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第１ 本書面の目的 

 本書面は、被告が、答弁書において、原告の主張する平和的生存権について、

国賠法上保護された権利ないし法的利益とは認められないなどと主張するため、

それに対する原告の主張を整理するものである。 

 

第２ 平和的生存権の具体的権利性について 

１ 被告の主張の整理 

  被告は、平和的生存権の具体的権利性について、最高裁判所平成元年６月２

０日第三小法廷判決（以下「百里基地訴訟最高裁判決」という。）とその判例

解説を引用し、具体的権利性を否定する。 

  また、実質的に検討しても、「平和」の概念そのものが抽象的かつ不明確で

あるばかりでなく、具体的な権利内容、根拠規定、主体、成立要件、法律効果

等のどの点をとってみても、一義性にかけ、その外縁を画することさえできな

い極めて曖昧なものであり、やはり具体的権利性を認められないという。 

 

２ 被告の主張は失当であること 

⑴ 百里基地訴訟最高裁判決は平和的生存権の権利性自体について判断して

いないこと 

被告の引用する百里基地訴訟最高裁判決は、周知のとおり、茨城県小川

町（当時）にある航空自衛隊百里基地の建設に際し、用地の売買契約が公

序良俗に反し無効か否かをめぐって国及び私人との間で起こった民事訴訟

に対する判断である。被告が引用する部分も「私法上の行為の効力の判断

基準になるものとはいえ（ない）」とする部分であり、憲法の平和的生存権

の権利性自体について判断したものではない。そして、最高裁は、憲法前

文の裁判規範性にも、自衛隊の違憲性についても判断をしていないのであ

るから、平和的生存権については、何一つ判断したものとはいえないので

ある（後掲の岡山地裁平成２１年２月２４日判決も参照されたい。）。 
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したがって、同判決が、平和的生存権に対し消極的評価をしたとする判

例解説も、その射程を理解していないものといわざるを得ない。 

なお、長沼ナイキ訴訟（最高裁昭和５７年９月９日判決）も、平和的生

存権についての実体判断を回避しているから、結局、平和的生存権の権利

性自体について、正面から論じた最高裁判所の判断はない。 

⑵ 被告は、意図的に名古屋高等裁判所平成２０年４月１７日判決（以下「イ

ラク訴訟名古屋高裁判決」という。）を無視していること 

ア 被告の態度 

      被告は、答弁書において、「原告は、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ページ）を根拠に、平和的

生存権の具体的権利性が肯定されると主張するようである」と述べるだ

けで、何ら具体的に検討しようとしない。 

      それどころか、前述のように、百里基地訴訟最高裁判決を金科玉条の

ように持ち出し、イラク訴訟名古屋高裁判決以前の下級裁判例を複数引

用し、被告の主張が判例理論として確定しているかのように主張する。 

イ イラク訴訟名古屋高裁判決の内容 

      しかし、上述のとおり、平和的生存権の具体的権利性や裁判規範性に

ついて、正面から論じた最高裁判所の判断が無い。そうであれば、次に

参照されるべきは、高等裁判所における確定した判断、すなわちイラク

訴訟名古屋高裁判決をおいて他にない。 

      イラク訴訟名古屋高裁判決は、平和的生存権の具体的裁判規範性につ

いて、次のように判示した。 

「憲法前文に『平和のうちに生存する権利』と表現される平和的生

存権は、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。』などと
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定義され、控訴人らも『戦争や武力行使をしない日本に生存する権

利』、『戦争や軍隊によって他者の生命を奪うことに加担させられな

い権利』、『他国の民衆への軍事的手段による加害行為と関わること

なく、自らの平和的確信に基づいて平和のうちに生きる権利』、『信

仰に基づいて平和を希求し、すべての人の幸福を追求し、そのため

に非戦・非暴力・平和主義に立って生きる権利』などと表現を異に

して主張するように、極めて多様で幅の広い権利であるということ

ができる」。 

｢このような平和的生存権は、現代においては憲法の保障する基本

的人権が憲法の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての人

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。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、第３章が個別的

