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被控訴人 らは,平 成 20年 2月 5日 の弁論準備手続期 日における裁判所 か らの求
釈明 (第 1)を 踏まえ,控 訴人 らの主張に対 して,必 要 と認 める範囲で認否及び反
論す る。
なお,略 誦 などは,本 準備書面で新 たに用 い るもののほか,従 前 の例による。

第1
1

裁判所 か らの被控訴 人らに対する求釈明事項
控訴人 らは,当 審 において提出 した書証に基 づ き,枚 控訴人国 と靖国神社 と
の間 で過去に靖国神社合祀に関する打合会 が 開かれていた 旨主張 してい るが (控
訴人 らの 平成 19年

12月 8日 付 け準備書面 (3)),そ の事実及び内容 につ いて

の認否及び反論 をす ること。
2

控訴人 らは,被 控訴人国が実質的に靖国神社 への合祀の基準を決めていた 旨
主張 しているが,そ の主張に対す る認否及び反論をす るこ と

3

被控訴人 らが主張 す る除斥期間の経過 による請求権 の消滅 の主張は,控 訴人
らの主張す る複数 の請求 のいずれ を対象 とす るかを明 らか にす ること

第2
1

求釈現事項 1及 び 2に 対する回答 としての認 否
求釈明事項 1に ついての認否
靖国神社関係者 と旧厚生省職員 との間で ,合 祀 に関す る会合 を持 った ことが
あつたことは,事 実 と考えられる。
しか し,そ の会合 の内容 につ き,控 訴人 らが提出 した打合会に関する書証 (甲
第 987, 943, 947, 948, 950, 955, 957, 958, 96
0及 び 963号

証)は ,い ずれも靖 国神社 が作成 した文書である ところ,被 控

訴人回 (厚生 労働省)は ,当 該打合会 に関す る資料 を保有 してい ないため,個
々の打合会における具体的な発言内容 やや り取 りについて,そ の趣 旨及び文脈
な どの詳細 を確認す る ことができな い (平成 19年 4月 12日 第 166回

国会

参議院厚生労働委員会における中村秀=厚 生労働省社会 ・援護局長 の答弁 ・乙

‑5‑

08‑ 3‑1711715,

i東

見棚 局 脚 部

第 103号
2

10315157008

￨1

証 7 ペ ー ジ) 。

求釈 明事項 2 に つ いての 認否
否認 す る。 l E 厚生省 が靖 国神社 の合 祀基準 を決定 した こ とはな い。

第3

合祀基 準 は靖国神社 が決定 した もので ある こと,及 び前記打合会は靖国神社
側の要請に基 づ きその質問等に答 えるために開催されたもので ある こと
以下 において,求 釈明事項 1及 び 2に つい ての控訴人 の主張に対する反論 と
して,靖 図神社 の合l‐
E基準は同神社 が決 定 してい たもので,同 神社 に対す る調
査回答 は,他 の一般 の者か らの照会に対す る調 査回答 と異なるものではない こ
と,前 記 打合会 も同神 社側 か らの要請 に基づ き開催 した もの にす ぎず,求 めら
れた事項につい て回答 し,あ るい は,所 管 していた後記援護法 の対象者につい
て説明 した ものにす ぎない と解 され ,行 政サー ビスの一環 にす ぎない こ とを明
らかにする。

1

合祀基準は靖国神社において決定 していた もので,同 神社 に対す る調査回答
は同神社側 か らの依頼に基 づ き行 つた もので あること
(1)戦 後 ,陸 軍省及び海軍省 が廃止 され ,さ らに靖国神社は国 か ら分離 して宗
教法人 とな り, 日本国憲法 の下 で ,そ の合 rBにつ いては靖国神社 が判断す る
こととなつた。
とこ ろで,旧 陸海軍に在籍 していた 旧軍 人軍属 の人事関係資料 は,旧 海軍
については旧厚生省が,lE陸軍に関 しては主 として各都道府県が引き継 い汽
そ のため,旧 厚生省又は各都道府県に対 して,例 えば,本 人や遺族か ら恩給
又 は年金 の請求 のための軍歴 な どの調 査依頼や,戦 友会 ,遺 族会及び企 業 な
どか ら慰霊碑 の建 立,社 史 の編纂な どのための調査依頼 があ り,旧 厚生省及
び各都 道府県では,こ れ らの依頼 に対 して,旧 陸海軍か ら引き継 いだ資料を
調査 の上,回 答 していた。 この場合,調 査 依頼 の相手方が宗教団体 で あると
い う理 由で,か かる調 査 及 び回答 を拒否す ることは宗教団体を差別的に取 り
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扱 うこ とにな り,許 されなかった。
靖国神社 に対す る調査回答業務 につ いて も,こ のよ うな一般的 な調査回答
業務 の一環 として,靖 国神社 か らの依頼 に応 じて実施す る こ ととな った。 こ
の点は,従 来から国会 での質問に政府委員 が答えてい る。
例 えば,昭 和 31年

