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松波　克英（文献委員・弁護士）

１　概　要

　私法関係の主な裁判例としては、宗教団体等による違法な勧誘行為が問題に

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、寺院と

僧侶の雇用関係が問題となった事例、寺院墓地や葬儀場に関する事例、宗教上

の人格権等が問題となった事例等が挙げられる。

２　宗教団体等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する従来の判断を踏襲するが、宗教団体の民法715

条の使用者責任については否定するものもあった。

（1）福岡地裁平成22年３月11日判決（判例秘書）

　統一協会の違法な勧誘行為等により、長年にわたり物品購入や献金等を強要

されたとして提起された、女性信者の遺族の損害賠償請求訴訟において、献金

の多くについては違法性を否定したが、一部の多額な献金や、物品販売時の信

者らの勧誘行為について、賠償金合計１億1162万円余の支払いを命じた事例

ア　事案の概要

　本件は、亡Ｃ（昭和９年生・女性）が、被告信者らの行った違法な勧誘行

為等により、昭和62年から平成18年にかけて、物品購入や献金等を強要さ

れ、多額の金銭支出を余儀なくされたとして、Ｃが、被告（協会と勧誘を

行った信者）に対し、民法709条又は715条に基づき、損害賠償を求めて提訴

判例紹介
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し、Ｃの死亡後、相続人である原告らがこれを承継した事案である。

　Ｃは子の会社の役員として月25万円程度の報酬を受け、夫の遺産として

は、自宅、死亡保険金と退職金合わせて約5000万円程度、株式があった。

イ　裁判所の判断の内容

　　（ア）各勧誘行為等の違法性の有無について

ａ　判決はまず一般論として、

　　「一般に、特定の宗教団体や当該宗教を信じる者が、その宗教の教義

を広め、その宗教活動を維持するため、あるいは、その教義の実践とし

て、他者に対して、任意に献金等をするように求めたり、宗教活動の一

環として物品等を販売したりすることは、その方法、態様及び金額等が

社会的に相当と認められる範囲内のものである限り、正当な宗教活動の

範囲内にあると認められ、これを違法ということはできない。

　　そして、献金等の勧誘や物品販売等の過程で、霊的な要素の強い事象

等を原因とするわざわいを説くなどすることについては、その内容がお

よそ科学的に証明し得ないことなどを理由として、直ちに虚偽であり、

違法であると評価することはできないというべきである。

　　しかしながら、上記のような献金等の勧誘行為や物品販売行為が、献

金等を行わないことによる害悪を告知したり、あるいは、相手方に心理

的な圧力を掛けるなどして、殊更に相手方の不安や恐怖心をあおるなど

し、そのような心理状態につけ込んで、相手方の社会的地位や資産状況

等に照らして不相当に多額の金員を支出させるなど、社会一般的に相手

方の自由な意思に基づくものとはいえないような方法や態様で行われた

ものである場合は、そのような行為は、もはや社会的に相当と認められ

る範囲を逸脱したものとして、違法の評価を受けるものといわざるを得

ない。

　　そして、献金等の勧誘行為や物品販売行為等の違法性を判断するに当

たっては、それまでの一連の経緯を踏まえた上で、個々の勧誘行為等の

方法や態様、金額の多寡等を総合して勘案するのが相当である。」との

基準を示した。
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ｂ　そして、原告らの、「勧誘行為等の違法性を判断するに当たっては、

当初の勧誘から脱会に至るまでを一連の行為としてとらえて評価すべき

である」との主張に対しては、「被告信者らが身分や目的を隠してＣ１

に入信を勧誘していることは、社会的に相当と認められる範囲を逸脱す

るものといえる」としながらも、「入信に至る一連の経緯に不当な面が

あることのみをもって、その後の一連の勧誘行為等がすべて当然に違法

となるということはできず本件勧誘行為等の違法性を判断するに当たっ

ては、上記のとおり、入信に至る一連の経緯を踏まえながらも、個別の

勧誘行為等における諸事情を総合勘案して判断するのが相当である」と

判示している。

ｃ　そして、具体的には、夫などの若死は先祖の悪因縁にあり、子供も若

死すると断定的に告げて不安に陥れ、その心理状態に付け込み、財産を

捧げなければ子孫が生きる道はないとして、弥勒印（40万円）、多宝塔

（4300万円）を次々と購入させ、さらに、その８ヶ月後には、既に先祖

の悪因縁についての恐怖心を抱き、多額の物品購入をしていたＣ１に、

その状態を利用して弥勒像（1000万円）を購入させたことについて、社

会的に相当と認められる範囲を逸脱しており、違法とした。そして、財

産上の損害として、合計１億138万6000円（物品販売5340万円、他は献

金）を認めた。

　　これに対して、金額が少額であるもの、参加費的なもの、害悪の告知

が認定されなかったもの、害悪の告知と献金との結びつきが認定されな

かったものなどは、違法性を否定された。

（イ）被告協会の使用者責任について

　判決は、被告協会の使用者責任について、以下のように判示した。

ａ　宗教団体は、その信者が第三者に加えた損害について、当該信者との

間に雇用等の契約関係がない場合であっても、当該信者に対する直接又

は間接の指揮監督関係を有しており、かつ、加害行為が当該宗教団体の

宗教的活動等の事業の執行等につきなされたものと認められるときは、

民法715条所定の使用者責任を負うものというべきである。また、宗教
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団体の信者が、当該宗教団体と別個の信者組織を構成し、各信者が、当

