
一、序言

　日本で宗教法人の認証は、宗教法人法にもとづく（同法４条・12条）。いっ

たん設立された宗教法人にも解散事由が発生すると、解散させられる（同法43

条）。同法43条１項は、宗教法人の意思決定によって解散しうるいわゆる任意

解散について、２項は法定の解散事由について、定める。２項は、規則で定め

る解散事由の発生、合併、破産、所轄庁の認証の取消、同法81条１項の規則に

よる裁判所の解散命令、包括宗教法人の包括宗教団体の欠亡、の六項目を定め

ている。解散すると宗教法人はその本来の目的遂行のための活動を終止して、

既存の法律関係の整理と残余財産の処理のための手続（清算手続）に入り、清

算の結了をもって解散させられた宗教法人は消滅する。ここで取り上げる一宗

教法人の解散命令は、同法81条の法定解散事由の最初の１項に該当する場合で

あり、オウム真理教の宗教法人（以下、一宗教法人と略す）の解散命令につい

てである。同法81条１項の１号・２号前段に基づく解散命令は、本決定が最初

である。その争点は、法人の刑事責任、及び、信者約1500名の信教の自由の侵
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害による本解散命令違憲論との二つである。とくに後者の争点について論じる

のがここでの目的である。

二、宗教法人の解散命令

　（1）その内容　　オウム真理教は、平成元年（1989年）８月に東京都から宗

教法人オウム真理教の認証を得た。その後地下鉄サリン事件（平成７年・1995

年３月20日）を契機に、毒ガスであるサリンの生成を企て、殺人の予備行為

（刑法201条）をしたとして、同法81条1項1号「法令に違反して、著しく公共の

福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」及び同項２号前段「第２

条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したこと」所定の解散命令事由に該

当するという解散事由で、解散命令が出た（東京地裁決定・平成７年10月30

日、東京高裁決定・平成7年12月９日、最高裁決定・平成８年１月30日民集50

巻１号119頁（棄却）・判例セレクト134頁（有斐閣））。

　第一審（東京地裁）で事実認定上の問題点（化学プラントがサリン生成を目

的としたプラントか、及び、化学プラントを実際に作動させたか―いずれも

事実認定肯定）と、殺人予備行為が同法81条１項１号又は２号前段の解散事由

に該当するかという法律解釈上の問題点とがあり、後者の点につき東京地裁決

定は、「宗教法人自体は刑法上の犯罪を犯すことはできない。しかし、宗教団

体構成員の大部分或いは中枢部分が宗教団体の組織的行為として犯行に関与す

るなど、重大な犯罪の実行行為と宗教団体の組織や活動との間に、社会通念

上、切り離すことのできない密接な関係があると認められる場合は、同法81条

１項１号又は２号前段に基づき、宗教法人の解散を命じることができると解す

べきである。右のような場合は、「宗教法人について」右各号に該当する事由

があると評価することが可能であるし」と。この論点は第二審でも陳述され、

東京高裁も同じく肯定した。なお、サリン生成も二審で肯定された。

　（2）中心争点―違憲論　　第二審では、新しく本解散命令の合憲性の争点

が、抗告人（一宗教法人）から提出された。約1500人の（出家）信徒が所属す

る抗告人に対する解散命令は、信徒の憲法13条及び20条の各規定により保障さ

れた権利を侵害するという主張であった。二審決定は、「憲法13条につき、」抗
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告人に前記第三者（信徒1500人）の憲法上の権利主張の適格を与えるのを相当