12月 3日 の衆 議院海外同胞引場及び遺家族援護 に関

す る調査特別委員会 において,日 邊 繁雄厚生省引揚接 護 局長が次 の とお り答
弁 してい る。
「
厚生省 が靖国神社 か らの照会 によ りま して,調 査 を して回答 して
い るとい う事実はございます。・・・私 の方では, どこか ら問い合 わせ
が ご ざいま しょうとも,そ うい うこ とにつ いては ,照 会 があった ら調
査を して回答 申 し上 げなけれ ばな らぬ立場で ご ざい ます。」 (第 25回
国会衆議院海外 同胞う1揚及び遺家族 援護 に関す る調査 特別委員会会議
録第 4号 ・乙第 104号

証 5ペ ー ジ)

2)こ れ に対 し,旧 厚生省 な どか ら得 られた情報に基 づ き合l‐
〈
Cす るか否 かの決
定は靖国神社 の判断 で された。
すな わ ち,旧 厚生省な どが回答 した戦没者 についても,回 答 した者 の 中か
ら,合 llBするか否 かについて靖国神社が審査 して行 う,あ るい は靖 国神社 で
合lEすると決定 した範囲 の者につい て再度 旧厚生省 に照 会 が行われ て いた。
この点は,昭 和 30年

7月 23日 の第 22回 国会衆議院海外 同胞引揚及び

遺家族援護 に関する調査特別委員会において,靖 国神社 の池 田良人権官司が,
合祀 の関係 で霊爾簿を作 るまでの調査 につ き,次 の とお り答弁 している。
「
終戦か ら一年 くらいの間に,各 復員局にござい ま した戦没 者 の方 々
の資料 を全部神社にいただいてお りますので,そ の資料 を整備 い た し
ま して,仕 事 を遂行 してお ります。 しか し,こ れは,終 戦 の ああい う
ときであ ります か ら,そ の資料が不完全であ りま す。 それで ,い よい
よ決定 をいた しま して御霊璽簿 を確 製 申し上げるとい う段 にな ります
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と,不 安 な ところがあ りますか ら,こ れ を各府県 の世話課 にお願 いい
た しま して,も う一度それを調査 してい ただ くとい うことに してお り
ます。それ か ら,海 軍 の方は地方の復員局にお願 いいた しま して ,さ
らにそれ を調査 し,そ して正 しい ものを最後に決 定す るとい うことで
や つてお ります。」 (第22回 国会衆議院海外同胞 う場及び遺家族援護
に関す る調査特別委員会会議録射

3号 ・乙第 105号

証 7ベ ー ジ)。

(3)以 上のよ うに,旧 厚生省 などは,靖 国神社 か らの照会に対応 して回答 を行
つてきたが,靖 国神祉 では回答 され た資料 をさらに調査 して,正 確 なものに
ついて合祀 の決定を行 つていた よ うである。
しか し,靖 国神社における合 ra事務 は予定 どお り進まなかったようであ り,
その合祀事務 の遅れ が昭和 27年 ころか らたびたび 国会で取 り上げ られ るこ
ととなつた。 この点は,例 えば,昭 和 27年 7月 30日 の第 13国 国会衆議
院海外同胞引場及び遺 家族援護 に関す るlta査
特別委員会において,川 端佳夫
委員 の政府委員に対する質問に,「靖 国神社の関係は,国 民の感 情 の上か ら行
きま して も非常に注 目を浴びておる点で あ ります。私 は何か方法が講ぜ られ
なければな らない ものだ と思 うの で あ ります。 しかして今はつき り伺つた数
字か ら行 きま して も,ほ んの一部分 しか遺家族に通知が されてお らない。」(同
会議録 ・乙第 106号

証 3ペ ー ジ)と の指摘 が されてい る。また,若 ホ義孝

委員 の政府委員 に対する質問に も,「
今川端委員か ら発言せ られました よ うに,
靖国神社 に関 しては,遣 族 がこ うあつて も らいたい とい うことを,神 社側 で
で きなければ役所7nlとしても何 らか の名 日でひ とつ援助推進をしてい ただき
たい。 これはおそ らくだれ人 も否定 しない もの じやないか と考 えます か ら,
一言関連 いた しま して希望を述べ てお きたい と思 います。
Jと 述べ られて い る
(同会議録 ・乙第 106号

