
はじめに

　私は経済学を専攻分野とする研究者で、法学には基本的に素人であるが、こ

のたび縁あって当学会に参加を許され、発表の機会を与えられた。近年話題の

靖国問題につき、目下の論争では見過ごされている部分にむしろ大きな問題が

潜んでいるのではないかとの思いから、同神社の戦後改革の解釈を主要な論点

として著書『靖国問題の原点』（日本評論社、2005年）を上梓し、それが当学会

の方々のお目にとまったのがきっかけである。以下の論述では、同書およびそ

れに続く著書『頭を冷やすための靖国論』（ちくま新書、2007年）で典拠を明ら

かにしている事項については、原則として典拠の注記は省略する。あしからず

ご了承いただきたい。

１．問題の提起

　まず、拙著『靖国問題の原点』の冒頭に掲げた問題提起の文章を再掲させて

いただく。これは私が「日本人の大人ならだれでも一度ぐらいは次のような意

見を述べる人に出会ったことがあろう」として、靖国神社を支援・賛美する人々

のあいだに見られる典型的な意見を再現してみせたものである（同書９～11

頁）。

　靖国神社に首相がお参りするのがいけないとか、騒ぎ立てる人がいます

が、あんなのこそ本当におかしいですよ。およそ国というものがある以

上、その行なった公の行為である戦争で犠牲者が出たなら、国が公式な立
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場で厳粛に受け止めて哀悼の誠意を示すのはあたりまえのことであって、

どこの国だってやっているじゃありませんか。日本の首相が外国に行った

ときには、その国の無名戦士の墓に花輪を捧げているじゃありませんか。

自分の国の戦没者を祀る施設に対してだけは同じことができないなんて、

こんな不自然なことはありませんよ。

　批判者の連中ときたら、やれ軍国主義だとか、戦争賛美だとか言います

が、私たちはもう一度戦争をしたいなんて、少しも思ってはいませんよ。

ただ、旧憲法下では兵役の義務というものがあって、多くの若者が公務と

して戦争に従事させられて、不幸にも命を落とした。そのことを国が厳粛

に受け止めてほしいということを言っているにすぎません。

　この問題について「なぜ戦争に反対しなかったのか」とか「兵役を忌避

すればよかったじゃないか」などと批評する若者がいますが、無理解もは

なはだしい。当時の状況というものがまるでわかっていません。反対など

できる雰囲気じゃなかったんです。戦後になってキリスト教の牧師さんか

なんかが後知恵で主張し出した意見に感化されて、若い者があんなことを

言うようになったのでしょうが、あの手の安手な反戦思想ほど無責任なも

のはありませんよ。自分が同じ立場だったらどうしただろうということを

ちっとも想像してみないで、反戦平和と言っていさえすれば受けがいい戦

後の風潮の中で大勢順応しているにすぎません。戦争中はキリスト教の牧

師さんだって大部分が率先して戦争に賛成していたのです。自分たちだけ

が思想弾圧の被害者だったみたいに言う被害者意識過剰の発言は見苦し

い。やめてほしいですね。

　そして、靖国神社問題と言えば、いつも決まって持ち出されてくるのが

政教分離規定がどうのこうのという憲法論ですよね。靖国神社は民間の宗

教法人だ、国家が特定宗教を優遇するのはいけないとかね。だけど、この

問題の本質を宗教の問題としてとらえること自体が、そもそもおかしいで

すよ。靖国神社が宗教法人などという似つかわしくない地位を与えられて

いるのは、占領軍の押しつけによるものじゃありませんか。日本という国

を精神的に武装解除して弱体化するために、自国の戦没者の追悼行事すら
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まともにできない国にしてしまおうっていうことだったんでしょう。その

ために、本来的に公的な性格の施設であるはずのものに、民間の宗教法人

なんていう不自然な形式を押しつけておいたうえに、政教分離だとかいう

網をかぶせて、動きがとれないようにしてしまったんでしょう。

　情けなくてならないのは、そんな占領政策がもたらした不自然な既成事

実を、後生大事に守ろうという人がこんなにも多いことです。彼らはマッ

カーサーに日本人の魂を抜かれてしまった連中だとしか思えませんね。

　Ａ級戦犯が合祀されているからいけないとかいうのも、空しい屁理屈で

すよ。東京裁判なんて、勝者の裁きの茶番劇じゃありませんか。そもそも

罪刑法定主義の原則を満たしてなかったんだから、裁判の名に値しませ

ん。まだ講和条約が結ばれてないうちの出来事だったのだから、法的には

戦闘行為の継続としてとらえるべきものです。絞首刑は戦死と同じです。

戦死者と一緒に祀って当然です。外国から文句を言われる筋合いのもので

はありません。

　だいたいがですよ、侵略戦争だの何だのと今になって後知恵で批判しま

すが、もとはといえば、英米両大国がさんざんお手本を示した植民地支配

を、日本があとから真似したのがいけないっていうだけのことじゃありま

せんか。日本が戦ったおかげでアジア諸国は戦後独立を達成したじゃあり

ませんか。日本に感謝しているアジアの人々も多いのです。戦争の善悪な

んて相対的なものですよ。大東亜戦争には悪い面もあったが、いい面も

あったんです。日本人は自国の歴史にもっと誇りをもつべきですよ。

　私は、この種の意見を述べる人に接するたびに複雑な思いに沈む。その議論

の出発点に置かれている「公務殉職者としての戦没者を国はもっと正当に顧慮

してほしい」という願いには多くのもっともな点が含まれていることを理解す

ればこそ、その正論が次々とおかしな命題へとつながり、しまいには大東亜戦

争肯定論にまでつながってしまうという、この独特の思考回路の不毛さが、や

りきれなく悲しく思えるのである。

　もちろんこういう意見に対しては、憲法の政教分離規定の解釈論の観点から
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も、近隣アジア諸国に対して戦前のわが国が何をしたかという「歴史認識」の