該信者組織の意思決定に従って宗教的活動又はこれに付随する活動を行

う場合においても、当該宗教団体と信者組織が実質的に一体であると認

められる場合、あるいは、当該宗教団体と信者組織との間に実質的な指

揮監督関係が認められる場合には、当該宗教団体は、上記信者組織の意

思決定に従った信者による加害行為についても使用者責任を負うと解す

べきである。

（ウ）訴訟前の和解について

　　Ｃ及び原告らが平成18年に、当面必要な1000万円について返還を求め

るため、Ｍ教会長との間で分割返済する覚書を作成したことについて、

判決は、「ＣはＭ教会長との交渉時において、いまだ被告を脱会する意

思まではなく、また、原告らに対しても、被告に対する物品購入や献金

等のすべてを打ち明けていなかったことから、すべての献金等が交渉の

対象でなかったこと、清算条項はなく、他の権利義務を清算する趣旨の

話も全くされていないことから、被告に対する損害賠償請求権一切を放

棄したと解することはできない」とした。

（エ）慰謝料、弁護士費用について

　　判決は、違法であると認められる各勧誘行為等は、Ｃの不安や恐怖感

等につけ込むなどして行われ、これにより多大の精神的苦痛を受けたこ

と、期間が長かったことから、財産的損害以外に慰謝料200万円を認め

た。そして、弁護士費用を損害額の約１割とした。

ウ　コメント

　宗教団体の活動と違法性の関係について、従前の判断基準を踏襲した判断

が示されている。

　判決は、当初の勧誘から脱会に至るまでを一連の行為ととらえることは否

定したが、本件のうち、弥勒像の購入については、「既に先祖の悪因縁につ

いて恐怖心を抱き、多額の物品購入をしていたＣ１に、その状態を利用し」

てなされたものと判示しており、具体的な害悪の告知がない場合でも、以前

の行為と一体として違法性を認めたものとして、一連の行為を違法とする判
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断に近いと評価できる部分もある。

（2）東京高等裁判所平成22年８月４日判決（判例秘書、原審・東京地裁平成21

年12月24日判決・宗教法29号204頁）

　違法な献金及び物品購入の勧誘行為により、多額の損害を被ったとして、統

一協会の元信者の女性が、統一協会と信者３人に損害賠償を求めた事案で、一

審判決が、請求を退けた株式売却による献金について、不安をあおられ、女性

は自由な意思決定ができない状態で献金したと認定した上で、一審判決を取り

消し賠償金を増額した事例

ア　事案の概要

　本件は、原告（73歳・女性）が、被告協会の信者である被告個人らの行っ

た違法な献金及び物品の購入の勧誘行為により、総額１億8306万円余の献金

及び物品の購入をさせられ、財産上の損害、慰謝料等合計２億2166万円余の

損害を被ったと主張して、被告協会及び被告個人らに対しその支払を求める

事案である。

イ　一審判決

　上記献金の勧誘行為の一部（マンションに関連する献金）について違法性

を認め、原告の被告らに対する請求のうち、財産上の損害、慰謝料、弁護士

費用の合計9567万円余の支払いを命じた。これに対して、原告及び被告らの

双方が控訴した。

ウ　控訴審判決

（ア）一審判決が、支出の経緯が不明として請求を退けた株式売却代金

5363万円余の献金を損害として認めた。

　　この献金については、2000万円の献金要請に対して、不倫関係にあっ

た男性の病気と年齢の周期をもとに、「決断しなければならない。神様

との間の責任分担を果たさなければならない。」、「万物を捧げて天に近

付かないと、先祖は解放されない、解怨も果たされない。」、「霊界にい

る先祖を救うためには、Ｘさんもお金を捧げないといけない。」などと

先祖を救うために献金しなければならない旨の話をされて、畏怖したこ
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とから献金に応じることとした。ところが、Y ３に証券会社での株の売

却手続きを行わせたところ、株式売却代金全額を寄付に充てられてしま

い、統一協会主催の献金祭が開催された。原告は、2000万円の用立てを

要請されたのに、5363万円余を献金させられたことについて不満はあっ

たが、差額の返還を求めることにより、統一協会に対する信仰から自己

に何らかの災厄が及ぶのではないかと恐れたため、献金とされることを

黙認した。

　　以上の事実をもとに判決は、本件は具体的な害悪を告知して、ことさ

らに不安をあおり、著しく過大な献金をさせたものであり、原告が自由

な意思決定を阻害された状態で献金をさせられたということができるか

ら、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為というべきである、と判

断した。

（イ）なお、高裁判決は、自宅マンション売却などによる約8500万円の献

金も一審と同様に違法と判断した。その中でも判決は、Ｙ１が、かねて

から不倫関係にあった男性のことを精神的に清算し切れずにいた原告に

対し、自宅マンションを聖別しなければ、不倫関係にあった男性との関

係を精神的に清算することができず、神の真の愛を中心とした新たな家

庭を築くことができないとして不安をあおり、自宅マンションを売却し

て転居するという意志を翻意させないように固めさせた上で献金を進め

たものとして、違法性を認定した。

（3）東京地裁平成22年11月25日判決（判例集未登載）

ア　事案の概要

　本件は、原告らが、統一協会の信者である被告らから、評判のいい占い師

がいるとして被告外山を紹介され、被告外山の紫微斗鑑定という占いを受け

たことを契機に先祖の因縁等の話を持ち出され、被告川口の主催する先祖祭

りを行わなければ不幸になる等と脅された上で、先祖祭り費用等として多額

の費用を支払わされたところ、これら一連の行為は違法であると主張し、 統

一協会を除く被告らに対し共同不法行為に基づく損害賠償の支払を求めると
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ともに、被告統一協会に対して、献金を集める目的で被告外山らの先祖祭り

行為等を指揮・監督したと主張し、使用者責任に基づく損害賠償の支払を求

めた事案である。

イ　裁判所の判断内容

　判決は、原告５名につき１億円余の支払いを命じたが、被告統一協会を除

く被告らに対しては、そのかかわりに応じて全部または一部の負担を命じ、

被告統一協会の使用者責任は否定した。

（ア）信者である被告らの違法性について

　　判決は、（1）、（2）の裁判例のように宗教活動と不法行為の関係につ

いての一般論に言及することなく、中心者である被告外山の不法行為責

任について、以下のように判断した（被告川口も、これと共謀したとし

て不法行為を認定した）。

　　被告外山は、高額な先祖祭り費用を取得する目的で、講演会等で紫微

斗鑑定の効果やさほど費用が高くないことを宣伝し、ラインの構成員ら

にもノルマを課して鑑定を受けるように勧誘することを指示し、鑑定を

受ける者を多数確保しようとしていた。

　　本件組織の活動は、悩みを有する者らに対し、その悩みに乗じて、ま

ずはさほど費用が高額ではない鑑定を受けさせ、先祖の因縁等の話をし

て不安を煽り、先祖祭りの全体像を伝えることなく一部行わせ、それに

よってますます不安や焦りを誘発させ、一種のマインドコントロールの

状態にして、180代までの先祖祭り、国家基準、弥勒菩薩像や絵画の購

入、他者への施しを勧誘し、継続的に繰り返し金銭を支出させ、また、

さらなる第三者の勧誘行為へと誘引し、新たな被害者を生み出すという

極めて悪質なものであった。

　　これに対して、被告外山の鑑定は先祖祭りと一連一体のものであると

いえるから、鑑定料がさほど法外な金額でないことは正当化の理由には

ならない。また、高額の費用支出を正当化するための原告らの「納得」

には、全ての情報が正しく伝えられ、何の圧力や威迫がない状態で、自

由な意思により判断されたことが必要であるが、被告外山らによる勧誘
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は、原告らの悩み、弱みに乗じて、その不安や畏怖を煽り、家族に不幸