証 3ペ ー ジ)。 さらに,昭 和 30年 7月 4日 の第 2

2回 国会衆議院海外同胞 引揚及 び遣家族援護 に関する調 査 特別委員会 におい
て堀内一雄委員 と文部事務 官富川孝 夫調 査 局宗務課長 との間で,以 下 の よ う
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なや り取 りがなされている。
「
○堀内委員 1日軍人 が出征後戦死または病没 の際に靖 国神社 に祭 ら
れ るとい うことは,出 征 の際 の非常な誇 りであ り希望であ つたわ けで
あ ります るが,そ れが敗戦後 い ろい ろ状態が変 つたために,い まだに
奉 TEしてない英霊 がたくさんあるとい うよ うなことを開 い ておるので
あ りますが ,現 在靖国神社 に対す る英霊奉祀 の状況 とい う点 を伺 って
お きたい と思 います。
○宮川説明員 御説明申 し上 げます。現在 の靖回神社 の終戦前までの
祭祀 は 37万 5千 柱で ご ざいます。そ して終戦後昨年 の秋 まで に 60
万柱 の合 祀 をい た してお ります。そ の うちで 40万 柱 につ きま しては
遣族 に通知 をいた してお ります。残 りの 20万 柱につ きま してはまだ
通知 が発送 されて いないそ うであ ります。そ して大東亜戦争 の英 霊は
大体 200万

と見込んでお るそ うで あ りま して,そ の うち 60万 が一

応合jEいた されてお りますので,あ と140万

柱が残 つてお るとい う

現況 で ございます。靖国神社 といた しま しては,大 体 この 4, 5年 以
内に合祀を終 りたい ,こ うい うところで進んでお るとい うことでご ざ
います。
○堀内委員 卑俗 に 3年 たてば墓 を建てるとかい うよ うな ことを言い
ます るが,す でに終戦後十年 にな り,し か も合祀 した英霊 は 4分 の 1
とい うよ うな ことで,今 後なお 4, 5/4 かか るとい うよ うな ことは,
まことに英 霊に対 しても遺族 に対 して も申 しわけない と存ず るので あ
りますが,こ の点 に対 して政府 の方面か らこれを援助す るとか指導す
るとかい うよ うな ことが してあるのか ど うか,そ の点を伺 い たい。
○宮川説 明員

御存 じのよ うに,憲 法上 ,宗 教団体に対 しま しては国

としては財政的援助 を与えてはい けない ,そ れか ら￨」自体 が どんな宗
教活動 を して もい けない ,こ うい うよ うな規定が ございます ので ,現
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在国 としては特別の措置ほ とってお りません。ただ,合 IIEに
対 しまし
ては,慣 例 によ りま して,靖 国神社 としま しては,復 員局 とか,力 在
は引揚援護庁 にお願いをいた しま して名 簿をち ょうだ い して,そ れで
お祭 りを してお るとい うよ うな ことで あ ります。」 (第 22回 国会衆議
院海外同胞 ラ1場及び遺家族援護 に関す る調査特別委員会会議録第 8号
・乙第 107号

証)。

以 上のよ うな背景事情 の下 で,旧 厚生省 は,靖 国神社 にお ける合祀事務 の
遅れの問題 について,法 の許す範 囲において協力す ることが求 められたので
ある。
この点 につ き,従 前の回答事務では,靖 国神社 が;国 又は各都 道府 県 に対
して,そ れぞれ調査依頼 を して,資 料を集 めてい たが,こ れ を効率的に進 め
る必要が生 していたことか ら,国 が一括 して靖国神社か ら調査依頼 を受けて,
それ を各都 道府県 に伝 達 して,統 一 の要領 によ り処理す る方法 を採 る こ とと
した。
これ が,昭 和 31年 4月 の 「
靖国神社合祀事務 に対する協力についてJ(昭
和 31年 4月 19日 援発第 3025号

,厚 生省引揚援 護局長通知 )で あ り,

同通知別冊第一 「
靖国神社合祀事務協力要綱」 (乙第 102号

証)に お いて,

事務要領 の大綱 として,靖 国神社 が合lE者を決定するために,戦 没者 であっ
て一 定 の合祀資格条件 に該当す る者及びその者 の身上に関す る事項を引揚援
護局 に照会 し,同 局にお いては調査 の結果を取 りま とめて靖国神社 に回付 し,
それを受 けて靖国神社が合祀者 を決 定 し,合 祀 の祭典 を執行す るもの とされ
た。以後, この方針 に従 って事務が遂行 されていたものである。
この引揚援護局長通知 (援発第 3025号

)の 趣 旨 ・目的 は,多 くの遺族

が望んでい る靖国神社 の合IBの遅れ の問題 に関 し,一 般的な調査回各 とい う
立場か ら,行 政サー ビスの改善 を行 うことに あった
̀
この点は,前 記昭和 31年 12月 3日 の衆議院海外 同胞引揚及び遺家族援
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護 に関する調査特別委員会にお いて,田 邊繁雄厚生省引場援護局長 が,「合lE
がお くれてお るわけでございます ので,私 の方で都道府県 と緊密な連絡 を と
りま して,戦 没者及 び 当該遺族 に関す る氏名その他 い ろい ろの資料 を作 つて
あげ ま して,靖 国神社か ら問い合せ の あるものに対 して 回答 しているわ けで
ご ざい ます。」 と答弁 している (同会議録 ・乙第 104号

