
１　概　要

　私法関係の主な裁判例としては、宗教団体による違法行為が問題になった事

例、訴訟の前提問題として宗教上の判断が問題となった事例、寺院墓地の明渡

が問題となった事例が挙げられる。

２　宗教団体の勧誘行為の違法性が問題になった判例

　これらの裁判例では概ね宗教活動の自由を尊重しつつ、社会的相当性を逸脱

する勧誘行為を違法と判断し、宗教団体については民法715条の使用者責任を

認めるという従来の判断を踏襲している。

（1）東京地裁平成21年８月28日判決（判例集未登載）

　米国カリフォルニア州の宗教法人セインツ・オブ・グローリー教会の信者で

あり、うつ状態ないし統合失調症であった女性が、同教会の牧師から、献金を

しなければ地獄に落ちる等の話を繰り返し聞かされてほぼ全財産を献金させら

れた事案について、このような献金の勧誘は、社会的に相当なものと認められ

る範囲を逸脱し不法行為が成立するとし、同教会や日本側の担当者らに対し、

献金相当額、慰謝料及び弁護士費用の合計約7800万円の支払を命じた事例

ア　事案の概要

　原告は昭和34年生れの女性で、昭和58年３月に大学を卒業し、平成11年ま

で、外資系銀行や金融関連会社に勤務していた。

　原告は、ロンドン勤務中の平成６年に被告教会の信者となり、平成９年５
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月頃から、東京集会に参加するようになった。被告教会では、イエス・キリ

ストに従わなければ地獄へ行くと教えられていた。また、原告は、被告教会

の創始者の一人で牧師である被告安間に指示されて、イエス・キリストに従

わなければ地獄に落ちるという内容のビデオと書籍を買い、何度も見たり読

んだりするようになった。被告安間と被告教会の東京集会責任者である被告

理恵は、「頭はいらない」として、考えることに否定的な態度をとった上、

被告安間に従うよう操り返し説いた。

　原告は、平成３年頃、軽いうつ状態と診断され、抗うつ剤や精神安定剤を

服用していたが、被告安間が薬に対して否定的な発言を繰り返したことか

ら、平成11年２月には、抗うつ剤や精神安定剤の服用をやめた。

　原告は、マンションを買おうとしたことや、賃借していたマンションの家

賃の減額を求めようとしたことについて、被告安間や被告理恵から、そのよ

うなことはすべきでないと言われ、イエス・キリストに従っていなかったと

いう罪悪感にとらわれた。このような状況の中で、平成14年１月２日、被告

安間は、原告に対し、数時間にわたって、「戒め」と称して、お金を愛する

のは地獄のルートであり、地獄は永遠の世界だから二度と戻って来れない、

お金を愛するのが一番の悪の根っこである、これを切れば祝福の道に入れる

などと話し、献金するよう迫った。

　原告は、これによって恐怖心を抱き、献金をするしかないという気持ちに

なって、被告理恵を通じ、被告教会に対して本件献金をした。献金総額は

6867万8424円であり、これは、原告の当時のほぼ全財産に当たる。平成14年

11月に受診した医院では、受診時点で既に統合失調症であったと診断され

た。

イ　訴えの適法性について

　被告は、本件請求の当否を判断するためには、被告教会の教義の解釈が重

要かつ不可欠であるから、純然たる宗教上の争いであって、法律上の争訟と

はいえないとして却下を求めた。

　これに対して判決は、本件訴えは、被告らの詐欺的、脅迫的言辞によって

献金をさせられるなどしたとして、不法行為（被告教会については、主位的
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に不法行為、予備的に不当利得）に基づき、献金相当額の返還等を求めるも