観点からも、さまざまな反論が可能であるし、現になされている。が、それが

上のような意見をいだく人々の心に説得力をもって響くことは、まずない。議

論は絶望的なまでに平行線である。

　こういう対立の構図が生まれざるをえなかったのは、いったいどこにボタン

の掛け違いがあってのことなのか。それを私は問い直したい。近年、靖国問題

といえば、Ａ級戦犯の祀ってある場所への首相など公人の参拝をめぐる外交問

題という意味合いで理解されることが多くなり、それとの関連で、1978年のＡ

級戦犯合祀に至る一連の同神社への祭神合祀の手続に国の機関が関与したこと

をどう評価するかなどが、主たる論点と意識されることが多い。が、それ以前

の段階での同神社の歴史を正しく把握することがなければ、この問題がなにゆ

えにここまでこじれるのかを解き明かすことは不可能と、私は考える。

２．歴史観のリアリティーの問題

　以下では、あくまで仮の概括ではあるが、靖国神社の公的復権を警戒する立

場の人々、つまり一連の政教分離訴訟の原告側を支持するような人々を「反靖

国派」と呼び、靖国神社への公的支援はあってしかるべきだと考える人々、つ

まり一連の政教分離訴訟の被告側を支持するような人々を「靖国派」と呼ぶこ

とにする。

　そのうえで、これら両派の典型的な極に属する言説が、靖国神社をめぐる戦

後日本社会の政治状況や思想状況の推移を描き出してみせる際の筆法につき、

ひとつの疑問を提起しておきたい。

　反靖国派においては、戦後改革によって新憲法が制定され、信教の自由と政

教分離が定められた当初の時期を最も明るい時代のように描き、その後の歴史

を「改革が裏切られ、日に日に反動化が進んでいった」歴史であるかのように、

単純化して描く傾向が顕著である。憲法の政教分離規定を拠り所として闘う法

廷戦術との関連もあって、そのような図式で世論に訴えかけることに有効性が

あると判断した事情は理解できるが、「日に日に悪くなる」という一方的な流れ

として歴史を記述するのは、はたしてリアリティーがあると言えるか、私は疑
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問を感じる。

　もし戦後史の事実はひとつだけで、立場によって評価が異なるだけなのなら

ば、反靖国派が「日に日に悪くなる」ととらえている以上、靖国派のほうは逆

に「新憲法の押しつけを受けたが、その後は日に日に改善が進んでいる」とと

らえているのでなければおかしいはずだ。しかし実際には、靖国派は靖国派

で、別の意味においてこれまたある種の「日に日に悪くなる」という筆法を持

ち出す傾向が顕著である。彼らに言わせれば、昭和30年ごろは、戦後改革の行

き過ぎが正され、日本人の真心がよみがえった「古きよき」時代であり、その

後、政教分離の形式論や不当な外圧に迎合する自虐史観などが台頭してきて

「日に日に悪くなってきた」というのである。

　反靖国派の側が1946年ごろを時間軸の原点に据えて、そこからの逸脱・退行

としてその後の歴史を見ようとするのに対して、靖国派の側は基準時点の取り

方が少し異なるけれども、ものの見方としては案外似ている。これは、両派の

歴史の見方がともに、実証的な史学というより、政治的目的のもとに構成され

たストーリーとしての性格を強く持つことを暗示しているのではないか。

　事実はどうであったかというと、占領末期にＧＨＱの政教分離解釈に若干の

緩和があって、吉田茂首相の靖国神社公式参拝（1951年10月18日）が実現した

ころ、わが国のマスコミにこれを好意的に受け止める風潮があったこと自体は

本当である。1951年10月７日の『朝日新聞』には、かつて東京裁判の際に検事

団の随員として来日したある米国青年が、滞日中に知り合った日本の友人に代

参を頼むかたちで、帰国後も靖国神社への表敬を続けている話が、美談として

紹介されている（『頭を冷やすための靖国論』89～91頁）。その記事では、同青

年が靖国神社を「日本の無名戦士の墓」と受け止めていることにつき、何の異

議も書かれていない。当時、靖国神社を国民の心のよりどころとして、かつ事

実上公的な存在として評価し、これについて政教分離をあまりやかましくは言

わない風潮があったことは否定できない。靖国神社をめぐって政教分離という

観点からの問題提起がある程度広い層から耳を傾けてもらえるようになるの

は、靖国神社法案が国会に上程されて、その問題性がさまざまに議論されるよ

うになる1970年前後からである。
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　こうした意味で、靖国をめぐる戦後の政治状況や思想状況の推移は、けっし