証 5ペ ー ジ)と お り

で ある。
2

打合会は靖国神社の要請に従 い説明等の協 力 をす るために行われたもの と解
され ること
(1)は じめに
控訴人 らが,主 張で 引用す る国立 国会図書館調査及び立法考杢局の 「
新資
料集」 に掲載 された靖国神社 と旧厚生省 の担当者 との事務打合会 は,新 資料
集 によれば,昭 和 31年
集 182),前

1月 23日 か ら始まるが (甲第 937号

証 ・新資料

記の よ うに,そ の会合 の 内容につ き,控 訴人 らが提出 した打合

会 に関す る書証 (甲第 987号
号証,第 950号

証 ,第 943号

証,第 955号

0号 証及び第 963号

dL,第 957号

証 ,第 947号
証,第 958号

証 ,第 948
証,第 96

.IE)は,い ずれ も靖国神社が作成 した文書であるとこ

ろ,被 控訴人国は,当 該打合会に関す る資料 を保有 していないため,個 々の
打合会 における具体的な発言内容やや り取 りについ て,そ の趣 旨及び文脈な
どの詳細を確認する こ とができない。
しか し,そ の内容 を見 る と,以 下に述べ るよ うに,多 様 な戦没者 について
多 くの情報 を持 つ 1日
厚生省側が,靖 国神社側 の要請 に従 つて,戦 没者の状況
につい て説明な どの協力 を行 う目的で始 めた もの と考 えられ る。そ して,そ
ll和27年 法律第 127号
の説明の際には,戦 傷病者戦没者遣族等援護法 (l・

。

以下 「
援護法」 とい う。)で 援護 の対象 ・範囲 としてい る戦没者 について,靖
国神社側 にお いて合祀 の対像 とす る こ とを検討するため,援 護 の対象 ・範囲
である戦没者についての説明も求め られた ものと推察 される。
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(21昭 和 32年 6月 3日 の打合せ
新資料集 211の

「
合祀事務 に関す る厚生省 うI場援護局関係者 との第 一 回

連llg会
議録」 (乙第 108号

証)に よる と,同 連絡会は昭和 32年 6月 3日 に

行 われた ものであるが,靖 国神社 rll(木曽次長)が これまでの合祀基準な ど
及び陸海軍未合lB数調査表の説明並びに確認質問を行 い,幅 厚生省側がこれ
に応答 した とされている。 また,靖 国神社側 が,「本会 をこれか らも出来 るだ
け度 々行ひ度 い。Jと 述 べ た とされて い る。
0)昭 和 32年

10月 4日 の打合せ

新資料集 225の

「
合祀基準に関す る打合会 (第二回)」(甲第 947号

調

によると,同 打合せ は ,昭 和 32年 10月 4日 に行われたが,こ の よ うな打
合会を行 つた理由につい て,靖 国神社側は,次 の とお り述べてい る。
すなわち,「従来 の合祀基準 の範囲内にある者 の合祀未済が 50万 もある現
段階 としては先 づ事務的打合せ を重ねてそ の 50万 の内容 について整理す る
とともに昭和 33年 春合祀,昭 和 33年 秋合祀 の資料 が提出 され た後 に於 て
は,如 何なるケー スが残 りその数は どうかを把握すべ きである。右の結果得
たる残数の内容 につ いて更に検討 し全 く従来 の基準外 の もの ヽ資料 の整理 を
行 ふ こ とによつ ては じめて合祀基準 の詮議 の段階に入 ることが出来 る。 この
ような観 点か らして今 回 (第二回)よ り数回 に亘つて事務を直接担 当す る者
の談合 の会を持ち度 い と云ふ のが主意である。」 としてい る。
そ して,こ の 日の打合せの内容に関 しては,「援護局411で
は,援 護法 を取扱
つて居 る立場上その観 点か ら又その用語分類方法 を以 つて話 を進 めるため神
社側 として は,先 づ援護法 の 内容 について,先 づ理解 を深 める必要 上 そ の方
面に対す る質問が主 となつた。」 とされてお り,靖 国神社測 が旧厚生省411に
援
護法 の内容 を質問す ることが主 となっていた ことが明 らかである。
④ その後の経過
そ の後 の経過 を見る と,例 えば,新 資料集 246の
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合会 (第 6回 )(昭 和 33年 6月 24日 )」 (甲第 955号

証)に お い て￨ま
,

旧厚 生省側 が,戦 没者 の類型 と説 明を整理 した文書を説明 した と考 え られ る
ものであ り,そ の後 の経過 としては,旧 厚 生省側 で援護法 上 の戦没者 の類型
の整理な どを行 い,靖 国神社側に説明す るとい うことが基本的な流れ とな つ
てい る。
以上のよ うに,新 資料集 の靖国神社側 の資料 にお ける記述 か ら,旧 厚 生省
と靖国神社 の打合せ は,多 様な戦没者 につい て多 くの情報を持 つ 旧厚生省 /■
l
が,他 の戦没者に関す る調査依頼 に対応す る際 に必要な打合せを行 うの と同
様 に,靖 国神社側 の要請 に従 つて説 明な どの協力を行い,ま た,援 護法を所
管 して いたため,靖 国神社側 の要請に基 づ く打合会にお いて,そ の対象者 に
関す る説明 を した ものであると解 され る。
3