のであって、その当否の判断のために、宗教上の教義そのものについての判

断をする必要はないとした。

ウ　献金の勧誘の違法性について

　判決は、一般論として、「特定の宗教を信じる者が、その宗教の信者に対

し、献金を勧誘することは、その方法が社会的に相当なものと認められる範

囲を逸脱するものでない限り、違法なものということはできない。しかし、

献金を勧誘する行為が、勧誘の相手方に対し、その不安をあおり、困惑さ

せ、又は恐怖心を抱かせるなどした上、そのような心理状態の中で献金を決

意させるようなものであるときは、そのような勧誘行為に基づいてされた献

金は、自由な意思に基づくものということができないから、上記範囲を逸脱

するものとして、違法なものであり、不法行為が成立するものというべきで

ある。」とした。

　そして、判決は、「本件献金の勧誘は、うつ状態ないし統合失調症であっ

た原告に対し、不安をあおり、恐怖心を抱かせるなどした上、そのような心

理状態の中で献金を決意させるものであったということができ、このこと

に、献金額が極めて高額で、原告のほほ全財産に当たるものであったことを

も総合すれば、本件献金は、原告の自由な意思に基づくものであったという

ことができない。したがって、本件献金の勧誘は、社会的に相当なものと認

められる範囲を逸脱するものとして、違法なものであり、不法行為が成立す

るものというべきである。」とした。

エ　被告教会の責任について

　判決は、被告安間について、「被告教会の代表者であり、その創始者のひ

とりであって、被告教会の牧師として活動している者であること」、被告理

恵について、東京集会の責任者であり、被告教会の日本での活動拠点は、被

告理恵の自宅にあったこと、本件献金は被告教会に対するものであったこと

を挙げ、「被告安間と被告理恵は、いずれも被告教会の事業の執行について

本件献金の勧誘行為をしたものと認める」として、被告教会に民法715条の

使用者責任を認めた。
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オ　損害について

　（ア）献金額

　原告の献金額に相当する6867万8424円全額の損害を被ったものと認定

した。

　（イ）慰謝料

　「原告は、不安や恐怖心をあおられて、ほぼ全財産に当たる極めて高

額の本件献金をさせられたものであるから、これによって精神的苦痛を

受けたものと認められ、これを慰謝するためには、本件献金の額に相当

する額の賠償を受けただけでは足りないというべきである」として、献

金額の約５％に相当する300万円の慰謝料を認めた。

　（ウ）弁護士費用

　弁護士費用の額は、献金額、慰謝料の合計額の約１割の720万円を認

めた。

カ　消滅時効について

　被告らの消滅時効の主張に対して判決は、「不法行為による損害賠償の請

求権の時効は、被害者が『損害及び加害者を知った時』から進行する（民法

724条）ところ、『損害及び加害者を知った』というためには、加害行為が不

法行為であることを知ることをも要すると考えるべきである」とした。そし

て、「原告は、本件献金の後も、被告教会の教義を守る生活を続けていたも

のであり、平成17年末ころになって初めて、被告教会に騙された、被告教会

の教えを信じる必要はないと考えるようになったものであるから、本件献金

の勧誘行為が不法行為であることを知ったのは、そのころであったというべ

きである」として、消滅時効の完成を否定した。

キ　コメント

　判決に示された判断基準は，これまでの判例で示されてきたものと同様で

あり、「宗教法判例のうごき（私法）」宗教法27号189頁、同28号253頁などを

参照されたい。
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（2）京都地裁平成21年７月８日判決（判例時報2064号98頁）