て単純な一方向的な流れではなかった。

３．対立構造は単純ではない

　以上では、靖国問題をめぐる意見の対立を「靖国派」と「反靖国派」の対立

として仮に概括しておいたが、仔細に見ればこれ自体がそもそもあまり正確な

ものではない。

　上で概括した「反靖国派」とは、靖国神社を公的に位置づけることは憲法の

政教分離規定に反するという主張を最大公約数として結集してきた勢力である

が、近年の新追悼施設案をどう評価するかになると、この勢力の中にも二つの

立場の色分けが生じてくる。宗教に中立的で一定の条件を満たすものであれ

ば、国立の戦没者追悼施設を設けること自体には反対しないという意見の人々

と、国による戦死者の公的追悼という思想そのものが欺瞞的であり、危険であ

ると考える人々である。その意味で、対立構造は三つ巴である。

　一方、上で概括した「靖国派」とは、靖国神社こそが戦没者追悼の中心的施

設であり、これを名実ともに公的施設として位置づけ直すことが必要だと考え

る勢力であるが、靖国神社法案が流産に終わった1974年当時の議論を振り返れ

ば、この勢力の中にも実は深刻な対立があることがわかる。当時の参議院議員

青木一男に代表される勢力は、英霊を神として祀る靖国神社であってこそ存在

意義があるとして、現状の神道的宗教性をそのまま維持させたうえで同神社を

特殊法人化せよとの意見であった。法案は、新憲法下ではいくら何でもそれで

は通らないとみた人々が作った折衷案で、靖国神社に「神社」の名称は残しつ

つ宗教性を薄める「衣替え」を要求するものであった。いったんは衆議院を通

過した靖国神社法案が、最終的に参議院で廃案となったのは、反靖国派による

反対運動の盛り上がりだけが原因ではなかった。国家護持運動の中核的勢力が

「衣替え」を不満として反対の立場に回ったことがむしろ決定的だったのであ

る。その意味で、この面でも対立構造は三つ巴である。
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４．靖国神社の宗教性をめぐるねじれの構図

　靖国神社をめぐる意見の対立をさらに複雑にし、理解しにくくしている要因

として、同神社の宗教性をどう評価するかをめぐっての、以下に述べるよう

な、主張相互間の「ねじれ」関係を挙げることができる。

　これは、靖国神社やそ

れにつらなる忠魂碑など

の問題が法廷で争われる

際に、原告側と被告側の

どちらにおいても、表面

的な主張のほかにもうひ

とつ潜在的な主張があっ

て、しかもそれらが互い

違いに入り組んでいると

いう事実である（表１）。

　宗教者で靖国神社をめぐる裁判闘争に積極的にかかわってきたのは、仏教で

は浄土真宗、キリスト教ではプロテスタントの人が多かった。これらのある種

潔癖な救済宗教を信仰する人の場合、その信ずる教えの性格からして、靖国神

社のようなものに対しては、「あんなものが宗教と呼ぶに値するのか？」との疑

問をいだいたとしても不思議ではない。

　法廷ではたしかに、原告側は一貫して、靖国は習俗や社会的儀礼ではなく宗

教であるということを強調する。だが冷静に考えた場合、「天皇のために尊い

死を遂げた者は護国の神と祀られて、天皇家の祖先神を頂点とする神道の神々

の中でも枢要な地位に就く」というような「教え」は、苦悩する人間の普遍的

な課題に応答するキリスト教や仏教のような救済宗教あるいは悟りの宗教と

は、相当にかけ離れた次元のものであるのも本当だ。原告にしてみれば、むし

ろ、あんなものは宗教的な潤色をほどこされた「政治」そのものではないか、

と言いたくなる気持ちがあって当然である。明らかに原告側にはジレンマがあ

る。

靖国神社は宗教であるか

表面的な主張 潜在的な主張

原告側
○
憲法上の宗教にあたる

×
宗教の名にも値しない
政治的施設

被告側

×
宗教というよりもむし
ろ公的儀礼

○
現行憲法下で宗教と
してあつかわれてメ
リットあり

日本国民ならだれで
も従うべき公共の宗
教

表１
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　この点の歯がゆさもあってか、愛媛玉串料訴訟控訴審の原告側最終準備書面