控訴 人 らの合祀基準 を被控訴人国が決 定 した との主張に対する反論
(1)控 訴人 らの主張
控訴人 らは,新 資料集 225(甲
248(甲

第 957号

号証), 284(甲

第 947号

第 958号

証), 251(甲

第 961号

証),244(甲

第 953号

証), 257(甲

証),

第 960

証)の 各文書 (これ らの文書 は,新 資料集 24

4の 文書 を除き,靖 国神社が作成 した文書 とされてい る。)を 引用 し,旧 厚生
省 と靖国神社 の打合せにおいて,旧 厚生省側が合祀基準を提案 し,lH厚 生省
が実質的 に合祀基準 を決定 していた 旨主張する (原告 ら準備書面 (3)10な い
し18ペ ー ジ)。
しか し,か かる主張は失当である。
② 合祀 は靖国神社の判断によつて行われ ,旧 厚生省の職員に違法はな いこと
ア す なわち,前 記 の新資料 225「
第 947号

合祀基準に関す る打合会 (第二回)」(甲

証)の 記述か らは,靖 国神社 において合祀基準 の詮議 が された

こと,そ して,靖 国神社が行 う合rE基準の詮議に必 要 があるとの観点 か ら,
旧厚生省 と靖国神社 の打合せ が始 ま つたこ と, したがって,そ の後 の旧厚
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生省 と靖国神社 の打合せは,靖 国神社が行 う合祀基準 の詮議 のた めに行わ
れたことが明らかである。
また,新 資料集 251の

イ

「
従来 の合祀基準外の者 につい て (昭和 33年

10月 13日 )」 (甲第 958号

証)に よ ると,昭 和 33年 10月 9日 の打

合せ は 「
本件 について1日
陸海軍関係 としてその資料 を取扱 つてゐ る厚生省
引場援護局側では遺族 よ りの要望 もあつ て今後合祀す るか否 かについて神
社側 で早急 に決定 して欲 しい との要請があ り,そ の検討段階 として神社機
関 の責任役員会 での説明を希望 し,左 記 によってこれが実施 を見るに至れ
り。」 とある。
これ は,同 打合 会 を開い た 目的 の記載であるが,従 来 の合 rB基準外 の者
につ いての合 祀 の決定が靖 国神社 によって行 われる こ とを端的に示 してお
り,旧 厚 生省 が合祀基準 を示 した ものではない ことを明 らかに している。
ウ 新資料集 277の
和 36年

昭 和 36年 度 にお ける第 4回 合祀関係研究会記録 (昭

8月 25日 )」 (乙第 109号

証)に よると,昭 和 36年 8月 16

日の打合せ の 目的に関 して ,「援護局側 よ り提示 されてゐた 「
将来靖国神社
に合祀す べ きか否かについ て決定す べ き者」につい て爾来研究審議が行は
れ ,そ の 中総代会 の決定 に基 いて合祀の取運ぴ となつた もの もある」 と述
べ られてお り,「将来靖国神社に合TBすべ きか否かについて決定すべ き者」
についての合lEが,靖 国神社 の総代会 の決定に基づいて行われ ていること
が明 らかである。
工

前記 の よ うに,旧 厚生省 と靖 国神社の打合せ は,多 様 な戦没者 について
多 くの情報 を持 つ旧厚 生省 /■
lが,他 の戦没者 に 関す る調査 依頼 に対応す る
際 に必要 な打合せを行 うの と同様 に,靖 国神社側 の要請 に従 って説明な ど
の協力 を行 った ものである。す なわち,1目厚 生省は,旧 陸海軍 の人事関係
資料 を保有 していたこと,ま た,援 護法 を所管 し,そ の適用対象 となる戦

没者の範囲が設定,拡 大 されていった ことか ら,戦 没者に関す る様 々な事
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情 な どを説 明 した もの である。援護法上の戦没者の範囲 が広が り,そ れ を
靖国神社側 が合祀 の基準 とした としても,そ れは靖 国神社側がいわば借用
した形 であって,旧 厚 生省 が合lE基準 を決めた こ とにはな らない。
なお ,新 資料集 に靖 国神社が作成 した文書か ら,打 合せ にお いて,旧 厚

オ

生省 引揚候護局 の職員 が合祀に関 して意見 を述 べて い る箇所 もあるが,そ
れは,円 滑に合祀事務 を進めるための功言等 とも考 えられ るもので あ り,
その基準によつて,靖 国神社 が合祀 したわ けではない。
例 えば,昭 和 33年