　原告らが、被告から、「集い」と称する集会に参加させられた上、「因縁切

り」と称する儀式を受けさせられ、「集い」の参加料及び「因縁切り」の祈と

う料名下に多額の金員をだまし取られ、その上、被告の霊能力に畏怖している

原告らの心理状態を利用されて架空の投資話への投資金名下に多額の金員をだ

まし取られたとの主張に対し、不法行為に基づき、一部の詐取金や慰謝料など

の損害賠償の支払いが命じられた事例

ア　事案の概要

　被告は、霊媒師の役割を果たすＡと共謀して、原告らをＡ宅での「集い」

に参加させ、悩みを解消するための「因縁切り」の儀式を受けることを勧め

た。その「因縁切り」の儀式では、「先生」である被告がまず上座に座り、

向かい側に霊媒師の役割を持つＡが座り、その横に因縁切りを受ける原告ら

が座り、清めの儀式が始まると、被告の質問に対して、霊媒師としてのＡが

恐ろしい形相の声で取り憑かれたように様々な因縁が出てくる様子をしゃべ

り、その後、被告が、Ａと同じ因縁や霊を見たと「因縁切り」の最中の出来

事について、「因縁切り」を受けた者に対して話すという段取りで行われた。

　そして、「集い」の参加料、「因縁切り」の祈とう料については、終了後に

Ａがこれを集め、Ａから被告に対して分配していた。

イ　勧誘の違法性について

　判決は、一般論として、「宗教的活動は、信教の自由の一形態として保障

されるが、社会的相当性を逸脱する場合には、違法な行為となり得るとこ

ろ、行事への勧誘や祈とうへの勧誘について、祈とうなどをしないことによ

る害悪を告知することにより、いたずらに参加者の不安や恐怖心を発生させ

たり、助長させたりして、被勧誘者の自由な意思決定を不当に阻害し、祈と

う料などについて過大な支払をさせた場合には、その行為は、社会的相当性

を逸脱し、違法な行為となるというべきである」とした。

　そして、認定された「因縁切り」及び「集い」の状況をこの判断基準に照

らし、参加料及び祈とう料の徴収は違法な行為であるとした。

　とくに判決は、「因縁切り」や「集い」以外の場で執ように参加するよう



204

働きかけていたのはＡではあるが、被告とＡとの間に共謀が認定でき、Ａ

が、勧誘というアシスタント的な行為を行うという役割分担があったからに

すぎないことからすれば、被告が「因縁切り」の前に直接勧誘する言葉を原

告らに対して言った機会が少なかったとしても、被告の行為の違法性を否定

する理由とはならない、との判断を示している。

　なお、原告らが被告らの霊能力に畏怖している心理状態を利用し、架空の

投資等の名目で金員を詐取したとの主張は、もっぱらＡの行為によるもの

で、被告がこれに関与した事実は認められないとして、損害賠償請求は認め

られなかった。

ウ　損害について

　判決は、「原告らは、被告らの不法行為によって、財産的損害（祈祷料、

参加料）だけではなく、精神的苦痛を受けたものと認められる」として、財

産的損害額の２割の慰謝料、財産的損害と慰謝料の合計額の１割の弁護士費

用を認定した。

（3）東京地裁平成21年12月24日判決（判例集未登載）

　平成元年に、正体を隠して統一協会に勧誘された東京都在住の女性（当時52

歳）が原告となって、損害賠償請求をした事例

　判決は、統一協会信者らが、原告に対し、マンションを売却して売却代金を

献金しなければ色情因縁を解消することができないなどと不安をあおってマン

ションを売却させ、売却代金を献金させた行為などについて、社会的に相当な

範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定し、合計9567

万4100円の支払を命じた。

３　寺院の土地、建物などの明渡訴訟や名称使用差止訴訟の前提問

題として、宗教上の判断の可否が問題となった判例

（1）最高裁第３小法廷平成21年９月15日判決・玉龍寺事件（判例時報2058号62

頁、判例タイムズ1308号117頁、金融法務事情1888号60頁）

　宗教法人がその所有する土地、建物の明渡しを求める訴えは、請求の当否を
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決する前提問題となっている占有者（住職）に対する擯斥処分の効力を判断す

るために、宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することを

避けることができないという事情のもとにおいては、裁判所法３条にいう「法

律上の争訟」に当たらず、不適法であると判示した事例

ア　事案の概要

　本件は、包括宗教法人・臨済宗妙心寺派に属する被包括宗教法人玉龍寺

（原告）が、同寺の庫裏及び本堂等を占有して寺の境内地を占有している被

告に対し、土地の所有権に基づき、建物から退去するなどして土地を明渡す

よう求める事案である。

　原告の代表役員は、宗則の規程によって玉龍寺住職をもって充てることと

され、住職は僧侶であることが前提とされている。そのため、当該住職が包

括法人から擯斥処分（僧侶の身分を喪失させ、僧籍台帳からその登録を削除

する処分）を受けると、僧侶の身分を喪失すると同時に住職の地位を失い、

その結果、原告の代表役員の地位も喪失するという関係にある。

　包括法人は、玉龍寺の住職である被告が日本カルチャー協会の主催する

「在家僧侶養成講座」に講師としてかかわり、同講座を受講した者に法階を

授与するなどしたことが、包括法人の懲誡規程４条１項３号所定の「宗旨又

は教義に異議を唱え宗門の秩序を紊した」との擯斥事由に該当するとして、

被告を擯斥処分（本件処分）とした。

イ　訴訟の経過

　原告は、本件処分により、被告が僧侶の身分を喪失すると同時に玉龍寺住

職・原告代表役員の地位も喪失したから、寺院土地の占有権原を失ったと主

張して、土地明渡しを求める訴えを提起した。

　１審の岐阜地裁（平成19年10月１日判例集未登載）は、原告の請求を認容

したが、原審の名古屋高裁（平成20年６月18日判例集未登載）は、本件処分

の効力の有無が本件請求の当否を決する前提問題となっており、この点を判

断するために上記擯斥事由の存否を審理する必要があるところ、そのために

は、包括法人の「宗旨又は教義」の内容について一定の評価をすることを避

けることができないから、本件訴えは、法律上の争訟に当たらないとして却
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下した。