は、戦争中のアメリカ国務省文書の中で、靖国神社が「宗教」の名にも値しな

い「国家主義的軍国主義的な英雄に対する崇拝および戦闘的国民精神の涵養の

ため」の施設とみなされていたこと、そして「日本政府もまた宗教ではないと

主張しているので、閉鎖を命じても信教の自由の侵害にはならないが……」と

評価されていたことに思い切って言及し（『司法鬼神に屈す―愛媛玉ぐし料訴

訟控訴審記録』218頁）、「本来ならば敗戦と同時に消滅していなければならない

ものであったのである」（同書317頁）と大胆に結論づけてもいる。この記述は、

原告側が究極的に主張したい実質的論点がどこにあったかをかいまみさせてく

れる。

　もし靖国を自分たちの宗教と対等な意味での宗教だと考え、信教の自由を何

よりも尊重する立場に立っているなら、相手のことを「消滅していなければな

らないものであったのである」とは言えないはずである。

　一方、被告側には被告側で、逆向きのジレンマがある。法廷闘争の論理とし

ては「靖国神社は宗教ではない。戦没者の追悼というどこの国家にもある公的

儀礼を司る場であり、それゆえ政教分離の埒外としてあつかってよいのだ」と

か、あるいは「たとえ宗教としての性格があるにしても、それはごく薄いもの

だから、これに対しては政教分離規定をゆるやかに解することが認められてよ

いのだ」などの主張が常套論法となっているが、支持者みなが額面どおりにそ

う考えているとは、必ずしも理解できない。

　まず現実的利害の観点から考えてみても、靖国神社が「宗教である」ことは、

現在の靖国神社にとっては十分にメリットがある。少なくとも信教自由の戦後

体制の下で「宗教としての取りあつかいを受けた」ことによってこそ、靖国神

社の今がある。遊就館の展示が村山談話（1995年８月15日）以後の政府の公式

見解とはかけ離れていても、堂々と胸を張って展示を続けられるのは、私立の

宗教法人だからこそである。

　同時に、被告側の支持者のあいだには、「神社神道は宗教だ。それであって

何が悪い。日本人ならみなこぞって信奉すべき『公共の宗教』だ。個々人が信

じたり信じなかったりを選ぶキリスト教や仏教のような宗教とは次元の違う、
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別の意味での宗教なのだ」と堂々と開き直って言ってしまったほうがよいとい

う考え方も、時折かいまみられる。現に杉原誠四郎は、明らかに被告側を支持

する立場にありながら、一連の政教分離訴訟での神道側の論の立て方には不備

があると指摘することを躊躇せず、新憲法下でも、もっと堂々と神道の宗教性

を認めたうえで、それをわが国の「公共の宗教」として取りあつかえる法的枠

組みを整備すべきだと主張している（『日本の神道・仏教と政教分離』［増補版］

文化書房博文社、2001年、318頁）。

　このようにして、原告側と被告側の双方に、それぞれ異なるニュアンスにお

いて、靖国神社を「宗教である」と理解したがる思想と、逆に「宗教ではない」

と理解したがる思想とが併存していることになる。このあたりに、靖国をめぐ

る法廷闘争での双方の主張をながめて多くの人が感じる居心地の悪さを解き明

かす鍵がある。

５．駆け引きと妥協の産物としての靖国神社戦後改革

　以上に見てきたように、靖国神社をめぐっては、その戦後の歴史の流れも意

見の対立の構図も、けっして単純なものではない。にもかかわらず、それがと

もすると一方向への単調な流れのようにとらえられたり、二項対立ですべて説

明できるかのようにとらえられたりするのは、なぜだろうか。

　私見によれば、こうした単純化は、靖国神社をめぐる紛争の決着場として選

ばれたのが主として法廷であったという事情に起因している。この事情によ

り、法廷闘争を有利に進めるために便利な歴史解釈や状況説明が、実証的な史

学的認識よりも優先されたのである。

　まず原告側についていえば、憲法の政教分離規定を武器として闘う都合上、

そのさきがけとなった神道指令は、戦後日本民主化の画期的な一里塚として描

く必要があった。靖国神社が宗教法人令（厳密には1946年２月２日の同令改正）

によって民間の宗教法人となった事実も、その神道指令の当然の帰結であった

かのように、話を単純化しておく必要があった。そうしておいてこそ、「靖国

神社は戦後改革によって民間の一宗教法人となったはずではないか。それを公

的に支援することは改革に反するではないか」との論法が単純明快に使えるか
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らである。

