処遇の現状で

ある。 

(6) 憲法とその価値 

前記のとおり，欧米における戦争被害補償理念の変化は，兵器の近代化に

よる被害の拡大，人権意識の向上，これらと符号する国際法における戦闘行

為の規制（戦時国際法ないし国際人道法），戦争そのものの違法化（１９２

８年の不戦条約や，戦後の国連憲章）と一体のものと評価することができる。

すなわち，人権を価値の根本に置く民主主義の確立と戦争の被害の拡大が各

国の戦争被害補償制度の根底にある。これらの背景事実は，いずれも戦前か

ら戦後にかけて日本に生じた事実と共通するものであり，空襲被害者等への

補償を行わないという，日本における施策の不備が顕著となっている。 

 ３ 求められる法制度の内容 

第４の８項記載のとおり，当連合会は，かねて民間戦災者に対する援護法の

制定を求めてきたところである。その中で，本件申立にかかる空襲被害者の状

況についてみると，前記１(1)ないし(3)のとおり，１９４４年６月に太平洋上

の制空権を失って日本の国土が直接に空襲の危機に晒されてもなお政府が戦争

終結を遅延させた結果，空襲被害，沖縄地上戦の被害等が発生し，これらの被

害についての戦勝国への賠償請求権は日本政府によって放棄されており，これ

に対する補償がなされていないことは，憲法１３条の幸福追求権，平和的生存

権を侵害し，軍人・軍属に対する補償法制と対比して法の下の平等に反するも

のである。このことに鑑みれば，少なくとも空襲被害者，これと同様に日本全

土の国民が無差別に攻撃に晒された結果，甚大な被害を受けた沖縄地上戦の被

害者，原爆の被爆者等について，速やかにその被害を補償する法制度を整備す

るべきことは明らかである。 

そして，これら空襲被害者等に対する補償法制の内容を検討するにあたって

は，軍人・軍属に対する補償法制との均衡を失しないことが重要であり，以下

のような法制度とすべきである。 

(1) 空襲等によって死亡した者の遺族に対して，弔慰金等を支給することが求

められる。 
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(2) 空襲等によって肉体的，精神的被害を受けた者に対して，療養の給付や療

養手当の支給をはじめとした援護をすることが求められる。 

(3) 上記(1)(2)の施策を実効的に行うことができるようにすべく，国は，被害

の実態調査を行うことが必要である。 

(4) すでに戦後７０年が経過しており，上記(1)(2)の救済施策を採るにあたっ

ても，救済対象となる被害の認定にあたって困難が生じることが予想され

る。しかしながら，これまで長期間にわたって何らの救済を行わず放置して

きたことこそが問題であり，被害発生からの時間的経過を理由に被害が認定

されないという不利益を徒に空襲被害者等に負わせるべきではない。 

救済を受けるべき人々が可能な限り全て救済されるべく，救済制度の周知

徹底を図るとともに，適正な被害の認定方法が定められるべきである。 

具体的には，被害を認定するための委員会ないしは審査会等を設け，本人

の証言や戸籍等の資料をもとに被害を認定できるような制度を構築すべき

である。 

(5) なお，財産的被害を受けた空襲被害者等に対し，その補償も行う方がより

好ましいと考えるが，本補償法制で一元的に解決できるかは疑問があり，立

法府の裁量に委ねるべきである。 

すなわち，財産的被害とはいえ，空襲被害等によって，家屋敷や家財道具

一式など，ほぼすべての財産を失った空襲被害者等が存在しており，決して，

その被害は軽視できるものではない。 

もっとも，軍人・軍属に関しては財産的補償の施策は存在しない。それは

戦地における軍人・軍属等の財産的損害がほとんど存在しない，もしくは財

産的損害としては軽微であり補償の対象とならないからと考えられるが，軍

人・軍属に対する補償施策との対比からは空襲被害等による財産被害への補

償は直ちに導き出すことはできないことになる。 

しかも，財産的被害には，空襲被害者等によって受けた被害の程度の軽重

は千差万別であり，いかなる財産被害に対していかなる補償をすべきかは政

策的要素が強く，人権侵害性から一義的に導き出すことも困難である。 

したがって，本要望では，空襲被害者等に対する補償法制の中に財産的補

償までは求めないこととした。 

 ４ 戦没者への追悼についての課題 

国は，空襲等のため死亡した空襲被害者等に対して追悼の意を表すためとし

て，総務省がインターネット上でバーチャル情報館を設置するほか，全国各地
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で戦争被害に関する展示会を毎年開催してきた。しかし，空襲被害者等に関し

ては，国が自ら，もしくは民間に委託して開設した常設の展示資料館は存在し

ないし，平成２７年度からは戦争被害に関する展示会の開催も打ち切られるこ

とになっている。 

これに対して，軍人・軍属が被った被害に関しては，総務省の委託で常設の

平和祈念展示資料館が建立され，軍人や強制抑留者の労苦を語り継ぐための施

設が設けられている。 

国は，空襲被害者等と軍人・軍属に関する取扱いに明確な差異を設けている

が，日本国憲法が前文で謳うように再び戦争の惨禍が起こることのないように

するためには，単に被害者に対して金銭補償をするだけではなく，戦争の惨禍

を後世にわたって語り継ぐことも必要である。そのためには，軍人・軍属が受

けた被害・労苦を語り継ぐのみではなく，近代戦争においては，戦地銃後の区

別なく，多くの国民が甚大なる被害を受けたことについても，これを忘れるこ

とのないようにすることが肝要である。したがって空襲被害者等についても，

国の責任において，常設の追悼施設や展示資料館を設けることが望ましい。 

もっとも，空襲被害者等に対する人権侵害を救済するために補償を行うべき

であるということから直ちに，その追悼などのために空襲被害者等の追悼施設

や展示資料館を設置することが，一義的に国に義務付けられるとまではいいが

たく，空襲被害者等に対する補償を定める援護法の中で追悼施設や展示資料館

の設置に関する定めをしなければ直ちに人権侵害であると判断することもでき

ない。したがって，空襲被害者等の追悼に関する事項については，本調査報告

書の理由中での指摘にとどめ，立法者の判断に委ねることが相当である。 

 ５ 結論 

第４の８項記載のとおり，当連合会は，かねて民間戦災者に対する援護法の

制定を求めてきたところであるが，本件申立について検討してきたように，空

襲被害者等は，戦争被害について国家から補償を受けている軍人・軍属と同様

に，国の本土決戦の無謀な政策によって直接的な被害を受けたにもかかわらず，

戦後７０年以上の間，その被害に対する補償の対象とされずに放置されてきた

のであって，このことは憲法１３条の幸福追求権，憲法前文をはじめとする平

和的生存権の法理，憲法１４条の平等原則に反し，人権侵害である。 

したがって，国は，憲法の要請に基づき，空襲被害者及び少なくともこれと

同様の状況にある沖縄地上戦の被害者，原爆の被爆者等に対して，前記３の補

償内容のとおり，その被害に応じた補償を速やかに行うべきである。ただし，
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弔慰金等の支給内容や支給額，療養給付の内容や療養手当の金額，財産的被害

の補償の有無や補償の内容など，補償法制の具体的内容については，国会によ

る一定の裁量があるといわざるを得ない。 

よって，内閣総理大臣，厚生労働大臣，衆議院議長，参議院議長に対し，要

望書の要望の趣旨記載のとおりの補償立法を行うことを要望すべきである。 

以 上 