とすべき事情につき具体的に主張するところがなく、また、右のような事情は

認められないから、抗告人に右適格を与えることはできないというべきであ

る。」と判示した。更に、信徒の憲法20条の権利については、「宗教団体と信徒

との間に信仰に関して特別な関係があるといえること、解散命令手続で信者が

当事者となりえないから、右権利の実効性が失われるおそれがある。本解散命

令によってそれが侵害される旨を主張する適格を宗教法人に与えるのが相当と

すべき事情があると考える余地がないではない。しかし、宗教法人が代表的に

主張しうるにとどまるにすぎないので、信者個人に次の要件を憲法判断に必要

とする。」「個人の信者が個々に特定され、信仰が宗教上の信条であり，それが

真摯に形成・保持されていて、また、当該解散命令及び清算の結果が、各自に

その宗教上の信条の放棄又は右信条に反する行為をとることを余儀なくさせる

等信教の自由権に対して重大な負担ないしは制限等の不利益を課するに至るこ

とを具体的に認めうる事情の存在が必要であり、これらは現時点において明ら

かでない。進んで、本解散命令によって達成すべき公的利益の性質及びその重

大性の程度、これと信徒の受ける不利益とを比較衡量し、更には公的利益を守

るために解散命令に比しより制限的ないし代替手段の有無につき審査した上

で、なすべき解散命令についての憲法判断を加えることを要しない。」と判示

した。

　特別抗告の最高裁決定は、「本解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対

象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものでな

く、右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ

適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者が行う宗教行為に何

らかの支障が生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う

間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、必要でやむ

を得ない法的規制であり、憲法20条１項に違反しない」と判示した。（つまり、

本決定合憲性の憲法判断をしたと推測される。）
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三、一宗教法人解散命令の合憲論について

　この争点につき、抗告審の東京高裁は、まず問題のありかを指摘した。

　「抗告人（一宗教法人）とその信徒とは法律上は別個の存在であり、信徒は

本件解散命令手続において当事者となりうる立場にない。抗告人の右主張は、

自己の権利として主張しない憲法上の権利につき、信徒のそれを援用して解散

命令の違憲を主張するものであり」とし、この主張の適格に言及する。

　「法令又はこれに基づく裁判等の国家行為により不利益を受ける当事者が、

その効力を争う裁判上の手続において、この手続の当事者でない特定の第三者

の憲法上の権利が右国家行為により侵害されるとして、当該国家行為が憲法に

違反する旨主張する適格（以下、「第三者の憲法上の権利主張の適格」とい

う。）を有するかどうか」の判断の充足要件としては、「（イ）、右特定の第三者

の憲法上の権利の性質、（ロ）、当事者と第三者との関係、（ハ）、第三者が独立

の手続において自らの当該憲法上の権利を擁護する機会を有するか、（ニ）、当

事者に対し第三者の憲法上の権利主張の適格を認めないときに第三者の権利の

実効性が失われるおそれがあるか、等を考慮しなければならない（最判昭和37

年11月28日大法廷判決・刑集16巻11号1593頁参照）。」。これについて本来、憲

法上の権利の主張や保全訴訟の提起は、本人がするべきであるというアメリカ

憲法の違憲訴訟上の法理があり、かつ、その例外として、第三者の憲法上の主

張を当事者が特別に許される場合もアメリカ憲法の判例上認容されている。そ

の例外の認容のための充足要件が、第二審の東京高裁で上述の如く採用された

もようである。

　東京高裁は、上の例外の「適格」判断の充足要件を述べた。「他者との連帯

又は共同して行われる儀式行事その他の宗教上の行為が個人の信教にとって必

要不可欠なものであること等に鑑みると、宗教法人ないし宗教団体とこれに属

する信者との間に、信仰に関して特別な関係があること、個々の信者の信教の

自由が害されると、その属する宗教法人の弱体化（筆者注・信者数の減少）や

存立をあやうくするなど、個人の信教の自由と宗教法人の存立との間にも密接

な関係があること、本解散命令手続で信者は当事者となれず、信教の自由を擁
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護する機会がなく右権利の実効性が失われるおそれがあること等を考慮する