　原告の上告受理申立て理由は、本件処分は、包括法人の宗制では管長以外

の者が法階を授与することは禁じられているにもかかわらず、被告が在家僧

侶養成講座の受講者に法階を授与したことを理由とするものであって、被告

の行為が擯斥事由に該当するか否かについては、宗教上の教義ないし信仰の

内容について評価をしなくても判断が可能であるというものである。

ウ　最高裁判決の内容

　最高裁は以下のとおり判断し、原告の上告を棄却した。

　すなわち、包括法人において、法階は、管長が叙任することとされている

のであるから、包括法人の懲誡規程５条１号「宗制に違反して甚だしく本派

の秩序を紊した」の剥職事由（住職等を退職させる処分事由）に該当するか

否かが問題となっているのであれば、必ずしも宗教上の教義ないし信仰の内

容に立ち入って審理、判断する必要はなかった。しかし、原告は、被告の行

為を懲誡規程４条１項３号の擯斥事由に該当する旨主張しているのであっ

て、宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することを避け

ることはできないから、原告の訴えは、「法律上の争訟」に当たらず、不適

法というべきであるとして原審の判断を是認した。

エ　本判決の位置づけ

　宗教団体内部における懲戒処分の有効性等が問題となる訴訟における判断

枠組みは、①特定人についての宗教上の地位など訴訟物に宗教事項を掲げる

訴えは不適法とされる。次に、②具体的な権利義務ないし法律関係について

の請求の当否の判断の前提問題として、特定人についての宗教上の地位の存

否を判断する必要がある場合、!その判断の内容が宗教上の教義の解釈等

にわたるものでない限り、その地位の存否（選任ないし罷免の適否）につい

て審判権を有するが（最三小判昭55．１．11民集34巻１号１頁〔種徳寺事

件〕、最一小判昭55．４．10集民129号439頁〔本門寺事件〕）、他方、"その

判断内容が、宗教上の教義等にかかわっており、その内容に立ち入ることな

くして上記前提問題について判断することができないような場合には、「法

律上の争訟」に当たらず、訴えは却下される（最二小判平１．９．８民集43
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巻８号889頁〔蓮華寺事件〕など）というものである。本判決もこの枠組み

に従って判断したものである。

　そして、判決が示すように、「宗制違反」を理由に剥職処分としていれば

必ずしも宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断する必要は

なかった。ところが、「宗旨又は教義に異議を唱え」たことを理由に擯斥処

分としたため、臨済宗妙心寺派の僧侶において、在家僧侶養成講座に講師と

してかかわり、同講座を受講した者に法階を授与するなどしたことが、包括

法人の「宗旨及び教義」に異議を唱えたことになるか否かを決する必要があ

り、そのためには、前記宗旨ないし教義の意味内容を探求し、その内容に立

ち入って審理判断することを避けることができないとされたのである。

　最高裁において、請求の当否を判断するに当たって、宗教上の教義、信仰

の内容に立ち入ることやこれに一定の評価をすることを避けることができな

いとされた事例としては、創価学会が本尊だとする「板まんだら」の真否や

広宣流布（日蓮の三大秘法の仏法が広まること）の達成の有無が問題となっ

た事例（最三小判昭56．４．７民集35巻３号443頁〔板まんだら事件〕）、日

蓮正宗の本尊観、日蓮正宗の法主が前法主から血脈相承（宗祖日蓮の承継者

としての法主の有する宗教上の特別の力ないし権能を次の法主に承継させる

行為）を受けたか否かが問題となった事例（前記蓮華寺事件判決ほか）が多

数見られる。

オ　コメント

　本判決は、懲戒処分の事由によっては、必ずしも宗教上の教義ないし信仰

の内容に立ち入って審理、判断する必要はなかったとしている。

　そうすると、懲戒処分の手段、方法によって処分が貫徹できるか否かが決

まることになる。また、仮に、もう一度、宗制違反を理由に懲戒処分をやり

直せば、明け渡しを求めることができるのか、という疑問が生ずる。

　なお、本判決の評釈として、ジュリスト平成21年重要判例解説（ジュリス

ト1398号141頁・小林学）、ＴＫＣ速報判例解説（憲法№26・門田孝、民事訴

訟法№23・堀野出）などがあるので、是非参照されたい。
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（2）京都地裁平成21年６月15日判決・住本寺事件（判例集未登載）