　一方、被告側についていえば、靖国神社を戦後も事実上の公的な場として受

け止めてきた素朴な人々の支援を背景に闘う都合上、神道指令から改正宗教法

人令にいたる一連の改革を、ＧＨＱによって一方的に押しつけられた改革で、

日本はその一方的な被害者であったかのように描く必要があった。そうしてお

いてこそ、「ＧＨＱは、戦没者の追悼というどうみても公的性格を否定しきれ

ない事業を、『宗教』だから『私的』なものであるべきだと規定した。そんな不

自然な改革に国民の多くが納得できないのは当然で、早晩見直しが起こるのは

必然だったのだ」との論法に説得力を付与できるからである。

　しかし実際は、靖国神社の戦後改革は靖国派が描くほど「一方的な押しつけ」

だったわけでもなければ、反靖国派が描くほど「理想的な改革」だったわけで

もない。後に述べるように、史実を仔細に追跡してみれば、それは当時の日本

の守旧勢力の利害関心をかなりの程度に反映した、駆け引きと妥協の産物だっ

たのである。

６．神道指令と宗教法人令の関係

　そもそも上記のような両極の見解は、一見対立しているように見えながら、

1945年12月15日発令の神道指令と、12月28日公布の宗教法人令と、翌1946年２

月２日の同令改正とを一体のものとみなしている点では軌を一にしており、す

でにその点において事実認識が正確でない。

　神道指令は、国家と神道との特別な関係の清算のために、ＧＨＱの中の民間

情報教育局（ＣＩＥ）が取り組んだ２か月にわたる作業の成果として発令され

たもので、占領政策の不可欠の一環であった。これに対して宗教法人令は、

1945年10月４日の人権指令によってそれまでの統制色の強い宗教団体法が廃止

に追い込まれたため、それに代わる立法措置を必要と考えた日本の文部省宗務

課によって起草されたもので、当初のかたちにおいては適用対象として神社は

想定していなかった。占領下であるから、ＧＨＱ（担当部署はＣＩＥ）の意向

を打診しながら起草作業が進められたものであるが、ＣＩＥとして積極的にそ

の制定を後押しした事実はない。10月の段階で文部省宗務課が宗教団体法に代



43戦後改革の矛盾の顕在化としての靖国問題

わる新たな勅令を作りたいと申し出たとき、ＣＩＥでは、宗教団体に法人格を

付与するにあたって一般法である民法のほかに特別法が必要とは思われないと

して、むしろ消極的な態度を示したという事実すらある。その後、日本の宗教

界の関係者が制定を望んでいるのなら制定を許すということになったが、占領

政策上はあくまで任意のものであった。

　つまり、両者はもともと別建てのものである。

　したがって、神道指令が宗教法人令の名を挙げて、神社はこの法令の下に入

りなさいと積極的に命じた事実も存在しない。日本政府と神社関係者が神道指

令によって国家との関係を断たれることになる神社の身の振り方についてひと

月あまり検討を重ねた結果、結局この際、宗教法人令の対象たる他の宗教と同

列に置いておくのが無難ということになって、宗教法人令を改正してこれを神

社にも適用するとの閣議決定（1946年１月25日）がなされたのである。

７．逆手に取られた錦の御旗

　靖国派のあいだでは、神道指令は日本側の介入をまったく許すことなく隠密

裏に作成され、ある日突然一方的に示されたかのような歴史解釈が一般的であ

る。しかし実際には、その準備作業が始まった1945年10月中旬に、東京帝国大

学助教授であった宗教学者の岸本英夫がＣＩＥの非公式な顧問に就任して、日

本側関係者とのあいだのパイプ役となったことによって、情報は事前に少しず

つ日本側に伝わっていた。神社神道関係者は岸本を介してＣＩＥの意向を探

り、占領軍の政策に多少なりとも自分たちの意向を反映させるべく、また、相

手を動かせなくても少なくとも予想される政策に対する最良の対応策を事前に

準備して迎え撃つべく、水面下の動きを開始していた。

　彼らは、ＧＨＱが神社神道と国との結びつきを今次の戦争を引き起こした禍

根のひとつと見ていて、それを断つために厳しい政策を打ち出してくるらしい

との情報を得ていた。と同時に、ＧＨＱは信教の自由を何よりも尊重する態度

でいるらしいという感触をもつかんでいた。そこで、神社は国家の宗祀である

から一般宗教とは次元の異なる公的なものだという従来の主張は引っ込めて、

この際、神社はすべて宗教であるという性格規定を前面に押し出すのが、生き
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残り策として妥当であるとの判断に達し、神道指令発令のひと月前の11月中旬

には、その線で関係者間の合意をほぼ成立させていた。11月20日に伊勢神宮以

下内務省管轄下の一般神社の民営移行が閣議で決定されたのは、その反映であ

る。

　神社界はこうした下準備のうえで12月15日の神道指令を迎えたのであった。

　ただ、陸海軍管轄下にあった靖国神社だけは、戦没者を祀るというその特殊

な性格のゆえもあって、一般神社と完全に同列にあつかうべきか、それとも

「靖国廟宮」という名で公益法人とするほうがよいか、案が分かれていて、神道

指令発令時点では結論が出ていなかった。が、名称が何であれ準拠法が何であ

れ、神社神道方式の祭祀を続ける以上、神道指令に言うところの国家から厳し

く分離されるべき神社神道と解釈されることには変わりがない見通しだったた

め、結局、他の神社と同列にあつかうということで関係者の合意がなされ、そ

の結果が1946年１月25日の閣議決定となった。

　ＧＨＱとしては、伊勢神宮にせよ靖国神社にせよ、神社神道という宗教の施

設であるかぎり、国家から特別に優遇される地位に置かれてはならないという

ことを、神道指令によって厳命したが、（よく誤解されているように）戦没者追

悼事業を公的に行なってはならないと命じたわけではない。もし日本側が自主

的に靖国神社を抜本的に改組して、神道的宗教性を払拭した公的な戦没者追悼

施設に作り直すというのであれば、それを認める余地は残してあったし、当時

のＣＩＥの宗教政策担当者であったＷ．Ｋ．バンスが、靖国神社を宗教に中立

的な記念堂のようなものに改める気はないのかと、日本側に問いかけたことが

一度ならずあったことは、関係者の証言でわかっている。その案は、日本側の

意向によって実現しなかったのである。

　以上でわかるように、靖国神社が民間の宗教法人となったのは、日本側にも

一定の制限内での創意の余地が許容されている状況下で、自主的選択の結果と

してそうなったのであって、ＧＨＱが選択の余地なくその方向を押しつけたの

ではなかった。

　まとめて言えば、当時ＧＨＱの宗教政策として持ち込まれた錦の御旗は２本

あった。神社神道に対する国家からの特別な優遇措置を禁ずる政教分離と、基
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本的人権の保障の一環としての信教の自由であった。日本側の対応は、前者の