6月 24日 に開催 された 「
合祀基準 に関す る打合会

(第 6回 )」 (新資料集 246・

甲第 955号

証)に よると,援 護局側 の意

見 として,次 のよ うな記述が ある。
紙第 3項 軍人軍属等 の法務関係死亡者 につ いて,日 島事務
すなわち,明 」
官 よ り説明あり。主 として実例 を挙げての説明であつ て ,要 す るに殆 どが
拘禁中病死又は 自決 した者であつ て,
職務 上の責任 を問われ て処副 され或￨ま
合lB資格審査上 甲乙 を付する ことは困難 な状況である。而 して又全部 を同
時 に合祀 の審議を行 ふ ことも諸 種の事 情 で適切 ではな い ことも考慮 され ,
又全体 の合 祀が為に遅れては困るので,主 として先 づ外 地で死亡 した者 の
合祀 を行ひ次に内地関係を審議す ることとしては如何かと思ふ。」 との記述
がある。
これに対 し,靖 国神社側 は,「神社側 としては総代等に計 らねばな らない
か ら来 る 10月 合ra予定 としては間に合はない と思ふが尚死歿 の状況 を大
別 して更に資料 を分類 し,そ の資料 に基いて如何 なる順序に合祀手続 きを
行ふか,又 合祀資料 と しての記載要領等についても研究 したい と思ふ。」 と
答 えた との記載 がある。
このよ うに合祀 の決定 は,ま きに靖国神社側 の 問題 であつて,旧 厚 生省
が強lllで
きるわ けもない。
力

さらに,控 訴人 らは,い わ ゆるA級 戦犯合lEの問題 が 「
合祀 に於ける日
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第 959号

証), 257 (甲

第 960号

第 95

証), 234

証)の 文書 (これ らの文書 は,新 資料集 256の

文書 を除

き,靖 国神社 が作成 した文書 とされて い る。)を う1用し,旧 厚生省 がA級 戦
犯合祀を靖国神社 に強 く働きかけた 旨主張す る (控訴人 ら準備書面 (3)13
ない し18ベ ー ジ)。
しか し,旧 厚生省 と靖国神社の打合せは,lEl厚生省側 が,靖 国神社側 の
要請に従って説 FJlなどの協力を行 つた もので ある こ とについては,既 に述
べ た とお りであ り,旧 厚生省 がA級 戦犯 合祀 を靖 国神社 に強 く働 きかけた
とい うこ とはない。 この点については,特 に,資 料集 257(甲

第 960

号証)の 文 書 によれば,昭 和 33年 12月 4日 の打合せにお ける控訴人 ら
引用 の官司 の発言 には,「今 日は唯説明を聞い て頂 いただけ」 とあるのであ
り,旧 厚 生省 がA級 戦犯合祀 を靖 国神社 に積 極的に働 きかけたなどとい う
もので1まないことが明 らかである。
また,A級 戦犯 の合祀 は昭和 53年

10月 17日 になつて行 われた とさ

れてお り,A級 戦犯 の合祀は靖国神社の判断及び決定によつて行われたも
A級 戦犯 を合祀 した経緯について は,被 控訴 人
ので あつて,靖 国神社lllが
国 (旧厚生省)は 承知 してい ない。
キ そ もそ も合TEは,神 社にとつて最 も根幹 をなす ところの奉斎す る祭神 に
かかわるものであ り,当 該神社 の 自主的な判断に基 づいて決 め られ る事柄
で あ ることはい うまで もないか ら (最高裁昭和 63年 6月 1日 大法廷判決
・民集 42巻 5号 277ペ

ージ),戦 没者 を靖国神社に合祀す るの も,飽 く

まで も宗教法人たる靖国神社 であ り,合 祀す るか否 か も,同 神社 の判断に
より実施 されるものであるこ とは明 らかである。
しかるとき,前 記 の よ うに,昭 和 27年 ころか ら,靖 国lll社にお ける合
祀事務 の遅れの問題がたびたび国会で取 り上げ られ ることとな り,旧 厚生
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省 は ,こ の 問題 につ い て ,法 の許す 範 囲 にお い て協力 す る こ とが 求 め られ
た。
それ は ,国 会 内外で の戦没者 遺族fllの純粋 な る要 望 に対 して ,政 教 分 離
の 下 で,l日厚 生省 と して な し得 る行 政 で あ っ た も ので あ る。 旧厚 生省 の職
員 の行為 に違 法 はない。

求釈明事項 3に ついて

第4

被控訴人 らが,仮 に控訴人 らの損害賠償請求権が発生 した として も除斥期間
の経過に より既に消滅 してい る旨主張 してい る請求権を整理すれ ば,以 下の と
お りである。
旧厚生省 の公務員 が靖国神社な どの求めに応 じて戦没者 に関す る情報 を回