　宗教法人である原告が、寺院を占有する被告に対して、所有権に基づき寺院

建物の明渡等を求めた訴訟につき、原告代表役員の代表権限の有無につき判断

できないとして却下された事例

　なお、控訴審の大阪高裁平成22年１月28日判決は、一審判決を取消し、京都

地裁に差戻したが、同年４月に被告が死亡し、遺族によって明渡がなされたよ

うである。

ア　事案の概要

　日蓮正宗においては、管長がその被包括宗教法人である末寺の住職（代表

役員の充て職）の任命権限を有しているが、昭和54年に管長に就任したとす

る阿部日顕については、管長の充て職である法主就任の要件としての選定

（血脈相承）を受けていないとして、いわゆる「正信会訴訟」でこれが争わ

れてきた。正信会訴訟においては周知の通り、前記蓮華寺事件最高裁判決を

始めとした一連の最高裁判決によって、血脈相承の有無につき裁判所の判断

権が及ばないものとされてきた。その後、日蓮正宗の法主・管長は阿部日顕

から早瀬日如に交代したとされるが、法主でない者から選定を受けたにすぎ

ないとしてその正当性が同様に問題となっているため、本件訴訟のような争

点が提起されることとなった。

　日蓮正宗の被包括法人である原告・住本寺では、藤川法融が住職であった

ところ、藤川は、正信会事件の際に擯斥処分を受け、後任の住職（代表役

員）が任命された。後任の住職が代表役員となって、住本寺から藤川に対し

て建物明渡訴訟が提起されたが、一連の最高裁判決に従い却下判決がなされ

た。藤川はその後も、住本寺において寺務の執行を継続した。

　なお、日蓮正宗においては平成16年に宗規が改正され、管長は管長推戴会

議において選定することとされた（ただし、推戴会議では、前法主から血脈

相承を受けた「法主」を新管長に選定すると定めているため、やはり血脈相

承の有無が管長就任の前提問題となる状態は残っている）。そして、平成17

年に新宗規に基づき管長推戴会議が開催され、早瀬を管長に選定する議決が

行われた。
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　平成19年11月、藤川は病気療養のため住職の務めを全うできなくなったと

して、被告に対して寺務に一切を任せたうえで住本寺から退去した。藤川は

平成20年４月に死亡した。被告は藤川の死後も住本寺の寺務を執行し、本件

建物の占有を継続している。

　平成20年６月、日蓮正宗管長として早瀬は、阿部郭道を住本寺住職に任命

し、法人登記上も阿部郭道が原告代表役員になった旨の登記がなされてい

る。

　本件では、原告代表役員として登記された阿部郭道について、代表権限の

証明がないことを理由に、訴えを不適法却下できるか、との点が問題となっ

た。

イ　裁判所の判断の内容

①（本件被告は原告代表者の代表権限を争うことができるか）

　法人の代表者の地位は訴訟要件であり職権調査事項であるから、被告の

主張がなくても代表権限の有無について判断すべきである。

　原告の援用する最三小判平成７年２月21日民集49巻２号231号（宗教法

人の代表役員の地位の存否を争うには、法律上の利害関係が必要であると

する）は、法人が積極的に権利実現のために訴訟制度を利用する本件のよ

うな場合は事案を異にし、裁判所の審査に服するべきである。

　被告は、日蓮正宗と何ら関係ない者ではなく，かつて正信会に所属した

僧侶であって、阿部日顕を管長として戴く日蓮正宗によって懲戒処分を受

けた者であるから，平成７年最判の法理によっても阿部日顕の宗教法人日

蓮正宗の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えの原告適格を有して

いた者である。本件訴訟でも阿部日顕の地位を争うことは妨げられない。

②（原告代表者阿部郭道の代表権限の証明があるといえるか）

　日蓮正宗宗規及び住本寺規則によれば、原告代表者の地位は、同人の住

本寺住職任命の時点において、任命者たる早瀬が日蓮正宗管長であったこ

とを前提とする。また、早瀬の日蓮正宗管長としての地位は、先代の法主

兼管長であった阿部日顕から法主として選定されたことを前提とする。そ

うすると結局原告代表者の代表権限の有無は、阿部日顕が日蓮正宗の法主
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兼管長の地位を有していたか否かにかかってくることとなる。