に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べきである。」 

 こうした認識にもとづいて、同判決は、次のように判示した。 

｢そして、この平的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又

は参政権的態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁

判所に対してその保護・救済を求め法的救済措置の発動を請求し得

るという意味における具体的権利性が肯定される場合があるとい

うことができる。例えば、憲法９条に違反する国の行為、すなわち

戦争の遂行、武力の行使や、戦争の準備行為等によって、個人の生

命、自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的

な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合、また、憲法９
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条に違反する戦争の遂行等への加担・協力が強制されるような場合

には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、裁判

所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により

救済を求めることができる場合があると解することができ、その限

りでは平和的生存権は具体的権利である。｣ 

 さらに、同判決は、被告の主張を踏まえて次のようにも述べている。 

「なお、『平和』が抽象的概念であることや、平和の到達点及び達

成する手段・方法も多岐多様であること等を根拠に、平和的生存権

の権利性や、具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法

上の概念はおよそ抽象的なものであって、解釈によってそれが充填

されていくものであること、例えば『自由』や『平等』ですら、そ

の達成手段や方法は多岐多様というべきであることからすれば、ひ

とり平和的生存権のみ、平和概念の抽象性等のためにその法的権利

性や具体的権利性の可能性が否定されなければならない理由はな

いというべきである」。 

被告国は、平和的生存権の具体的権利性について、これまでの学説や

裁判実務における到達点を無視することなく、真摯に訴訟活動を遂行さ

れたい。 

ここで、被告の訴訟態度について一言触れておく。原告の２０１７（平

成２９）年２月２１日付け求釈明申立書にも記載したが、被告は、一私

人としてこの訴訟の当事者となっているのではない。法律に基づく行政

活動の一つについて、憲法違反を含む重大な違法を犯していると、主権

者国民から異議申立てを受けているのである。国として、自らの正当性

を正面から論じ、主権者を説得するよう主体的かつ能動的に訴訟を遂行

すべきである。請求原因事実に対する認否をしっかりとすべきであるし、

確定したイラク訴訟名古屋高裁判決を無視するのではなく、自らの主張

にしっかりと位置付け、不都合があるなら正面から批判し、反論すべき
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である。 

⑶ 平和的生存権の根拠規定、享有主体、成立要件、法律効果 

    確定したイラク訴訟名古屋高裁判決に明らかなように、被告が問題とする

平和的生存権の根拠規定、享有主体、成立要件、法律効果の各点は、すでに

解決済みの論点である。 

 ア 根拠規定 

     被告が意図的にその主張から除外している前記名古屋高裁判決では、「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べきである」

として、平和的生存権の根拠規定は、憲法前文のみならず第９条及び第３

章の個別的な基本的人権と相互に結合・関連しているとしている。 

すなわち、主観的権利としての平和的生存権は、客観的制度規定である

９条と結びついて、９条に違反して政府がおこなった政策に対して、国民

個々人がそれを平和的生存権侵害であるとして訴訟提起をする道が開かれ

ることになる。その場合、「平和のうちに生存する権利」にいう「平和」は、

ほかならぬ日本国憲法自身、何よりも９条によって特定の意味、すなわち

戦争放棄・軍備不保持・交戦権否認という規範的意味を充填された「平和」

であるから、９条違反の政府の政策がおこなわれたとき、それは即、平和

的生存権を侵害したものと評価されるべきである。 

他方でまた、平和的生存権は、第３章の人権と結びつく。とくに１３条

とは一体的関係にある。同条の個人尊重の原理にもとづく幸福追求権が、

個別の人権の一つであるとともに、他の諸人権を支える基底的人権であり、

第３章に列記されていない人権についてもその根拠となる一般的・包括的

な権利であることにかんがみると、平和的生存権をも広く包摂・受容して
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いるからである。個別の人権としては、たとえば、１８条との結合で徴兵