①

答 したため,遣 族控訴人 らの民族的人格権 を侵害 され ,ま た,そ れ によって,
憲法 20条 3項 が保障す る人権 が侵害 され ,さ らに名誉が毀損 された として,
民法 723条

に基づ き,上 記戦没者 通知の撤回を求めるとともに,国 賠 法 1

条 1項 に基 づ く損 害賠償 を求めるもの (訴状請求 の趣 旨第 4項 ,訴 状 Ш各論
第 2。 すなわち,朝 鮮半島出身考 につ き 旧厚生省 の公務員 が靖国神社な どの
求 めに応 して戦没者 に関す る情報 を回答 して いたの は遅 くとも昭和 51年 度
までで ある (第 154回
答弁 ・乙第 110号
06(平

成 18)年

参議院内閣委員会会議 における三沢孝政府参考人 の

調 。 この点,控 訴人 らも,訴 状 12, 13ペ

ー ジや 20

2月 15日 付 け原審原告 ら準備書面 (最終)2, 3人

ジな どにおい て,被 控訴人 国による戦没者 通知lま
少な くとも 1977(昭
52)年

―
和

ころまで行われていた旨主張 して い るか ら,仮 に,当 該回答行為 を

原因 として控 訴人 らの損害賠償請求権 が発 生 してぃた として も,本 件各提訴
まで 20年 間以上が経過 してい る。)。
②

日韓併合条約な どが無効 であるか ら,法 的根拠 のない徴兵 ,徴 用 ,戦 地配

備 ,戦 聞及び労働 を させ られ,こ れ らによ り死亡あるいは傷害 を負わせ られ
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た と して 損 害賠 償及 び 謝 罪文 公 告 を求 め る もの (訴状請 求 の趣 旨第 4項 ,第
5項 ,訴 状 Ш 各論第 3,第

5, 3次 訴訟 訴状 請求 の趣 旨第 2項 ,同 訴 状請求

の 原因第 2)

第5
1

控訴人ら準備書面 C41に対する反論
控訴人 らの主 張
控訴人 らは,平 成 19年 12月 17日 付け控訴人 ら準備書面 (4)において,「被
告 日本国は,本 件控訴人 らの親族 を,遺 族 で ある控訴人 らの同意 もな く合祀す
ることによつて,そ の子 ,弟 ,妹 ,甥 等 として家族的人格的な紐 帯 の 中で,当
該親族 を敬愛追慕す る控訴人 らの人格権 を,違 法 に侵害 してい る」 との主張を
追力‖
す るに至 り,ま た,平 成 20年 2月 5日 の弁論準備手続期 日において ,FFl
主張は,従 前 の民族的人格権 な どの主張 と独 立並列的に主張す るもので ある旨
述 べた。 しか し,控 訴人 らの主張は失当である。
なお,控 訴人 らは,被 控訴人国が遺族 らの 同意 な く親族 を合祀 した 旨主張す
るが,仮 に控訴人 らの親族 が靖国神社 に合祀 されていた として も,合 祀 を した
のは靖国神社 であつて,被 控訴人国ではない。

2

控訴人 らの主張する 「
敬愛追慕する子 らの人格権」は法律上保護 された具体
的権利ないし利益で1ま
ないことなど
控訴人 らは,敬 愛追慕す る人格権 が 「
家族的人格的な紐帯 の中で,自 身 と人
格的一体性 を感得 しうる者 (たとえば近親者 がそれである。)に 対す る意味づ け
もまた,人 格 的生存 に不可欠なものとして,そ れ に対す る不当な侵害か ら保護
され る」 (控訴人 ら準備書面 (4)3ベ ー ジ)と 主 張するが,そ の主張内容 か らす
ると,控 訴人 らが被侵害利益であると主張す る 微 憂迫慕す る子 らの人格権」
は,要 す るに,靖 国神社 の宗教上の行為 によ り害 される 「
敬愛 追慕 の情Jと い
う内心の心情 にほかな らず , しか も,靖 国神社 がそ の教義 を変更 し,あ るいは
宗教的行為を差 し止めない 限 り回復する ことのない ものである。

‑18‑

03‑ 3‑17,17:59

1東

サ0305157303

京 局 訟務部
"務

# 20/ 20

しか し,控 訴人 らのこの主張を認 め,靖 国神社 の宗教 上の行為によつて原告
らの法的な利益 が侵害 されてい ることを認めるこ とは,靖 国神社 の信教 の自由
を妨 げる結果 となることは,明 らかである。 これはま さに,最 高裁昭和 63年
6月 1日 大法廷半J決 (民集 42巻 5号 277ベ