　しかるに、阿部日顕が日蓮正宗の管長に就いたか否かについて、裁判所

の審査権が及ばないことは確立された判例である。したがって、本件にお

いても、阿部日顕が日蓮正宗の法主兼管長の地位を有していたか否かを明

らかにすることはできず、結局阿部郭道が原告代表者の地位を有している

か否かについても、訴訟上確定することはできない。

　原告は、阿部郭道を住職に任命した早瀬の管長としての地位は、管長推

戴会議の議決により取得されたもので、阿部日顕が日蓮正宗の法主兼管長

にあったか否かは、早瀬の管長の地位とは無関係であると主張する。

　しかし、手続的には、阿部日顕が管長でなければ同人が招集し、推戴会

議の構成員となり、議長にも就任して取り仕切った管長推戴会議の議決に

は手続き上重大な瑕疵があることになるし、資格要件としても、阿部日顕

が日蓮正宗の法主でなかったのであれば、早瀬は、新管長に選任されるた

めの資格要件である「法主となった者」に該当しない。そして、阿部日顕

の日蓮正宗の法主兼管長たる地位が裁判所の審判の対象とならない以上、

原告代表者の代表権限について証明することもできないという論理的な帰

結が導かれる。

　よって、訴訟要件となる法人代表者の代表権限につき証明がないから、

却下を免れない。

エ　コメント

　本判決は、補論として却下判決に至った裁判所の価値判断を詳細に示して

いる。その中で、蓮華寺事件以降の最高裁判決が宗教問題への立ち入りを避

けてきたのは、自律結果受容論は多数決原理を裁判に持ち込むことになるた

め、これを避ける唯一の方法と評している。

　そして、本件に即しては、元をただせば、①阿部日顕への法主の承継にふ

さわしい儀式がなされたりそれが公表されたりしていなかったこと、②日蓮

正宗において管長の地位が宗教上の地位である法主の充て職とされ、管長の

選任が世俗的手続によって行われるようになっていなかったことが原因であ

り、本件原告が日蓮正宗側に立つ者である以上は、その不利益を被ることは
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やむを得ないとしている。

　日蓮正宗においては平成16年に宗規改正がなされたというが、新宗規に

よっても、管長推戴会議は、法主となった者を新管長に選定するとし、前法

主が次期法主を選び血脈相承するとしている以上、法主・管長の地位が宗教

問題となり、裁判所の判断が及ばないとする余地が残らざるを得ないことと

なっている。

　その点で、（1）の最高裁判決と同様、宗教問題への最高裁の立場を踏まえ

た適切な法的対応が求められることとなろう。

（3）東京地裁平成21年12月18日判決（判例タイムズ1322号259頁）

　日蓮正宗が、これと対立する「正信会」所属の寺院、布教所に対して、「日

蓮正宗」の名称使用の差止を求める訴訟を提起したが、原告代表者の権限を判

断するに当たり、宗教上の問題に立ち入って審理、判断することになるとし

て、不適法却下された事例

　なお、控訴審の東京高裁平成22年８月４日判決は、日蓮正宗による控訴を棄

却した。

ア　事案の概要

　日蓮正宗が原告となり、かつて「正信会事件」で住職罷免、擯斥処分とし

た正信会所属の僧侶等に対して、新たに開設した寺院や布教所で日蓮正宗の

名称を看板等に使用することの差止を求めて訴訟提起した。

　これに対して被告らは、日蓮正宗の代表役員として訴訟を起こした早瀬日

如は、法主を詐称する阿部日顕から選定されて日蓮正宗の法主・管長・代表

役員に就任したのであるから、そもそも代表役員とは認めることはできない

として、訴訟要件を満たしていないから訴えを却下するように求めた。

イ　裁判所の判断の内容

　判決は、本件訴訟が訴訟要件を具備しているか否かについて検討すると

し、概ね以下のとおり判示した。

（ア）早瀬が適法な代表役員であるためには、宗祖以来の唯授一人の血脈を

相承した法主であることが必要不可欠であり、早瀬に血脈相承した阿部も
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同様であることが必要不可欠である。