と、一宗教法人に対して本解散命令による信教の自由権の侵害を主張する適格

を与えることを相当とすべき事情があるとする余地がないことはない。」（と

「適格」を認め、これに関して実体的な憲法判断を加えるために、宗教法人は

信者の権利を代表的に主張し得るにとどまるので）「信者個人が主張した場合

に必要とされる要件と同様の要件を必要とすると解する。憲法判断は当該紛争

解決のために必要、かつ適切なときにのみすべきであるから、先ず、個人の信

仰が宗教上の信条であり、真摯に形成・保持されていること、右国家行為（本

決定）が信条の放棄など信教の自由権に対して重大な負担又は制限等の不利益

を課するに至ること、が明らかにされるべきである。」（つまり、入口審査の充

足要件をクリアーして、次に）「当該国家行為（本決定）の世俗的目的（公的

利益）の性質・重大性と、個人の信教の自由権に対する不利益とを比較衡量

し、更に、より制限的な代替方法ないし代替手段の有無について審査するので

ある。」（と判断枠組を述べ、高裁は入口要件充足の成否に言及する。）

　「ところで、信徒の陳述書によると、信徒中に宗教上の信条を形成・保持し

ようとする者がいることが窺われないわけではない。」（しかし、本解散命令と

清算が）「信徒のそれぞれにつき、どのような事態をもたらし、どの程度の不

利益を課す結果となるのか等は、抗告人の積極及び消極の各財産並びに抗告人

と右信徒との間の世俗的な権利義務の関係等が明らかにならない限り、判断す

ることのできない……」（ものであり）「これらは現時点において明らかではな

い。」（つまり、いわゆる入口審査の段階で充足要件を充たさないと述べ）「更

に本解散命令とそれに基づく清算により達成すべき世俗的目的（公的利益）の

性質やその重大性の程度と抗告人の信徒の受ける不利益とを比較衡量し、更に

は当該世俗的目的達成のため、本解散命令に比しより制限的代替方法について

審査した上で」なければ本解散命令の実体的な憲法判断を加えることを要しな

い。「従って、抗告人の憲法二〇条に関する主張も採用することができない。」

と判示した。

　そこで、抗告人はすぐに最高裁へ特別抗告し、信者の信仰生活の基盤を喪失

することと、信者の生存権を侵すことを陳述した。最高裁はいう。「解散命令
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が確定した時はその清算手続が行われ、その結果、宗教法人に帰属する財産で

礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供していたものも処分されることになる

から、これらの財産を用いて信者らが行っていた宗教上の行為を継続するのに

何らかの支障を生ずることがあり得る。しかし、解散制度は専ら宗教法人の世

俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かい

する意図によるものではなく」「解散命令によって宗教団体であるオウム真理

教やその信者が行う宗教上の行為に何らかの支障が生ずることが避けられない

としても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどま

る。」

　一宗教法人の本解散命令の合憲性の判断につき、賛成する。しかし判断枠組

については、二審決定に賛成する。そこで入口審査の充足要件の否定判断（宗

教上の信条の放棄又は制限を課するに至らない点）につき少し検討する。本決

定の時点で信者が被ると高裁が予測できたのは、住居兼修業道場から追い出さ

れることのみで、日常生活の道が閉ざされることは予想していなかった。日本

のどこかで平穏な生活を営むことが出来ると楽観していたのである。しかし現

実はそうではなかった。本法人は任意団体として宗教活動が依然として許され

て、宗教団体自体の解散命令は免責された。いわゆる破防法七条の解散指定の

適用を棄却する決定が公安審査委員会から出された（平成９年・1997年１月31

日）からである。しかるに、任意の宗教団体として、特に1500人の出家信者

（その中には両サリン事件に関係しない真摯な出家信者が多い）に障害が少な

からず待ち受けていた。住む家を持たない信者達は、小グループに分かれ日本

各地に分散したのであるが、そこでは移住阻止を訴える住民運動により移住を

はばまれ、さらに、転入届も地方自治体から受理されなかった（平成11年・

1999年４月に24名、平成13年・2001年に121名）。住民基本台帳に登録されず、

選挙権が認められない。住民票がないと就職できず、さらに保険証がないから

病院にも行けず、「公安が職場に来たので退職させられた」、などの生活苦難に

直面した。信仰に不可欠な平穏な生活の基盤が崩壊したといっても過言ではな

かった。その上、一宗教団体が、いわゆる団体規制法の観察処分に付せられた

（平成13年・2001年１月31日。更新平成15年・2003年１月23日）。社会的信用を
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回復させ、周辺市民の不安を取り除くという趣旨の法律であったのに、公安調