ージ,以 下 「
最高裁昭オロ63年

判決」 とい う。)力 S,「かえつ て相手方 の信教 の 自由を妨げる結果 となる」 とし
た もの と同一 の結果である。
す なわち,最 高裁昭和 63年 判決 は,「人 が 自己の信仰生活 の静説を他者の宗
教 上 の行為 によつて害 された とし,そ の ことに不快 の感情 を持 ち,そ のよ うな
ことがな い よ う望む ことのあるのは,そ の心情 として 当然 で ある としても,か
かる宗教上の感情を被侵害利益 として,直 ちに損害賠償 を請求 し,又 は差止め
を請求す るな どの法的救済を求める こ とがで きるとす るな らば,か えつて相手
方 の信教 の 自由を妨げる結果 となるに至 ることは,兄 易 い ところである。信教
の 自由の保 障は,何 人 も自己の信仰 と相容れない信仰 をもつ者 の信仰 に基づ く
行為 に対 して,そ れが強制や不利益 の付与を伴 うこ とによ り自己の信教 の 自由
を妨害す るものでない限 り寛容である ことを要請 してい るもの とい うべ きであ
る。 この ことは死去 した配偶者 の追慕,慰 霊等 に関する場合 において も同様で
ある。何人かをそ の信仰 の対像 とし,あ るいは 自己の信仰す る宗教により何人
かを追慕 し,そ の魂 の安 らぎを求めるな どの宗教的行為 をす る自由lま
,誰 にで
も保障 されてい るか らである。・・・県護国神社による●●の合iEは,ま さしく
信教 の 自由によ り保障 され ているところ と して 同神社 が 自由にな し得 るところ
示すると
であ り,そ れ 自体は何人の法的利益 をも侵 害す るものではない。」 と半り
ころである。
控訴人 らの主張する被侵害利益は,上 記 の とお り,最 高裁昭和 63年 判決 で
被侵害利益」 の内容 ,す なわ ち,「 (それを)他 者 の宗教 上の行為
判示 された 「
によつて 害 され た とし,そ のことに不快 の感情 を持 ち,そ の ような ことがない
よ う望む」心情 にほかな らず,こ の よ うな 噛 情を被侵害禾1益として,直 ちに
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損害賠償 を請求 し,又 は差止 めを請求す るな どの法的救 済 を求めることができ
るとす るな らば,か えつて相手方 の信教 の 自由を妨げぅ結果 となるに至 る」も
のであることは明 らかであ るか ら,そ の法的利益性は否定 され るべ きものであ
る。
3

控訴 人 らが 引用す る裁判例などは控訴人 らの主張する 「
敬愛追慕す る子 らの
人格権」の法的利益を肯定する根拠にな らないこと
控訴人 らは,① 東京地方裁判所昭和 52年 7月 19日 ・判例時報 857与
5ペ ー ジ,そ の控訴審である東 京高等裁判所昭椰
時報 918号

6

4年 3月 14日 判決 ・判例

21ペ ージ,② 大阪地方裁判所平成元年 12月 27日 判決 ・判例

時報 1341号

53ペ ージァ③ 芳『
覇地方裁判所昭和 58年 3月 2日 判決 ・判例

時報 1082号

120ペ

ー ジが ,控 訴人 らの主張す る 「
敬 愛追慕す る子 らの人

格権」 の法的利益 を肯定す る根拠にな ると主張するよ うである (控訴 人 ら準備
書面 14)5, 6ペ ージ)。
これ らの① ない し③ の判決 では 「
故人 の名誉が毀損 された場合 に関す る故人
に対する遺族 の敬愛迫慕 の情」あるい は 「(故人)に 対す る敬愛 ,追 慕 の情な ど
の人格的利益ない し名誉」が 問題 となつてい るが,こ れ らにおい ては,出 版 さ
れた小説の著述 (①),写 真報道 (②),報 道機関に対す る公 表 (③)に よって,
死者の名誉が毀損 されたこととの関係 で,遺 族 の法的利益 の侵害 がP●
5題 とされ
た事案であ り,本 件 の ように,第 二者 の宗教的行為 によって遺族 の内心の心情
が害 された と主張 され ている場合 とlま
,事 案 を異にすることが明 らかである。
本件 の場合 には,最 高裁昭和 63年 判決 の場合 と同様 に,第 二者 の宗教的行
為 によって内心の心情を害 された と しても,こ の よ うな内心 の心情 は,第 二者
の宗教的行為 との関係 では,法 的利益 とはい えない もの なのである。
4 7 1 ヽ括
以 上 の とお り,控 訴人 らの主 張す る 「
数 愛 迫慕す る子 らの人格 権 」 は最 高裁
昭和 63年 判決 が判示 す る 「
宗教 的人格 権」 と同様 に,法 律 上保 護 され た 具体
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的権利ない し利益でない こ とは疑 う余地がな く,控 訴人 らの引用す る裁判例に
よつてもその結論 ltt右 されない。

第6

稲
以上のよ うに,控 訴人 らの主張 は失当であり,控 訴人 らの本件各請求はいず
れ も理由がないか ら,速 や かに弁輸を終結 した上で,本 件控訴を実却するべき
である。
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