政策によって失われた失地の上に、後者の錦の御旗を逆手に取って立ててしま

うという対応であった。その後ＧＨＱは、改革されたはずの靖国神社が戦前的

性格を色濃く残していることに気づいて神経をとがらせ、規制策を検討するこ

とになるが、相手の掲げている旗が自分たち自身の持ち込んだ「信教の自由」

という錦の御旗であるという皮肉な状況に直面して、たえず手詰まり感に悩ま

されながら事に当たる結果となった。このときの改革についてＧＨＱの当局者

自身がけっして満足してはいなかったという事実は、現在それを指摘する人が

少ないだけに、強調されてしかるべきである。

８．占領下の靖国神社の変遷

　このように、日本側の関係者は、ＧＨＱ自身が尊重している「信教の自由」

という錦の御旗の下に靖国神社を匿うことによって、なるべく無傷でこの神社

が存続できる道を開いたわけであるが、戦没者を祀ることに起因する否定しが

たい国家との特別な関係を以後どのようにしてゆくかについては、当初、必ず

しも明確な展望を持ってはいなかったようである。旧陸海軍省を引き継いだ第

一・第二復員省から戦死者名簿の提供を受けて合祀祭を挙行することにつき、

1946年の春の大祭の段階では神社当局はこれを当然のことと考えて、予定どお

り実行した。このような方針がＣＩＥの見咎めるところとなったのは、その年

の秋の大祭へ向けて準備が進められていた同年９月のことであった。断たれた

はずの国と靖国神社との特別な関係が合祀祭を通じて続いてしまうなら、神道

指令の骨抜きにつながるので、ＣＩＥとしては黙認するわけにいかないと考え

たのであろう。

　その後まもない11月13日、ＧＨＱは「宗教団体使用中の国有地処分に関する

件」という指令を発した。1871年の上地令によって国有財産とされていた社寺

境内地の所有権を社寺に移転する準備が日本側で進められていたのに対応し

て、そのための法律が施行されてもその規定を靖国神社・護国神社に機械的に

適用してはならないという、ＧＨＱ側の見解を示したものであった。この指令

を起草したＣＩＥのバンスは、靖国神社・護国神社の将来の地位のありようは
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未決定であるとの見解をとり、宗教法人として存続する以外の選択肢があらた

めて検討されてよいとの考えを表明していた。

　靖国神社関係者は、ＧＨＱは同神社の廃止を視野に入れて強い態度に出てき

たのではないかと危機感をいだき、解決策を話し合ったが、その過程で神道色

を除いて記念堂的なものに改組するという案も検討の俎上に乗ったものの、結

局は神道方式の祭祀を守りたいとの意見が強く、1946年12月16日、靖国神社は

慰霊安鎮を目的とした神社として進むとの方針でようやく総代会は合意を見

た。

　以後、占領下の靖国神社では合祀祭は挙行せず、国からの提供される戦死者

名簿の授受も表立たないように控え目に行なうかたちにして、ひたすら嵐の過

ぎるのを待つという姿勢に終始したが、1949年以降、東西冷戦の激化にとも

なって日本を取り巻く国際情勢が変わり、アメリカ政府の方針が日本の旧勢力

とある程度妥協してでも日本を反共の砦として強化するという方向に転換した

ことは、この神社にとっては復権への追い風となった。講和条約へ向けての交

渉が進む中、神道指令の適用基準もやや緩和され、その結果として1951年10月

18日には吉田茂が日本の首相としては６年ぶりの靖国神社公式参拝を果たすの

である。そして、占領終了後には合祀祭や勅使参向も復活し、形式面でも思想

面でも戦前とあまり変わらぬ靖国神社が復活してゆくことになる。結果的には

靖国神社は民間の宗教法人という地位を選んだことで、占領時代を「やり過ご

す」ことに成功したことになる。

　実は、占領の終了が視野に入り始めた1949年、バンスらＣＩＥのスタッフは

このようなことになる危険性を予知し、今のうちに何とか手を打とうとして、

靖国神社・護国神社に対する規制を内容とする新たな指令を出すべく、検討を

始めたのだが、いったん宗教法人として信教の自由の範囲内に置いてしまった

ものを規制することの法的矛盾と、それらが実際に無害な宗教的信仰としての

側面ももつ事実の前に、決定的な手を打てないまま検討の時間切れを迎えた。

史料的確証はないものの、靖国神社を宗教法人として存続させる決定に関与し

た人々の背後に、次のような思想をもつ人々の影響力が働いていた蓋然性はか

なり高い。
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　「靖国神社のあるべき姿はあくまで『神道的かつ公共的』ということであるが、