が及ぶのではないかとの気持ちを利用して、一種のマインドコントロー

ルの状態におき、先祖祭りを行う決断をさせたものであって、著しく高

額な先祖祭りの費用を支出させることを正当化する事情は見出せない。

　　以上の通り、先祖祭り及びその勧誘を含む本件組織の一連の行為全体

が社会的に相当な範囲を逸脱した違法なものであり、そのシステムを構

築し、中心となって活動を行っている被告外山が不法行為責任を負うこ

とは明らかである。

（イ）被告統一協会の使用者責任について

　　判決は、被告外山らの先祖祭りは被告統一協会の先祖解怨と類似し

ていたり、教義についての知識を基礎にしていたり、被告らが熱心な信

者であったり、費用が被告統一協会に献金されているからと言って、統

一協会が主導して先祖祭りを実施させていたものではなく、 統一協会へ

の勧誘目的で先祖祭りを行ったこともなく、その他、被告外山らの活動

に被告統一協会が関与していたことは認められないとして、被告統一協

会が献金を集める目的で被告外山及び被告川口の先祖祭り等の活動を指

揮・監督したと認めるには不十分とし、使用者責任を否定した。

（ウ）慰謝料について

　　判決は、原告らが、被告外山らから先祖の因縁のために子らに害が及

ぶかのように説かれ、これによって不安を覚えたことは、原告らが自ら

紫微斗鑑定を受けることを決め、また先祖祭りを行うことを決めた結果

であるとし、被告外山らが害悪を実現させるような行動を行うかのよう

な言動をしていた等の特段の事情はないから、財産的損害の賠償が認め

られれば精神的損害も一応回復されたとして、慰謝料請求を否定した。

（4）　東京地裁平成22年12月15日判決（判例集未登載）

　統一協会の元信者ら３人が、霊感商法で多額の献金や印鑑購入などを強いら

れたとして協会側に計約5900万円の損害賠償を求めた。判決は、女性２人に対

する協会側の勧誘の一部について「『先祖の因縁を解消することができない』
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と不安感をあおるなどして自由な意思決定を制約した状態で献金させる違法行

為があった」と指摘して、協会と信者１人の責任を認め、原告３人のうち相模

原市の女性（48歳）と秋田市の女性（40歳）への計約3300万円の支払いを命じ

た。

　なお、相模原市の女性の夫（55歳）は、同女を通じて多額の現金を引き出さ

れたと主張していたが、「直接的な権利侵害を受けていない」として訴えを退

けられた。

（5）大阪地裁平成22年３月29日判決（判例時報2093号92頁）

　祈祷師から霊能力があると信じ込まされ、祈祷を受けなければ不幸を避けら

れないと告げられて、祈祷を数回受け多額の金員を支払わされたとして損害賠

償請求が認容された事例

ア　事案の概要

　本件は、祈祷師である被告が専ら利益目的で霊的能力があるように装い、

被告による「拝み」と称する祈祷を受けないと不幸になるなどと不安をあ

おって原告を畏怖・誤信させ、「拝み」の対価名目で多額の金銭を支払わせ

たことが不法行為に当たるとして、被告に対し、支払済みの対価相当の損害

賠償金等の支払を求めた事案である（他の争点は略）。

　被告は A 教団の教団教師の免状及びその活動許可を受け、自室に仏像等

を設置し「神棚」と称して、そこで悩みをもつ相談者のために祈祷をしたり

占いをし、相談者より賓銭とか布施としての金銭の交付を受け、また、相談

者のために「拝み」と称する祈祷行為を行って金銭の交付を受けていた。

　原告は、昭和58年（高校２年）に母親が刺殺され、平成３年に父親も死亡

したことにより両親と死別した。原告の叔母 B が、被告に対して、原告は

不幸な生い立ちで両親が死亡しているが、相当多額の財産を相続で取得した

ことなどを伝えたところ、被告が原告を連れてくるように B に勧めたこと

から、原告は B により被告に引き合わされ、前記のとおり平成10年12月か

ら平成15年７月までの間、多額の金銭の支払いをしてきた。
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イ　裁判所の判断の内容

　　判決は、原告の請求のうち、被告に対する損害賠償請求の一部は認めた。

（ア）被告の責任について

　　「被告は、予めＢから原告の生い立ちを聞いていたのを秘して、占い

によりこれを見抜いたかのように振る舞い、原告を畏怖させるとともに

被告には霊的能力があるものと信じ込ませ、「拝み」を受けないと不幸

になるなどと言ってその都度原告の不安をあおり、平成10年12月から平

成15年７月まで、「拝み」の対価名目で繰り返し多額の金員を支払わせ

たものである。当該行為は、その目的及び態様において、社会通念上相

当な範囲を逸脱したものであることが明らかであるから、不法行為を構

成する違法なものと解される。」として、不法行為に基づき交付額2860

万円相当の損害賠償を認めた。

（イ）消滅時効について

　　被告は、平成15年７月７日の時点で不法行為による損害及び加害者を

知っていたから、同日から３年の経過により、同請求権は時効消滅した

と主張していた。

　　判決は、民法724条にいう「損害及び加害者を知った時」とは、「被害

者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その

可能な程度にこれらを知った時を意味する」とし、「本件に即していえ

ば、被告が、霊的能力もないのに原告の不幸な生い立ちを見抜いたよう

に装い、この点に関する原告の誤信に乗じて不安をあおるなどの著しく

不当な手段を用いて、宗教行為の対価名目で金員を支払わせたという、

違法性の根拠となる事情を認識した時がこれに当たる」とした。

　　そして、①原告が、平成15年３月ころから被告の「拝み」が専ら利

益目的でないかと疑念を持ち、同年７月には被告に対する不信が募って

「神棚」への参拝等も止めた時点では、「拝み」の対価は、宗教上のお布

施の意味合いを持つもので、法的措置により取り戻すことは難しいと考

えていたとし、②原告は、平成19年２月15日になって、被告が原告の不

幸な生い立ちを占いの前に知っていたことを聞かされたため、被告が霊
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的能力がないのにあるように装って原告の不安をあおり、「拝み」を指