からの自由が導かれ、また、１９条との連結の中から良心的兵役拒否の自

由が創出され、２５条の生存権を支えるところから軍事徴用を受けない自

由が形成される等々の、各人権の基礎にある基底的人権として機能する、

と考えることができる。 

 イ 享有主体 

     平和的生存権の享有主体は、国民の基本的人権そのものである。これは、

前述のとおり、日本国憲法が、前文と第９条のみならず、人権規定と相互

に関連・結合していることから、「人権としての平和」として平和的生存権

を規定していることに基づく。また、平和的生存権が、「恐怖」や「欠乏」

からの自由というすぐれて個人的・具体的な人権と並列されていることか

らも、「全世界の国民」は、具体的な実在の国民個々人を意味し、抽象的・

観念的な国民の集合体としての国家と解される余地はないことは明らかで

ある。 

 ウ 成立要件 

     平和的生存権の成立要件については、それが成立の背景的要素という問

題であるなら、平和的生存権は、長い歴史の中で、各種の国際条約や国連

憲章、各国憲法の中で徐々に生成発展し、確立してきたもので、日本国憲

法成立後に採択された国連決議等でも確認されている権利であって、その

成立を疑うことはできない。 

 他方、平和的生存権侵害が生ずるのはいつかという問題であるのなら、

前述のとおり、主観的権利としての平和的生存権は、客観的制度規定であ

る９条と結びついて、９条に違反して政府がおこなった政策に対して、国

民個々人がそれを平和的生存権侵害であるとして訴訟提起をする道が開か

れることになるから、９条違反の政府の政策がおこなわれたとき、それは

即、平和的生存権を侵害したものと評価されるべきである。 
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 エ 法律効果 

     イラク訴訟名古屋高裁判決は、「平和的生存権は、局面に応じて自由権的、

社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということがで

き、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得

るという意味における具体的権利性が肯定される場合があるということが

できる。例えば、憲法９条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、武

力の行使等や、戦争の準備行為等によって、個人の生命、自由が侵害され

又は侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖

にさらされるような場合、また、憲法９条に違反する戦争の遂行等への加

担・協力を強制されるような場合には、平和的生存権の主として自由権的

な態様の表れとして、裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請

求等の方法により救済を求めることができる場合がある」としている。 

     本件では、南スーダンＰＫＯへの自衛隊派遣という憲法９条違反の国の

行為によって、わが子が戦争に加担・協力させられることが、原告の平和

的生存権を侵害しているのであるから、その自由権的側面として、裁判所

に対し、陸上自衛隊の南スーダンＰＫＯへの派遣差止及びこれによって被

った精神的苦痛に対する損害賠償請求を提起し、その救済を求めているの

である。 

⑷ 岡山地裁平成２１年２月２４日判決（以下「イラク訴訟岡山地裁判決」）は、

イラク訴訟名古屋高裁判決をさらに推し進めて被告の主張を一蹴したこと 

    被告は、イラク訴訟名古屋高裁判決以降、平和的生存権に具体的権利性を

認めた判決を意図的に無視している。ある意味で、イラク訴訟名古屋判決以

上にインパクトを持っているのが、イラク訴訟岡山地裁判決である。 

    この訴訟においても、被告は、平和的生存権侵害について、本訴訟と同様

の主張を繰り返していた。 

    しかし、イラク訴訟岡山地裁判決は、次のように述べ、明確に平和的生存

権の具体的権利性と裁判規範性を認めた。 
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「平和的生存権が憲法上の基本的人権であるとする学説は昭和３