査庁長官の観察処分に付された（５条１項）ことで、逆に一宗教団体は「恐ろ

しい」という漠然とした不安感が周辺市民に定着した。そこで、信者達は、オ

ウム真理教から別の宗教団体アレフへ名称を変更し、住民との対話、資産の公

開、施設の公開、被害者への謝罪の表明、被害者賠償金支払義務の意思表明、

組織の民主化、教義の整理などを遅まきながら実施し、対社会へ交流の窓口を

開く努力を続けてきている。日本弁護士会長や破産管財人（平成８年３月28日

破産宣告―東京地裁）のアドバイスのたまものである。

　結論として、上述の高裁も最高裁も、決定時に出家信者の今後の信仰生活の

苦難の展開についての訴えに、考慮を払わなかったのである。本決定の結果

は、最高裁の判示した宗教法人の世俗的目的の範囲を超越しているのではない

か。

四、補足として。

１、筆者の感想は、上述の東京高裁の判示事項で、宗教法人は信者を代表す

るものと位置づけるが、さらにそれ以上に、宗教法人は、信者の信仰や利益

を対外的に擁護する役割も持つ存在である。そして解散の場合、生活財産の

基盤が失われるから、平穏な信仰生活に支障が多く生じるのではないかと予

想された。

２、会場からのご質問・意見から。

①　本決定が非訟事件手続で審議された点の問題のご指摘があった。

（私の回答：早急な結論を急いだために、陳述に十分な考慮が払われ

なかったのは遺憾であった。）

②　信者の意見を聞く仕組みが、宗教団体にない場合もあるし、宗教法

人法にも保障されていない。一宗教法人にも信者の意向を反映する制

度があれば、あそこまで凶悪化しなかったというご意見があった。

③　宗教法人が解散させられると、礼拝等の宗教施設がいわば没収させ

られてなくなった。これはもはや宗教団体とはいえないとのご指摘が

あった。（私の回答：あとに残ったものは人のみ。財産はゼロであり、
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一宗教団体の場合、マイナス（賠償金債務を引き継いだから）であ

る。信者たちが個人財産を持ちよっていわば共有化し、共同生活体を

形成している。）

ほかに貴重なご意見を拝聴しました。お礼を申し上げます。

３、大量殺人行為の予備行為を実行する危険性の判断基準をどのように確立

するのかは、今後の課題にする。

五、一宗教団体が犯罪行為（大量殺人行為）を実行する危険性の判断

基準を考える一資料として、オウム「破防法」棄却決定の要旨を掲

げる。

　1995年５月16日（23日？）公安調査庁はオウム真理教を「調査団体」に指定

した。同1995年12月14日公安調査庁が破防法手続開始決定（政府了承）した。

1995年12月20日手続開始を団体に通知、官報公示した。第１回弁明期日（1996

年１月18日於旧日弁連会館）、第2回弁明期日（1996年４月５日於同所）、第３

回弁明期日（1996年５月15日於東京拘置所）、第４回弁明期日（1996年５月28

日、第５回弁明期日（1996年６月21於旧日弁連会館）、第６回（1996年６月28

日於いて旧日弁連会館）以上。1996年７月11日公安調査庁が公安審査委員会に

（破防法７条の解散指定）処分請求をし、1997年１月31日公安審査委員会が破

防法処分請求に対する棄却決定をした。

　破防法７条解散指定の要件として、当該団体が「継続又は反復して将来さら

に団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認める

に足りる十分な理由があり、且つ、破防法５条１項の処分によっては、そのお

それが有効に除去することができないと認められる」ことが必要である（同法

７条本文、同２号）。公安審査員会は、次のように認定した。（以下は、オウム

「破防法」事件の記録・オウム破防法弁護団編著・社会思想社1998年出版によ

る。）

　オウム真理教の宗教法人（団体）は、昭和60年12月には15人から平成６年６

月ころには出家信徒約1,000人、在家信徒約１万人を超えるにいたった。国内

に合計24か所の支部・道場、付属医院を設けていた。創始者Ａをグル（尊師）
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として絶対的な帰依を求めその団体における地位・影響力は強大であったこ

と。教義の危険性（殺人を正当化するポアの教え・ヴァジラヤーナコース教学

システム教本）、政治上の主義（Ａを独裁者とする祭政一致の専制国家の樹

立・現行国家体制の破壊）、そのための武装化（生物兵器の開発・自動小銃の

製造・サリンの製造（これのみ成功））を目指し、松本サリン事件を実行した

こと。そして当団体の将来の危険性につき、こういう。

　「明らかなおそれ」とは、破壊活動に該当する危険の発生することが顕著な

蓋然性をもって客観的、合理的に認められることが必要と解するべきであるこ

と。

　「十分な理由」とは、合理的に判断して十分と思われる理由が求められるこ

と。行政機関としての判断であり刑事裁判における厳格な証明に基づいた合理

的な疑いを入れる余地のない確信の心証までは要求されていないものと考える

が、「危険の明白性と理由の十分性とを重ねて要件としている破防法の厳格な

法意やひとたび解散指定処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となった暴

力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であった者

は、当該団体のためにするいかなる行為をすることも禁じられ（同法８条、９

条）、これに違反した者は３年以下の懲役又は５万円以下の罰金に処するとい

う重大かつ広範な法的効果が発生する（同法42条）ことからしても、将来の危

険性に関する心証の程度については、刑事裁判における心証の程度に準ずるよ

うな高度のものが要求されていると解するべきである。」こと。

　そこで将来の危険性判断の基準時と判断資料として、松本サリン事件（1994

年平成６年６月27日発生）以後約２年７か月経過した本決定現在の時点（1997

年平成９年１月31日）を基準時として判断した。つまり松本サリン事件以後

に、地下鉄サリン事件発生、警察による一斉強制捜索（1995年３月22日）、幹

部の大量検挙（1996年12月・Ａは1995年５月逮捕）、刑事訴追・裁判の進行、

宗教法人の解散命令（1996年１月30日）、破産宣告（1996年５月10日）の事象

の経過とともに本宗教団体側にも教義の検討、組織体制の変更、教祖の交代、

本部・拠点施設や支部・道場等の撤去・閉鎖、信徒数の大幅減少や出家信徒の

生活態様の著しい変動等の種々の状況が生じ、また報道機関や国民一般の本宗
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教団体に対する認識の深まりや対応にも大きな変化がもたらされている。