示していた事実を初めて認識できるようになり、あわせて、弁護士から

損害賠償請求の可能性を教示されて、損害賠償請求の可能性も認識した

とし、この時点で時効が進行すると判断して、消滅時効の主張を斥け

た。

３　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）大阪高裁平成22年１月28日判決・住本寺事件（判例タイムズ1334号245頁、

原審・京都地裁平成21年６月15日判決・宗教法29号208頁）

　宗教法人が寺院建物等を占有する者に対し明渡等を求めた訴訟において、そ

の代表者の代表権限が争われた場合に、代表権限の存否が宗教上の教義に関わ

る事項であることから裁判所の審判対象にならないため、その証明がないこと

に帰するとして訴えを却下した原判決につき、代表権限の証明があるとしてこ

れを取り消して、差し戻した事例

　宗教法29号208頁で紹介したとおり、本件は上告後被告の死亡により任意に

明渡しがなされた模様である。

ア　事案の概要

　本件は、日蓮正宗の被包括宗教法人であるＸ（住本寺）が、その寺院建物

等を占有するＹに対し、所有権に基づく明渡等を求めた事案である。Ｘの代

表者（代表役員である住職）は、包括宗教法人である日蓮正宗の代表者（管

長）により任命される関係にあるところ、本件訴えは、日蓮正宗の管長早瀬

日如に任命されたとするＡがＸの代表者として提起したものである。Ｘは、

Ａの代表権限を証する書面（民訴規則18条、15条）として、早瀬によるＡの

任命辞令、Ａを代表者とするＸの宗教法人登記簿謄本等を提出した。

　Ｙは、日蓮正宗の法主兼管長とされる早瀬は、その前任者とされる阿部日

顕がその前々任者から適式に任命されていない（血脈相承を受けていない）

から管長ではなく、したがって早瀬から任命されたＡはＸの住職ではないと

して、Ａの代表権限を争って訴えの却下を求めた。
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イ　一審判決

　ＡがＸの代表権限を有するかは、結局は阿部が日蓮正宗の法主兼管長の地

位にあったかにかかるところ、これが裁判所の審判対象にならないことは最

高裁判例上明らかであるから、Ａの代表権限は証明できないことに帰するな

どとして、訴えを却下した。Ｘは控訴した。

ウ　控訴審判決

　本判決は、Ｙは自身がＸの代表者であると主張するものではなく、「本件

請求の当否（Ｙが寺院建物等の占有権原を有するか否か）を判断する上で、

前提問題としてであっても宗教上の教義や信仰の内容に対し一定の評価をす

ることが避けられないという関係になく、また、Ｘの代表者が誰であるかに

よって本件請求の当否に違いが生じるものではない。したがって、本件は、

一般市民法秩序と直接の関係を有しない自律的法規範を有する宗教団体内部

の係争ではないと評価される。これらの観点からすると、本件訴訟におい

て、Ｙと対立する当事者であるＸの代表者については、特段の事情のない限

り、Ｘを被包括宗教法人とする日蓮正宗の宗教団体としての自治的決定内容

に従った扱いをするのが相当である。

　しかるところ、日蓮正宗及び傘下の多数の被包括宗教法人においては早瀬

及び阿部が管長であることを前提とする秩序が成立し、早瀬によりＡがＸの

住職に選任され、同人がＸの代表役員に就任した旨の登記がされた上で、そ

の登記の履歴事項全部証明書が裁判所に提出されているのであり、上記特段

の事情も認められないから、日蓮正宗の宗教団体としての自治的決定に従

い、ＡがＸの代表者であることが書面で証明されたものと認めるのが相当で

ある」として、原判決を取り消して、本件訴えを差し戻した。

エ　コメント

　詳細は、宗教法29号208号において述べたとおりである。

　高裁判決は、請求の当否については宗教上の教義にかかわる問題はなく、

また、誰が原告代表者であっても請求の当否に違いがないことから、訴訟要

件については判断可能とし、その限りにおいては、宗教団体の自治的決定を

尊重する立場を取っている点に特徴がある。
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（2）東京高裁平成22年８月４日判決（判例集未登載、原審・東京地裁平成 

21年12月18日判決・判例タイムズ1322号259頁・宗教法29号211頁）

　日蓮正宗が、これと対立する「正信会」所属の寺院等に対して、「日蓮正宗」

の名称使用差止訴訟を提起したが、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一

審判決が高裁でも維持された事例

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　一審判決

　判決は、①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

部も同様であることが必要不可欠である。②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。③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い。④結局、早瀬が原告の代表者として本件訴えを

提起、遂行し得る資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、と判断し

た。
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ウ　控訴審判決

　高裁も、この判断を維持した。

　とくに、原告の、権利濫用ないし信義側違反の主張について、日蓮正宗に

属したことがなく阿部によって擯斥処分を受けていない４名の被告について

も、阿部の法主の地位を争ってきた正信会に属していること、代表者資格は

被告全員との関係で画一に取り扱う必要があることを理由に排斥している。

　また、原告は、日蓮正宗は宗規17条２項を改正し、「法主になった者」を

管長推戴会議で新管長に選定すると規定したが、その「法主になった者」と

は「法主となった者」と認識した者を指していて、法主がそのまま管長にな

るのではないと主張した。判決はこれについても、宗規の客観的な解釈から

採用できないとし、法主となった者以外の者を新管長に選任できる規定がな

いことも参酌すると、法主と管長は同一人とすることを定めていると判断し

た。

　さらに、訴え却下によって原告の裁判を受ける権利が侵害されるとの主張

については、原告が内部規則で裁判所の審査が及ばない領域を自ら作出した

結果であるとして、手厳しく排斥している。

エ　コメント

　本件は上告された模様である。

　事案の分析については宗教法29号211頁を参照されたい。

　本件は、前記（1）事件と争点は殆ど同一であるが、一審と異なり高裁で

は判断が分かれた。その理由は明らかではないが、（1）事件では、原告代表

者如何によって請求の当否に違いはなく、請求の当否の判断には宗教上の教

義についての判断が不可欠ではないとの判断が影響しているとも考えられ

る。これに対して、本件では、高裁判決が、本案の請求においても、擯斥処

分の効力の有無など、宗教上の教義に立ち入った判断が不可欠になることを

示唆している。

　なお、一審判決は却下判決をするに当たり、「かかる本案前の主張が訴訟

上の権利濫用ないし信義則違反にならない限り」として判断の可能性を示唆

していた。このような考え方は、最二小判平14. ２. 22（判タ1087. 97）亀山
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反対意見においても示されていた。また、同様に一定の場合には判断が可能