公共性を採って神道性を捨ててしまったら、あとで神道性を復活させるのはむ

ずかしい。当面公共性を犠牲にして神道性を採り、隠忍自重しておれば、戦没

者を祀っている以上、事実上公共的なものであることは認知され続けるだろう

から、いつか本来の姿に戻すこともできよう」。

９．矛盾の顕在化としての靖国問題

　靖国神社のかかわっていた戦没者の追悼という事業には、戦後的価値観から

見ても確かにある種の「公共性」はあった。それはＣＩＥのバンスも容認して

いた意味での公共性、つまり、公務殉職者としての戦没者に対しては国家が正

当な顧慮を払うことがふさわしいという意味での公共性である。が、靖国神社

関係者が占領下でもひそかに心にいだき続けていたであろう「公共性」は、そ

の意味での公共性とはかなり違った要素を含んでいた。天皇のための死は特別

に名誉あるものとして意義づけられるという意味での「公」、つまり靖国神社創

建の由来そのものに含まれる「公」である。

　戦前の体制の下では、その意味での「公」が、天皇家の宗教と不可分になっ

ていた。天皇に尽くして死んだ者は、天皇家の先祖祀りの道である神道の方式

で祀られ、そのレベルの宗教は、公民である以上受け容れるのが当然で、国民

個々人が信じたり信じなかったりを決めるようなレベルの宗教とはランクが異

なり、むしろ宗教以前の国民道徳と言うべきだというのが、国家神道のイデオ

ロギーであった。

　神道指令が否定したのはまさにそのような論法であり、「神社は宗教ではな

く国民道徳にすぎないから、参拝を強制しても信教の自由の圧迫にはならな

い」とする言い逃れ（神社非宗教論）は許さないというのが、ＧＨＱの基本方

針であった。

　が、結果としては、これに対して日本側が「おっしゃるとおり神社は宗教で

ございます」とあっさり認めて「だから今後は民間のものになります」と一見

謙虚な態度に出たことで、かえって問題はこじれてしまった。一般の神社につ

いては確かにそれでよかったとしても、靖国神社までをもその枠に入れてしま
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うことは、かえって同神社の抜本的な改革を妨げ、同神社が戦前以来の性格を