以下に認定の要点のみを掲げる。

１、教祖Ａの指示があればいつでも殺人も許されるという危険な教義を有し

ており、Ａを帰依の対象としてその組織を維持しており、本団体の危険性

は消失していない。

２、 Ａや本団体からサリン事件や武装化の実態につき明確な説明や謝罪が

ない。

３、 本団体が通達で教義の危険でない旨を強調し、出版物から教義の一部

を削除し、Ａも封印すると述べた。しかし破棄するとまでは言っておらな

い。

４、 本団体構成員にいわゆるマインド・コントロールとして植えつけられ

てきた教義がたやすく払拭されるとは考えられない。

　以上が（公安調査庁が）本団体の危険性を主張する根拠である。しかし、こ

れらの根拠につき（公安審査員会は）慎重に検討した。

①　本団体の組織は規模・機能が大幅に縮小した。今、長老部、勝議部、法

務部、および広報部等の組織がある。意思決定機関の長老部にかっての決

定や指示を行いうる実態がない。本部施設等からすべて撤去した（明け渡

した）から多数の信徒が一堂に集まれるような中核となる施設を持たな

い。機関紙の発行も大幅に減少した。本団体の組織としての求心力が相当

低下し、組織としての活動が困難になりつつあるようである。

②　信徒の人数　平成８年に出家信徒500人、在家信徒500人と大幅・急速に

減少した。組織力の低下は否めず、将来破壊活動を企て、又は必要な準備

をするのを困難ならしめるものと認められる。

③　出家信徒は全国130ヵ所以上に分散し、数人単位でアパートで共同生活

をし、アルバイトをして生計を維持している。閉鎖・集団生活から一般社

会の部外者と交わり自立的・個別的な生活を送っている。資金として布施

等の収入の減少を意味し、出家信徒も現状ではアルバイトを等をしてよう

やく生計を維持せざるを得ない状況に陥っていることがうかがわれる。

　総括　以上から、本団体の組織としての人的、物的、資金的能力はサリ
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ン事件当時と比較して格段に低く、破壊活動を行うに足りる能力を有して

いると認めることは極めて困難である。

④　Ａの獄中指示の可能性はない。

⑤　平成７年５月23日から公安調査庁が破防法の調査対象団体に指定した。

サリン等の原料物質の管理、本団体の動向把握等に警察が取り組み、捜査

防犯体制の強化や地域住民と連携を深める措置をとった。公安調査庁や報

道機関の調査や報道で、国民や地域住民は本団体の動向に関心を持ってい

る。この状況では、本団体の破壊活動の企てやそのための準備や困難であ

るというほかはない。

⑥　本団体がサリン等の毒ガスをもっている可能性は極めて少ないと認めら

れる。サリンの製造施設は現在はない。

⑦　公安調査庁が分散した出家信徒の動向を把握している。本団体の潜在化

の傾向は、一段と強まったと認められない。

⑧　本団体の姿勢の変化は、破防法の規制処分を回避する一時的なものか否

か。本団体の組織力の低下が以前よりも格段に低くなり、外部的諸状況も

変化し、破壊活動を行うことを極めて困難にしている。

　結局、本団体が今後ある程度近接した時期に、継続又は反復して暴力的破壊

活動に及ぶ明らかなおそれがあると認めるに足りるに十分な理由があると認め

ることはできない。また、本団体の構成員の（信仰生活を保障して）社会復帰

を促進することの重要性を結びのなかで公安審査員会は指摘した。　（上記棄却

決定資料はここで終わる）

以上

参照　１、拙稿「一宗教法人の解散命令について」　大阪経済法科大学法学研究所

紀要　37号（2004年３月）

　　　２、オウム「破防法」事件の記録　オウム破防法弁護団編著　社会思想社出

版（1998年１月）

（本稿は2004年11月13日　第49回宗教法学会にて発表したものにご質問・ご指摘、

参考資料を補足したものである。2005・7・30）