であるとする考え方は、最三小判平11. ８. 28（判タ1014. 170）でも示唆さ

れている。

４　寺院と僧侶の間の雇用関係が問題となった判例

東京地裁平成22年３月29日判決・妙応寺事件（労働判例1008号22頁）

　宗教活動上の教務たる地位にある僧侶が、その宗教活動は、使用者である宗

教法人からの指示に従っていると評価できること等を総合し、僧侶と宗教法人

の間の契約は雇用契約であるとされた事例。

（1）事案の概要

　本件は、宗教団体であるＹの僧侶で、Ｙから破門（擯斥）されたＡ～Ｐの16

名が、Ｙとの間の契約は雇用契約であり、破門は解雇に相当するところ、同解

雇は解雇権の濫用であって無効であるとして、Ｙに対し、雇用契約上の権利を

有する地位にあることの確認と、賃金等の支払いを求めた事案である。

　これに対しＹは、Ａらの地位は宗教上の地位にすぎないとして訴えの却下を

求めるとともに、Ａらが労基法上の労働者ではない、Ａらは破門前に労務を提

供していない、本件破門につき相当な理由がある等と主張していた。

（2）裁判所の判断の内容

　ア　当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であって

も、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前

提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をな

すとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深く関わっているため、

同教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断するこ

とができず、しかも、その判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のもの

である場合には、同訴訟は、その実質において法令の適用による終局的解

決に適しないものとして、裁判所法３条１項にいう「法律上の争訟」に当

たらない。

　　しかし、宗教法人である被告Ｙが、住職ないし代表役員代務者の選任を

めぐる争いから、Ｙの僧侶であった原告Ａら16名を破門した件につき、本
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件Ａらの労務提供の有無や、解雇としての性質を有する本件破門の効力の

有無については、宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入ることなく判断

できるとして、本件訴えを却下すべきとのＹ主張が退けられた。

　イ　ＡらはＹの僧侶で、宗教活動上の教務たる地位にあるが、その宗教

活動は、使用者であるＹからの指示に従って活動していると評価できるこ

と、雇用契約書が存在していること、健康保険等が税金とともに源泉徴収

されており、報酬が賃金としての性質を有すると評価できることを総合す

ると、ＡらとＹの間の契約は、雇用契約というべきであるとされた。

　ウ　本件住職選定委員会における招集・審理手続および責任役員会の決議

につき、いずれも違法はないとして、現任者乙山のＹにおける住職および

代表役員代務者の地位が肯定され、乙山の業務命令に従っていなければＹ

に労務提供したことにはならないとして、Ａらの本件破門前の賃金請求が

棄却された。

　エ　Ａらが本件破門通知を受けたことにつき、ＡらとＹとの間の法律関係

は雇用関係であり、その破門は解雇としての性質を有するが、Ｙの代表者

である乙山の業務命令に従わなかったＡらには解雇理由があるといえ、そ

の手続きからいっても、本件解雇には客観的に合理的な理由があり、社会

通念上相当であるとされ、Ａらの地位確認および本件破門後の賃金請求が

棄却された。

（3）コメント

　宗教法人における「従業員」の労働者性に関する判断を示したものとして

は、以下のものが参考になると思われる。

　ア　東京地八王子支判平７. ５. 31・判時1544号79頁

　宗教法人から支給される金員が形式上給与扱いとされ、勤務内容に宗教色

のないものが含まれていても、それが自らの信仰生活の一部としての奉仕で

あると考えられる場合には、その者と宗教法人との間に雇用関係が認められ

ないと判示したもの

　イ　聖心布教会事件・名古屋高判昭55. 12. 18・判時1006号58頁

　宗教法人の会員たる地位の確認を求める訴えが法律上の争訟に当たるとし
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つつ、労働契約関係の成立を否定して、除名処分を有効にしたもの

　ウ　日蓮正宗実正寺事件・高松高判平８. 11. 29（労判708号40頁、原審・

　松山地今治支判平８. ３. 14・労判697号71頁）

　日蓮正宗の末寺寺院の受付事務等に従事する者が、労働者であるとして時

間外手当などを請求した事案について、一審判決は、宗教法人における労働

者性についての判断基準を示した行政通達（昭27. ２. ５基発49号）の判断

基準に基づき、原告が、右通達であげる「宗教上の奉仕乃至修業であるとい

う信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務に服し賃金を受けている者」に

当たるとした。そして、具体的な労働条件を一般企業のそれと比較し、個々

の事例について実情に則して判断すべきとして、給与、勤務時間、出勤日、

業務内容を検討したうえ、原告は労基法上の労働者に当たるとするのが相当

であると判断し、時間外労働、深夜労働に該当する労働時間についての未払

賃金の支払い請求を認めた。控訴審もこれを支持した。

　エ　観智院事件・京都地判平５. 11. 15（労判647号69頁）

　住職と寺院との雇用関係を認め、整理解雇の一般的な判断基準によって解

雇を認めたもの。

５　寺院墓地や葬儀場に関する判例

（1）東京高裁平成22年５月27日判決・専修寺事件（判例集未登載、原審・東

京地裁平成21年10月20日判決・判例時報2067号55頁・判例タイムズ1328号

139頁・宗教法29号213頁）

　寺院墓地の区画の明渡等が問題となった判例

　一審判決が、原告寺院と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、東京高裁もこの結論を維持した事例