０年代に提唱され、以来、（中略）現時点においては、この平和的

生存権が裁判所による司法審査において、裁判所により直接適用さ

れる裁判規範といえるか否か、すなわち、裁判規範性を有するか否

かについてだけが争いとなっている。」としたうえで、平和的生存

権の具体的権利性について「憲法前文２項には、『われらは、全世

界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏を免れ、平和のうちに生存する権

利を有することを確認する。』とあり、平和的生存権が『権利』で

あることが明言されていることからすれば、その文言どおりに平和

的生存権は憲法上の『権利』であると解するのが法解釈上の常道で

あり、また、それが平和主義に徹し基本的人権の保障と擁護を旨と

する憲法に即し、憲法に忠実な解釈である」 

そして、裁判所の法令審査権の行使に当たって、憲法改正における前文と

本文の同質性から、前文が法令審査権行使の基準となるから裁判規範性を有

することを正面から認めたうえで、「平和的生存権は、日本国憲法上の基本

的人権であり、裁判所が法令審査権を行使するに当たり、本文と同様に拠る

べき裁判規範性を有する」と判示した。 

    さらに注目すべきは、本訴訟でも展開されている被告の主張を、次のとお

り判示して一蹴したことにある。 

    まず、被告の引用する百里基地最高裁判決については、次のように判断し

た。 

「同判決は、売買契約の有効性を判断するに当たり、上記のとおり、

平和主義ないし平和的生存権にいう平和は、私法上の行為の効力の

判断基準とならない旨を判示したにとどまり、平和的生存権に関し

ては何ら触れるところがないのであって、同判示をもって、同判決

が平和的生存権の存在やその法規範性、裁判規範性を否定したとい

うことはできないし、これに対して消極的評価をしたということも
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できない」 

    また、平和的生存権の具体的権利性を否定する旨を主張については、次の

ように判示して退けた。 

「憲法上の基本的人権規定は概ね抽象的かつ不明瞭であって、一義

性に欠けるものであり、例えば、平和的生存権にいう『恐怖と欠乏

を免れ、平和のうちに生存する権利』と憲法１３条３項の幸福追求

権にいう『生命、身体及び幸福追求に対する国民の権利』とを対照

しても、その抽象性、不明瞭性、一義性に径庭はないというべきで

あるし、そもそも基本的人権とは、歴史的に生成し、発展するもの

であり、その生成、承認の当初に当たり、権利内容や法律効果等が

すみずみまで明晰かつ判明であることを期待することができないこ

とを考慮すれば、被告の上記主張をもって平和的生存権否定の正当

な論拠とすることはできない。」 

「平和的生存権については、法規範性、裁判規範性を有する国民の

基本的人権として承認すべきであり、本件における原告らの主張に

かんがみれば、平和的生存権は、すべての基本的人権の基底的権利

であり、憲法９条はその制度規定、憲法第３章の各条項はその個別

人権規定とみることができ、規範的、機能的には、徴兵拒絶権、良

心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権等の自由権的基本権として存在し、

また、これが具体的に侵害された場合等においては、不法行為法に

おける被侵害法益としての適格性があり、損害賠償請求ができるこ

とも認められる」 

    このように、平和的生存権に関する被告の主張は、既に確定した裁判例に

おいて否定されているのであって、現時点においては、むしろ平和的生存権

には、具体的権利性・裁判規範性を有するものとするのが確立した判例理論

であるというべきである。 
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⑸ 原告の具体的な平和的生存権侵害 

    原告の具体的な平和的生存権侵害については、訴状でも主張した通りであ

る。 

    イラク訴訟名古屋高裁判決に則して言えば、原告準備書面１及び同Ⅱで明

らかになったように、陸上自衛隊とりわけ原告の息子が所属する南千歳基地

から派遣された第１０次隊が派遣されていた期間の南スーダンは、「戦闘行

為」が行われていた戦闘地域であった。当該戦闘地域に自衛隊を派遣するこ

とは、まさにＰＫＯ派遣５原則にも違反する憲法９条に違反する国の行為で

ある。また、ＰＫＯ部隊の駐屯地近くのＵＮハウスでは日常的に銃撃が行わ

れ、報道でも中国兵が殺傷される状況にあった。すなわち陸上自衛隊が派遣

されている南スーダンにおいては、派遣されている自衛隊はいつ殺し、殺さ

れるかわからない状態にあったのであり、原告の息子が所属する部隊は極度

の緊張の下、戦争の準備行為を強いられていた。 

その結果、自衛官ら個人の生命は、軽装備に加え、いつ銃弾が飛んでくる

かわからないという極限の恐怖を継続的に強いるという形で侵害の危機に

さらされ、あるいは、現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされていた。 

原告は、自らの息子が所属する南千歳基地の陸上自衛隊の自衛権が、かか

る恐怖にさらされることは自らの命を削るように不安かつ心配な日々を送

り、自衛隊を派遣するという憲法９条に違反する戦争の遂行等への加担・協

力が強制されていたのである。 

このよう場合には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、

裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済

を求めることができるのであり、本件訴訟はまさに陸上自衛隊の南スーダン

ＰＫＯの派遣を差し止めることと国家賠償請求を行うものである。 

    原告の損害については、さらに主張を補充する。 

以 上  