　特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するについて、当該宗

教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不

可欠である場合には、裁判所は、当該の者が宗教活動上の地位にあるか否

かを審理、判断することができず、その結果、宗教法人の代表役員の地位

の存否についても審理、判断することができないこととなる（日蓮正宗管

長訴訟・最三小判平成５年９月７日・民集47巻７号4667頁）。

　この理は、宗教法人が提起する訴訟において、被告が，原告代表役員と

される者の代表権の有無を争う訴訟要件が問題となる場合においても、訴

訟物そのもの又はその前提問題に関する要件が問題となる場合と異なると

ころはなく、当該訴訟の被告が当該宗教法人の代表役員の代表権を争うこ

とが、訴訟上の主張を行う権利を濫用すると認められ、あるいは訴訟上の

信義則に反するものと認められるのでない限り、妥当する。

（イ）日蓮正宗は、早瀬を代表役員とした時点において、管長について、手

続形式上は充職制を改め、管長推戴会議の選定手続を経る手続と変更した

ものの、依然として「法主となった者」を管長に選定すると定めているの

であるから、早瀬が代表役員の地位にあるか否かを判断するには、結局、

早瀬が法主の地位にあったか否かを審理、判断する必要があり、血脈相承

にかかわる教義ないし信仰の内容に立ち入った審理、判断が避けられな

い。

（ウ）被告らの主張は、宗教団体外部の者が、宗教団体における教義、信仰

の内容等と何らかかわりなく代表役員の地位を争っているものではなく、

もともと同一の宗教団体内部における教義、信仰の内容に関する争いの延

長上で主張されているものであって，被告らの本案前の主張が、権利濫用

ないし信義則違反にあたると解することはできない。

（エ）宗教団体の自律的決定の名のもとに結果的に宗教上の教義、信仰の内

容に対し裁判所の審判権を及ぼす結果を招くことは許されない（自律的結

果尊重説の立場を明確に否定）。

（オ）結局、早瀬日如が原告の代表者として本件訴えを提起、遂行し得る資
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格を有するか否かについて、審理判断することができないから、本件訴え

は訴訟要件の証明を欠き不適法として却下する。

ウ　コメント

　この判決の争点は、（2）の京都地裁判決と殆ど同一である。そして（2）

判決と同様に、平成元年の蓮華寺最高裁判決など一連の最高裁判決によっ

て、確立された判例法理に従って判断したものと考えられる。

４　寺院墓地の区画の明渡等が問題となった判例

　　東京地裁平成21年10月20日判決・専修寺事件（判例時報2067号55頁）

　原告寺院の被告との間の墓地使用契約の解除の効力は認められないが、墓地

使用者である被告は、宗教法人法及び墓地使用規則によって定められた手続に

則って決定された墓地区画整理事業に協力し、原告が指定する移転先区画への

墳墓の改葬の承諾をした上、従前の区画を原告に明け渡す義務を負うとした事

例

　なお、控訴審の東京高裁平成22年５月27日判決は一審判決の結論を支持し控

訴を棄却した。

（1）事案の概要

　原告寺院は浄土宗に属する宗教法人で、東京都品川区において、墓地（本

件墓地）を経営している。原告は、その経営する寺院墓地の一区画に墳墓を

所有しその区画の土地を占有している被告に対し、主位的に、原告と被告と

の間の墓地使用契約を解除したとして、原状回復により、焼骨を上記墓地か

ら改葬することの承諾及び墳墓等の工作物を収去して上記土地を明渡すこと

を求め、予備的に、墓地使用契約又は別途の合意に基づき、焼骨を上記墓地

の別の区画の土地に改葬することの承諾及び上記工作物を収去して従前の区

画の土地を明渡すことを求めた。

　被告の被承継者（曾祖母の姉）であるＡは、原告との間で、大正８年12月

１日ころ、墓地の使用契約（本件契約）を締結して、本件区画に本件墳墓を

設置した。

　原告が定めた専修寺墓地使用規約には、「11条（墓地内等の移転）　墓地の
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使用者は、専修寺から公用収用等または専修寺の必要による墓地移転、また