　なお、本件訴訟における請求の法的位置づけ、一審判決の詳細は、宗教法29

号213頁を参照。
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ア　事案の概要

　原告寺院（浄土宗・東京都品川区）は、その経営する寺院墓地に墳墓を所

有しその区画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

地使用契約の解除に基づき、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。

イ　裁判所の判断の内容

　一審判決は、原告の予備的請求を認めたが、高裁判決も同様である。

　高裁判決はとくに、まず墓地使用権についての一般論として、以下のよう

に述べる。

　「墓地使用権の法的性質については様々の見解があるところであるが、い

ずれにしても本件墓地のようないわゆる寺院墓地については、他人（寺院）

の所有する墓地の特定の区画に墳墓を所有し、遺体や遺骨を埋葬蔵し、その

墓地内で宗教的な典礼を施行する権利をその内容として含むものであること

は明らかであるところ、この権利は、その内容に照らすと、祖先の祭祀を主

宰すべき者が承継する限りにおいて半ば永久的に存続するという性質を有す

ることになるものと解することができる。」

　そして、墓地使用権を設定した契約を変更することの可否については、

　「墓地使用権には永久性があるからといって当初に設定された内容の使用

態様を事情のいかんにかかわらず全く変更することができないと解すること

は相当とはいえず、寺院墓地を経営する寺は、事情の変更その他特段の事情

があるときは、上記の寺院墓地の檀徒としての使用に関する権利の本質的な

部分を侵害しない限りにおいて、墓地使用権を設定した契約の内容を変更す

ることが許される場合があるものと解するのが相当であり、以上の意味で、

墓地使用権を設定する契約には一定の要件のもとに墓地全体の共同利用とい

う観点からこれに協力すべき義務が内在しているものと判断するのが相当で

ある。」

として、これを肯定している。その上で、

　「寺院墓地における墓地使用権を設定する契約の内容の変更が許容される
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ための要件については、これを直接規律するものがない以上、一般的には、

宗教法人法を始めとする関係法規等の規定及びその趣旨に反しないことは当

然の前提として、変更される事項に応じて、墓地使用権を設定する契約の内

容、当該寺院における慣習及び当該寺院が定める使用規則等を総合的に考慮

して条理に従い定めるのが相当である。そして、本件のような寺院墓地の区

画整理事業に伴う墓地として使用する区画の変更の許否については、事業の

必要性、変更内容の相当性及び合理性、変更のための手続の相当性を考慮し

てこれを判断するのが相当である」と判示した。

　そして上記要件のあてはめとして、本堂と墓地間の往復の不便の解消の利

益、墳墓の集約と本堂建設を内容とする区画整理事業の必要性、敷地面積減

少の割合が少なく、他の檀徒が全員同意していること、移転先区画が典礼施

行に支障がないことなどから、移転先区画への変更を相当と認めた。

ウ　コメント

　一審判決は、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、墓地使用者はこの決定に従って本件区画整理事業に協力

する義務を負うとして、墓地使用契約に基づく墓地使用権もこのような制約

を伴うと判示した。

　これに対して高裁判決は、墓地の半永久的に存続する性質を認めつつ、事

情変更その他特段の事情があるときは、本質的な部分を侵害しない限り契約

内容を変更することができるとし、その判断基準として事業の必要性、変更

内容の相当性、合理性、手続の相当性などを考慮して判断すべきとの基準を

示し、それを本件に具体的に当てはめることにより、より説得力のある判示

をしている点が注目される。

（2）仙台地裁平成22年４月８日判決（判例秘書）

　寺が墓地として使用していた国有地につき、所有権の時効取得を認めた事例

ア　事案の概要

　原告は、曹洞宗の寺院であり、昭和28年５月18日、宗教法人として法人格

を取得した。本件は、原告が本件土地を墓地として使用してきたが、登記簿
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上は登記されておらず、旧公図中には「官林」との記載があることから、原

告が被告（国）に対し、時効により本件土地の所有権を取得したとして、所

有権の確認を求めた事案である。

　本件土地は以前は旧本堂に隣接して存在して墓地として使用されてきた

が、旧本堂が慶応３年（1867年）に焼失して明治の初めに別のところに本堂

が再建された。本件土地は本堂とは離れたが、原告の墓地として管理、占有

されてきており、本件土地には現在も30基以上の墓石が建立され、その家族

が供養を継続している。

　原告は、被告に対し、本件土地が○○27番の土地であるとして所有権の確

認を求めたが、被告は、原告が同土地について所有権を有することについて

不知とし、原告の所有を認めないでいる。○○27番の土地は、古い旧土地台

帳附属地図（以下「旧公図」という。）の中には同地番の土地について「官

林」との記載があるものもある。最近の公図には同地番の土地があるが、同

地番の土地に係る登記記録は存在しない。

イ　裁判所の判断の内容

　裁判所は、〇〇27番の土地について、現在の公図の記載と対比、読取求積

すると、おおむね本件土地の地形と一致するほか、その地積ともほぼ一致す

るとし、また、原告は、遅くとも昭和28年５月18日から現在に至るまで、20

年以上にわたり、継続して本件土地を墓地として使用し、これを管理して占

有していたとした。これによって原告は、本件土地の所有権を時効により取

得したと判示した。

ウ　コメント

　最２小判平成23. ６. ３（判例秘書）は、表題部所有者の登記も所有権の

登記もない土地を時効取得したと主張する者が、当該土地は所有者が不明で

あるから国庫に帰属していたとして、国に対し当該土地の所有権を有するこ

との確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとした。

　本件では、国の所有であることが前提であるが、前記最判の場合でも、

「自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供して自

己を表題部所有者とする登記の申請をし（不動産登記法18条、27条３号、不
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動産登記令３条13号、別表４項）、その表示に関する登記を得た上で、当該

土地につき保存登記の申請をすることができるのである（不動産登記法74条

１項１号、不動産登記令７条３項１号）」として、その方法を教示している。 

（3）広島高裁平成22年９月30日判決（判例集未登載、原審・広島地裁平成21年７

月16日判決）

　墓地管理料の値上げが問題となった事例

　一審判決は、本件墓地についての旧管理規則、旧細則において、永代管理料

を1000円とし、経済変動により著しく不均衡になった場合は変更できるとしつ

つ、工事費用の捻出という理由では著しく不均衡になった場合に当たらない、

昭和49年から30年以上変更されていないが、年額1000円の管理料が現時点にお

いて経済変動によって著しく不均衡になったと認めることはできない、計算書

に記載の支出には、墓地の管理とは直接関連性のない被告の経費も含まれてい

て管理料の変更に合理性があるとは認められない、として、値上げを認めな

かった。

　これに対して控訴審判決は、昭和49年来の消費者物価指数、名目賃金指数の

２つの指標を根拠に、平成22年６月24日以降の墓地管理料を一聖地（0.81㎡）

年額2880円とした。

　なお、これについて寺院が上告等したが、最１小決平成23. ５. 23 はこれを

認めなかった。

（4）最高裁平成22年６月29日第３小法廷判決（判例時報2089号74頁、判例タイ

ムズ1330号89頁、集民登載予定、原審・大阪高裁平成21年６月30日判決、

原々審・京都地裁平成20年９月16日判決・判例秘書）

　葬儀場のフェンスを高くし、慰謝料を支払うよう請求した近隣住民の主張が

認められなかった事例

ア　事案の概要

　本件は、Ｘが、自宅と道路を隔てた土地で本件葬儀場を経営するＹに対

し、その営業により日常的な居住生活の場における宗教的感情の平穏に関す
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る人格権ないし人格的利益を違法に侵害されているなどと主張して、①人格