あまり変えないままで生き残ることの手助けをしたかたちになってしまった。

神道指令発令の段階で、靖国神社をどう改革するかについては、複数の案があ

りえた。「神道的であってかつ公共的」というあり方は許されない以上、神道的

宗教性を捨てて公共

性の側面を生かす

か、公共性を捨てて

神道的宗教性を残す

かの二者択一であっ

たわけだが、バンス

は前者の道を採って

はどうかと勧告して

いた。それと日本政

府案との関係を整理

すると表２のように

なる。

　日本における特殊的な意味での「公」には二つの側面があった。日本政府の

提案した「民間のものであることに甘んじます」という案は、表向きだけを見

れば「公共性」全般をあきらめたかのように見える。しかし、「神道的宗教性」

が「天皇のための死の特別な意義づけ」という意味での「公共性」と地続きで

つながっている以上、この案を実施した場合の実態は、そういう「公共性」を

半ば含んだものとならざるをえない。それと同時に「戦没者を祀っている以上、

事実上公共的なものだ」という意識のほうは、国民のごく自然な感覚として残

り続ける。そこで、ＣＩＥの側が少し解釈をゆるめて「公共性」に譲歩すると、

たちまちこれら二つの「公共性」が込みになって復活してきてしまう。

　そこで、天皇制ナショナリズムと不可分の靖国神社的な英霊崇拝の思想を警

戒するＣＩＥとしては、特に1946年の半ばから約３年間は、神道指令の政教分

離の立場をなるべく機械的に適用して、戦没者追悼儀礼に公的機関がかかわる

ことを「それは宗教だから」との理由づけの下に、できるだけ排除する方針を

公　共　性 神道的宗教性

公務殉教者と
しての戦没者
への国家の正
当な顧慮

天皇のための
死の特別な意
義づけ

バンス勧告 ○ × ×

日
本
政
府
案

表向き × × ○

実施した場合
の実態

△ △ ○

解釈をゆるめ
るとこうなる

○ ○ ○

表２
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貫いたのであった。

　しかし、このことが素朴な遺族のあいだに不満を鬱積させたことも否定でき

なかった。それらの人々が実質的に求めていた「公共性」は、靖国神社創建の

由来そのものに含まれる「公」（天皇のための死の特別な意義づけ）と分かちが

たく絡み合っていたとはしても、その多くの部分はバンスも容認する意味での

「公共性」であった。「戦没者は公務殉職者なのだから、国がそれ相応に礼を尽

くすことぐらいはしてほしい」という意味での「公共性」であった。それをあ

まりに抑圧しすぎると占領解除後に揺り返しが大きくなるという危険性を感じ

たためか、1949年の半ば以後、ＣＩＥは態度を若干軟化させて、戦没者追悼儀

礼への公的機関の関与を一部容認するようになってゆく。東西冷戦にともなう

国際環境の変化もさることながら、政教分離という切り口だけでこの問題に対

処することの困難を認めざるをえなかったという要素も、ここにはあったと思

われる。

　その後、占領期が過ぎると、先にも述べたように靖国神社は戦前以来の形式

や思想性を温存したまま一定の復権を遂げてしまうことになり、それをどう評

価するかは日本人自身の判断にゆだねられてゆく。周知のように一方では国家

護持や公式参拝を求める復古的運動が起こり、他方ではそれを戦前回帰だとし

て警戒する運動が起こってゆく。その際、後者の勢力は神道指令の精神を引き

継いだ憲法の政教分離規定を武器として、靖国神社への公的機関のかかわりを

「それは宗教だから」との理由づけの下に憲法違反として論難することに力を入

れるが、時としてそれだけでは攻めきれないもどかしさをみずから露呈し、そ

の主張は傍から見ても座りの悪い性格を帯びている。

　これは要するに、占領下においてもすでにＧＨＱと日本側とのあいだにみら

れた攻防の図式のくりかえしなのであり、その意味で、こうしたもどかしい対

立へと発展する芽は、すでに戦後改革の直後から潜在していたと見るべきであ

る。

　靖国神社の戦後改革は、戦前において「信教の自由」の反対物であったもの

を戦後社会になるべく無傷で生き残らせるための手段として、当の「信教の自

由」を活用するという、目的と手段のねじれを最初から含んでいたである。そ
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の後の靖国問題はその矛盾が徐々に顕在化してきた結果と理解されるべきであ

る。

靖国神社改革関連略年表

1944年３月15日　アメリカ合衆国国務省に置かれた「極東に関する部局間地域

委員会」が「日本―信教の自由」という文書を作成。神社

を三つの類型に分け、それぞれに対して別々の措置を考える

べきであると勧告。

1945年８月29日　「降伏後における合衆国の初期対日方針」がマッカーサーに内

示される。「宗教的信仰の自由は占領後直ちに宣言されなけ

ればならない。同時に超国家主義的かつ軍国主義的組織や運

動が、宗教の仮面の背後に隠れることは、決して許されない

ことを日本国民に明らかにしなければならない」との文言あ

り。

1945年10月　　　ＧＨＱの下部組織のＣＩＥで国家神道解体のための施策の検

討が始まる。

1945年11月19日～21日　靖国神社が臨時大招魂祭を挙行。

1945年11月20日　伊勢神宮を始めとする一般神社の民営移行が閣議決定され

る。

1945年12月４日　飯沼一省と曽祢益がＣＩＥのバンスを訪れ、靖国神社につい

ても一神社としての存続を図ることが（まだ最終決定ではな

いが）政府の意向であると伝える。

1945年12月15日　神道指令発令。

1946年１月25日　靖国神社をも含め神社はすべて宗教法人として扱うとの閣議

決定がなされる。

1946年２月２日　宗教法人令改正。

1946年２月　　　第一・第二復員省では、靖国神社が国家管理を離れても、祭

神適格者名簿を同神社に提供する事業は従来どおり国（復員
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省）が行うことを確認。

1946年４月29日～30日　靖国神社、春の例大祭に合わせて新合祀祭神のための

霊璽奉安祭と合祀祭を挙行。

1946年９月20日～30日　靖国神社、秋の例大祭での合祀祭の予定を発表する

が、ＣＩＥがこれを咎めて中止させる。

1946年11月１日　内務次官文部次官通牒「公葬等について」。戦没者を追悼する

儀式への官公吏や教師の参加を強く規制する方針が打ち出さ

れる。

1946年11月13日　ＧＨＱより指令「宗教団体使用中の国有地処分に関する件」

が出され、「土地所有権を宗教団体に移管する規定は軍国的

神社には適用されない」（第三項Ｆ号）とされる。バンスは靖

国神社・護国神社の将来の地位のありようは未決定であると

の見解をとり、宗教法人として存続する以外の選択肢があら

ためて検討されてよいとの考えを表明していた。

1946年12月16日　靖国神社の総代会でさまざまな議論の末、慰霊安鎮を目的と

する神社で行くとの方針が合意を見る。

1947年４月12日　「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法

律」公布。

1948年８月５日　引揚援護庁復員局長から都道府県へ通牒「公葬等について注

意せられたき件」が発せられ、1946年の「公葬等について」

の趣旨徹底が図られる。

1949年　　　　　ＣＩＥが靖国神社・護国神社を対象とした新たな指令を検討

する（結局は不発に終わる）。

1949年６月６日　引揚援護庁復員局長・文部省宗務課長通牒「戦ぼつ者の葬儀

等について」で、神道指令での禁止事項の内容について以前

の通牒よりも緩和された解釈が示される。

1949年８月５日　ＣＩＥのウッダードのメモに「我々は、1945年あるいは1946

年にこれらの神社をできるだけ完全に除去するのが適切だっ

ただろうということで全く一致している」との文言あり。
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1950年６月５日　ＣＩＥのウッダードのメモに「軍国的神社に対する思い切っ

た行動はもはやとれない。これらの神社を現在の宙ぶらりん

の状態から解放することで、これ以上の遅延は無分別かつ不

公正である」との文言が現れる。

1951年３月以降　先の1946年11月の指令の「第三項Ｆ号」を撤廃する方針がＣ

ＩＥ内部でほぼ固まる。

1951年９月８日　対日平和条約署名。

1951年９月10日　文部次官・引揚援護庁次官通達「戦ぼつ者の葬祭などについ

て」で、個人や民間団体が行う戦没者の葬儀や慰霊行事に公

務員が列席することも認められるようになる。

1951年９月12日　ＧＨＱより指令「宗教団体に供用中の国有地の処分について」

で、先の「第三項Ｆ号」が取り消される。

1952年４月28日　対日平和条約発効。