は墓地整備の必要上、墓地内での移転、改葬についての協議の申し入れが

あったときは誠意をもってこれに応じ、その後専修寺が以上事項につき決定

したことを拒むことはできない」との規定がある。

　原告は、遅くとも平成３年ころ、本堂、客殿と庫裡を本件墓地の所在地に

移転することを計画した。そして、その建築場所を確保するため、本件墓地

の区画整理を行い、本件墓地の範囲を縮小することとして（以下「本件区画

整理事業」という）、被告の墓地の移転を求めることとなったものである。

（2）原告の請求内容の位置づけ

　墓地、埋葬等に関する法律（墓埋法）５条１項は、改葬を行おうとする者

が市町村長（特別区の区長を含む）の許可を受けなければならないと規定し

ている。そして、この規定を受けて、墓埋法施行規則２条１項は、市町村長

の改葬の許可を受けようとする者は、一定の事項が記載された申請書を市町

村長に提出しなければならないと定め、同条２項は、その申請書に添付すべ

き書類を挙げているところ、同項２号には、そのような書類として、「墓地

使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこ

れに対抗することができる裁判の謄本」を挙げている。そこで、原告は、焼

骨の移動等の許可を受けるのに必要な文書を得るため、被告に対し、原告に

よる改葬を承諾することを命じる判決を求めた。

（3）主位的請求に対する判断

　判決は、主位的請求について、「本件契約は、寺院と檀徒という特別な関

係にある当事者間で締結され、墓地という永続する物を目的とする継続的な

契約であって、その性質上、当事者間の信頼関係を基礎とするものであるか

ら、債務不履行によって信頼関係が破壊され、本件契約を継続することが困

難であると認められる場合には、本件契約を解除することができると考えら

れる。」としつつ、被告が譲歩しなかったことや過大や要求をしたこと、金

光教で実父の葬儀を行ったり他の霊園に遺骨を埋蔵しただけでは檀徒の地位

を失ったとはいえないことなどを理由に、本件解除の効力を認めることはで

きないとした。
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（4）予備的請求に対する判断

　次に判決は，予備的請求について、「本件区画整理事業は、宗教法人であ

る原告が、自らの所有する不動産に変更を加えようとするものであるから、

原告は、本件区画整理事業を遂行するために、宗教法人の財産の所有及び維

持運用に関して定める法律である宗教法人法の規定に従った手続を執る必要

がある。他方で、本件墓地は寺院墓地であって、その性質上、すべての墓地

使用者が原告の檀徒であることが予定されているから、墓地使用者は、宗教

法人法所定の手続に則って本件区画整理事業を行うことが決定された場合、

この決定に従って本件区画整理事業に協力する義務を負うのであって、原告

との間で締結された墓地使用契約に基づく墓地使用権もこのような制約を伴

うと考えるのが相当である。」と判示した。

　そして、原告が責任役員会の議決を経、信者その他の利害関係人に対する

公告をしたことから、「宗教法人法及び本件規則に定められた手続に則って

本件区画整理事業を行うことを決定したと認めることができるから、被告

は、本件区画整理事業に協力し、原告が指定する本件移転先区画への本件墳

墓の移転及び改葬の承諾をした上、本件区画を原告に明け渡す義務を負うと

いうべきである。」とする。

　なお、判決は、被告の「本件契約に基づいて本件区画の使用権を有するか

ら、原告の指示に従って、本件墳墓の移転及び改葬の承諾をする義務はな

い」との主張に対しても、「本件墓地の使用者の有する権利は、上記のよう

な制約を伴うというべきであるから、被告の主張は採用できない。」と判示

した。

　また、判決は、被告が、「墓地の管理者は正当の理由がなければ焼骨の埋

蔵の求めを拒むことができないと定める墓埋法13条を根拠として、原告が既

に埋蔵された焼骨の収去を求めることはできない」と主張したことに対して

も、「同条は、墓埋法が、国民の宗教的感情を尊重しつつ、公衆衛生を図る

ために、焼骨を埋蔵することができる区域を墓地に限定し（４条１項）、墓

地経営を都道府県の許可に係るものとしたため（10条１項）、墓地の管理者

がみだりに焼骨の埋蔵の求めを拒むと、国民が焼骨を埋蔵することが妨げら
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れてしまうことから、このような事態が生じることを防ぐために、墓地の管

理者に対し、焼骨の埋蔵の求めに対する応諾義務を課したものである。そう

すると、被告が本件移転先区画に本件墳墓を移転する義務を認めても、移転

した後の本件墳墓に焼骨を埋蔵することができる以上、墓埋法13条の趣旨に

反するものではないと考えるべきである。」と判示した。

　そして、その他、被告の主張する権利濫用の主張を退け、予備的請求を認

めた。

（5）コメント

　本件に類似のものとして、仙台地判昭和43年３月４日（下民集19巻３、４

号119頁）があるが、同事件では墓地使用契約を無名の使用貸借関係である

とした上で、墓地使用者は、寺院の正規の機関決定を経た指示に従う義務を

負うとして、墓地の移転請求を認容した。これに対して、本判決は、本件の

墓地使用契約の法的性質を明示することなく、主として宗教法人法の解釈に

依拠して同様の結論を導いている。

　予備的請求に対する判断の中には、寺院墓地であれば宗教法人法上の手続

をふめば、墓地使用契約による使用権も当然に制限を受けるかのように読め

る記述がある。その点について控訴審判決では，事情の変更その他特段の事

情があるときは、使用権の本質的部分を侵害しない限り変更できる場合があ

ると判示し、若干の修正がなされている。

　なお、判決の中で、檀徒の地位を喪失した場合には、墓地の使用権を失う

ことを前提にしているかのような判示があるが、その点も疑問である。墓地

管理者は、従来から寺院墓地に先祖の墳墓を有するものが改修離檀の意思表

示をしたり、自派の定めによる典礼を受けないで埋葬したからといって、直

ちに、そのことのみを理由として永代使用権の消滅を主張し、その墳墓の収

去を求めることはできないとするのが判例法理である（仙台高判平成７年11

月27日判例時報1565号115頁、大阪地裁堺支判平成７年12月１日判例時報

1581号110頁。なお、津地判昭和38年６月21日下民集14巻５号1183頁も墓地

使用権が当然消滅するものではないとする）。