権ないし人格的利益等に基づき、本件葬儀場の既設の目隠しフェンス（本件

フェンス）を1.5m 高くすることを求め、また、②不法行為に基づき、慰謝

料等の支払を求めた事案である。

　Ｘの居宅と本件葬儀場との間の道路の幅員は15.3m であり、本件葬儀場の

敷地の周囲に設置されている本件フェンスは高さが1.78ｍ（その下にあるコ

ンクリート擁壁を含めると2.92ｍ）であるため、Ｘの居宅の１階からは本件

葬儀場の様子は見えないが、２階のうち本件葬儀場に面した居室等からは、

本件フェンス越しに、本件葬儀場に参列者が参集する様子のみならず、棺が

本件葬儀場の建物に搬入される様子や出棺の際に棺が建物から搬出されて玄

関先に停車している霊きゅう車に積み込まれる様子が見え、Ｘは強いストレ

スを感じている。

イ　下級審の判断

　１、２審は、Ｘが受けている被害が受忍限度を超えると判断し、①本件

フェンスを1.2m 高くすることをＹに命じ、②Ｙが、Ｘの被害の事実を知り

ながら、その遮へい物の設置措置を講じなかったことは、Ｘに対する不法行

為を構成するとして、慰謝料10万円等の支払をＹに命じた。

ウ　最高裁の判断

　これに対し、本判決は、本件葬儀場の様子が居宅から見えることによって

Ｘが強いストレスを感じているとしても、これは専らＸの主観的な不快感に

とどまり、本件葬儀場の営業が、社会生活上受忍すべき程度を超えてＸの平

穏に日常生活を送るという利益を侵害しているということはできず、Ｙは本

件フェンスをかさ上げすべき義務を負わないし、本件葬儀場の営業について

の不法行為責任も負わないと判断して、Ｘの請求をいずれも棄却した。

エ　コメント

　専ら精神的な意味においての「平穏に生活する利益」の要保護性について

正面から判断した最高裁判例は見当たらず、比較的近い事案としては、最一

小判平元. 12. 21民集43巻12号2252頁が、自宅において電話、葉書、スピー

カーによる嫌がらせや非難攻撃を受けないという私生活の平穏を不法行為法
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上の保護すべき利益と位置付け、その侵害が不法行為を構成する旨の判断を

している例がある。

　生活妨害を理由とする損害賠償請求等については、受忍限度論に従って利

益衡量を行い、被害が受忍限度を超える場合に請求を認めるのが、通説・判

例の立場である。受忍限度論は、人が社会共同生活を営んでいる以上、互い

にある程度までは受忍しなければならない範囲の利益又は権利の侵害という

ものがあり、一般通常人ならば社会共同生活を営む上で、当然受忍すべき限

度を超えた利益又は権利の侵害を被ったときに、その利益又は権利の侵害に

違法性があるとするものである。

　同種事案についての下級審裁判例として判例時報などで紹介されているも

のは、自己居住地に近接して個人墓地を構築した隣地所有者に対し、人格権

等に基づく墓石等撤去請求や不法行為に基づく損害賠償請求がされた事案

（広島地判昭55. ７. 31判時999号104頁）や、病院の入院患者らが隣接地に火

葬場が建設されるのは人格権の侵害であると主張して火葬場建設の差止請

求をした事案（東京高判平４. ３. 30東高時報43巻１～ 12号36頁）があるが、

上記のいずれの事案においても受忍限度を超える被害があるとは認められて

いない。眺望侵害や生活環境の悪化についての下級審裁判例も、暴力団事務

所の使用差止請求といった事案を除き、受忍限度についての判断はかなり原

告側に厳しいものとなっており、差止請求及び損害賠償請求とも、認容され

る例は少数にとどまっている。

　なお、近隣問題について従来は、見られたくないものが見られるという場

面（プライバシー）や、見たいものが見えないという場面（眺望権）が議論

されてきた。これに対して、本件は、見たくないものが見えるという問題で

あって、レベルが少し異なるものである。この点は、石松勉の評釈「近隣住

民による葬儀場の営業を理由とする目隠し増設請求等の当否」（福岡大学法

学論叢55巻３･４号479頁）でも指摘されている。その観点から言えば、本件

が、土地建物に対する侵害、人の生命身体に対する侵害でも、プライバシー

侵害でもなく、単に平穏な生活権侵害事例であったこと、心情的、心理的、

情緒的なレベルのものが問題となっていたにすぎないことに起因し、要保護
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性が高度ではないと判断したものと考えられる。

６　宗教上の人格権・プライバシー、名誉の侵害が問題になった判例

（1）名古屋高裁平成22年３月19日判決（判例時報2081号20頁、原審・名古屋地

裁平成21年７月１日判決）

　死刑判決を受けた被告人の手紙の一部を引用する記事を写真週刊誌（フライ

デー）に掲載して公表・頒布した場合において、当該被告人の宗教的人格権・

名誉感情、プライバシー及び著作権の侵害を理由とする当該週刊誌の発行者に

対する損害賠償請求に理由がないとされた事例

ア　事案の概要

　本件は、上告中の刑事被告人であるＸが、その刑事事件の控訴審判決後間

もなく発行された写真週刊誌の記事について、Ｘの文通相手に対する手紙を

公開するなどしており、Ｘの著作権・著作者人格権、宗教的人格権・名誉感

情、プライバシーを侵害しているとして、出版元である講談社に対し、不法

行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円等の支払を求めた事案である。

イ　一審判決の内容

　一審判決は、上記記事がⅩの権利又は法律上保護される利益を違法に侵害

するものではなく、不法行為は成立しないとして、Ｘの請求を棄却したとこ

ろ、Ｘがこれを不服として控訴した。

ウ　控訴審判決の内容

　高裁判決は、「週刊誌に記事を掲載して頒布した行為が、名誉感情の侵害

等（宗教に係る人格的利益を侵して名誉感情を侵害する場合を含む。）とし

て不法行為に当たるのは、その表現行為が著しく侮辱的、誹謗中傷的であっ

て、社会通念上許される限度を超え、一般的に他人の名誉感情を侵害するに

足りると認められる場合に限ると解される。」として、本件記事については、

引用部分は全体として正確に引用されているし、Ｘがキリスト教を信仰し、

真摯に伝道、牧師になる夢や目標を抱いているとしても、本件刑事事件の一

審及び控訴審で前記説示の罪となるべき事実が認定され、控訴審で死刑判決

が宣告されている状況からすると、Ｘの表明している考えをそのまま信用す
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ることはできないとする趣旨で記載された本件記事における上記論評が、人

身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するもの、あるいは社会

通念上許される限度を超えるものとまでいうことはできない等として、名誉

感情の侵害等による不法行為の成立を否定した。

　また、Ｘの、本件記事がＸの宗教活動・信教を不法に冒涜・侮辱している

との主張に対しては、「Ｘが苛酷な幼少時代のハンディにもかかわらず、そ

の後に人格的成長を遂げてキリスト教を真摯に信仰し、真剣に宗教活動を

行っているとしても、本件刑事事件の一審及び控訴審で前記説示の罪となる

べき事実が認定され、控訴審で死刑判決が宣告されている状況において、前

記（3）のとおり、被控訴人の立場から、Ｘがキリストの教えを他者に説い

ているものの、自己の罪責を真摯に反省することが先ではないかとの観点

からこれを批判する趣旨の論評をした本件記事が、未だ著しく侮辱的、誹謗

中傷的であって、社会通念上許される限度を超え、一般的に他人の名誉感情

を侵害するに足りるとまでは解されない」として、不法行為の成立を否定し

た。

（2）東京地裁平成22年５月31日判決（判例秘書）

　被告らが、原告らの名誉を毀損する文書を作成し、電子メールで複数の第三

者に送信したこと等により、名誉を毀損され、精神的苦痛又は無形損害を被っ

たとして、原告らが、損害賠償、謝罪広告を求めた事案で、損害賠償の一部を

認めた事例

ア　事案の概要

　原告組合は、日本人組合員約２万5000人、非居住特別組合員約５万人で、

多数の専従スタッフを擁し、単一の規約及び財政を有している労働組合であ

り、他の原告は組合役員である。

　原告の一部のものが創価学会員であること、創価学会はカルト宗教である

こと、原告組合は創価学会によって支配されていることなどを指摘した文書

をメール送信したことが名誉毀損となるか否かが問題となった。
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イ　裁判所の判断の内容

　本件各記載が原告らの社会的評価を低下させる内容か否かについて

　本件各文書の記載内容について、一般の読者の普通の注意と読み方を基準

として、その意味内容を判断すると、本件記載①は、創価学会が他の宗教を

認めない排他的な宗教団体（カルト）である旨の意見ないし論評を表明し、

かつ原告個人らがこのような創価学会の一員であるとの事実を摘示するもの

であり、本件記載②～⑤は、上記創価学会が原告組合の巨額の資産を取得す

ることを目的として原告組合の役職員等を独占しつつあるとの事実を摘示す

るものであり、本件記載⑥は、原告Ｘ２ら原告組合の幹部が創価学会への入

信の勧誘を行っているとの事実を摘示するものであり、本件記載⑦及び⑧

は、原告Ｘ２が、創価学会が原告組合の資産取得を目的としていることを隠

すために、自らが創価学会の一員であることを否定する言動をしているとの

事実を摘示するものであると解される。

　そして、上記の事実の摘示又は意見ないし論評の表明は、本件各文書の読

者に対し、原告個人らが排他的な宗教団体（カルト）の一員として、原告組

合の資産取得のため原告組合の組織を乗っ取りつつあるとの印象を与えるも

のであり、また、原告組合が排他的な宗教団体（カルト）に組織を乗っ取ら

れつつあるとの印象を与えるものであって、原告らの社会的評価を低下させ

るものであるというべきである。

７　その他の判例

京都地裁平成22年２月５日判決（判例時報2082号105頁）

　神社乗っ取りの目的で、当該神社の代表役員の不実変更登記のため支出した

費用等を損害として求めた損害賠償請求につき、民法708条を類推適用して請

求が棄却された事例

ア　事案の概要

　本件は、原告（遊戯場経営者）が被告から宗教法人を入手できると欺罔さ

れ、その対価を騙取されたとして、原告が、被告に対し、民法709条に基づ

き、詐欺被害金、慰謝料等の支払を求めた事案である。
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　宗教法人 A 神社（京都府舞鶴市）は宗教法人神社本庁を包括団体とする

宗教法人である。ところが、A 神社の法人登記ファイルに、Ⅹが同神社の代

表役員に就任した旨の登記がなされたため、神社本庁は Y が同神社を乗っ

取る目的でなした不実の登記であるとして、公正証書原本等不実記載罪で Y

を告発した結果、X と Y に有罪判決がなされた。

　ところで、X は、宮司資格がない者は A 神社の代表役員に就任できない

ことを知っていたにもかかわらず、宗教法人に対する税金の優遇措置を踏ま

えて、自宅などの固定資産税の免除措置を享受するとともに将来霊園を経営

しようと考えた上で、Y に対して、不実の登記を作出する方法によりⅩが

A 神社の代表役員となることの費用として合計800万円を支払い、さらに X

は、A 神社の鳥居及び社務所を取り壊す権限がないことを知っていたにもか

かわらず、その取壊しの費用として90万円を支払った。

　しかし、Ⅹは目的が達成できなかったため、Y に対して支出した合計890

万円を不法行為に基づく損害賠償として求めた。

イ　裁判所の判断の内容

　裁判所は、「原告に神社に対する信仰心があったことが認められるとして

も、原告の被告に対する上記890万円の損害賠償請求は、不法な原因に基づ

く給付の返還を求めるものであるから、民法708条の類推適用により、これ

を行うことができない。」と判示し、原告の請求を棄却した。

ウ　コメント　

　本件判決は、損害賠償詰求につき不法原因給付の条項を類推適用したもの

であるが、判例時報のコメントでは、この先例として、損害賠償請求に対す

る損益相殺的調整を民法708条の趣旨を考慮して否定したものを挙げている

（最３小判平20. ６. 10民集62. ６. 1488、判時2011. ３）。






