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Ⅰ　はじめに

　2010年１月20日に下された空知太神社事件最高裁大法廷判決（以下、「本判

決」と表記する。）は、その判断枠組や結論について、学界においても社会的

にも大きな反響を呼ぶことになった。従来は憲法20条３項が主役であり、目的

効果基準がその判断枠組として定着していると考えられてきた政教分離訴訟に

おいて、本判決は、同89条および20条１項を参照し、目的効果基準に準拠する

ことなく違憲判断を下した。政教分離原則違反としては２例目、20条１項後段

では初めての違憲判断である。そのこと自体に加えて、「全国的に数千件にと

どまらない」とされる類似のケースが存在し、自治体や宗教団体が対応に苦慮

しているとの報道もなされており、社会的な影響も大であることが明らかに

なっている１）。

　本判決は、従来とは異なる判断手法をとったように見えるにもかかわらず、

先例との整合性や理由付けについて極めて簡素な説明しかしていない。従っ

て、判断枠組をどのように理解すればよいのか、そして多数存在する他のケー
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スへの影響の行方をどのように測ればよいのか、即答することが非常に難しい

問題を本判決は提起している。

　事実、法学研究者からの反応も多く、多数の評釈が出されている。研究者

からの判決に対する評価は、例えば、「まさに画期的であるといえる」２）と評

価するものから、「最高裁には猛省を促したいと思う」３）と批判するものまで、

多岐にわたっている。しかしながら、後述するように、大枠としては本判決に

対する理解はある程度定まってきているのではないかと思われる。

　本報告は、空知太神社事件最高裁大法廷判決の判断枠組を検討し、今回の

ケースについて違憲判断に至った理由を考察し、従来の目的効果基準との関係

を分析しつつ、今後の違憲状態解消において重要となる点を検討してみたい。

　結論を先取りするならば、本判決は、宗教施設への公有地の無償提供は違憲

であることを前提とした上で、全国に存在するとされる公有地上の宗教施設へ

の影響、そしてそこで宗教的活動を行っている人々の信教の自由を考慮して、

おそらくは意図的に、詳細な理由付けや条件付けを省き、また一見「強引」と

もとれるような認定の仕方をしたのではないか、と思われる。つまり、今回の

ケースにおける事実関係のみから、公有地上の宗教施設への対応策を詳細な形

で導いた場合、「信教の自由の保障の確保という制度の根本目的」に支障をき

たす恐れがあると最高裁は考えたのではないか、と推測されるのである。

Ⅱ　本判決の分析

ⅰ）事実の概要

　ごく簡単に事件の事実をふりかえっておきたい。先ず、明治25年頃、地域住

民が五穀豊穣を祈願して、現在の空知太小学校付近に祠を建設した。明治30年

には北海道庁に御貸下願が提出され、これが認められたため、同所に空知太神

社が建立された。明治36年にはこの空知太神社の敷地に隣接して空知太小学校

が建設されたが、昭和23年になって同小学校を増設する必要が生じ、空知太神

社を移転することになった。その際、空知太地区の住民が自らの土地を移転先

の敷地として提供したため、神社施設は一旦私有地に移転し、地神宮も建てら

れた。しかし、固定資産税の負担を解消するために、昭和28年、土地の所有者
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である住民は、当該土地を砂川町に寄付することになる。その際、砂川町議会

は、土地の採納の議決と神社施設のために土地を無償で使用させるとの議決を

行う。その後昭和45年頃、神社施設が存置する土地と土地改良区が所有する隣

接地に、地域住民の集会場として空知太会館が市からの補助金を得て建設され

た。従来の祠は会館内に移設され、新たに鳥居が設置された。平成６年には土

地改良区所有の隣接地を砂川市が買受け、神社施設が存置する土地はすべて市

有地となった。この土地も無償での使用が認められた。

　このような経緯を経て、市有地の神社施設への無償提供行為に対し、原告が

平成11年および15年にそれぞれ地方自治法242条１項に基づく監査請求を行い、

請求は理由がないとの通知を受けたため、平成16年に提訴に至ったのが本件で

ある。

ⅱ）第一審および控訴審判決：「精神」への「トーンダウン」

　第一審および控訴審共に、本件神社施設は明確に宗教施設に当たると認定し

た上で、市による本件土地の取得行為ならびに町内会との使用貸借契約は、そ

の目的が宗教的意義を持つことを免れないほか、その効果が特定の宗教に対す

る援助、助長、促進になることは明らかというべきであり、これによってもた

らされる砂川市と宗教とのかかわり合いは、わが国の社会的・文化的諸条件に

照らし相当とされる限度を超えるものであるとして、目的効果基準に準拠し、

神社施設の収去を請求しない点において違憲と判断した。

　但し、第一審が市の行為を憲法20条３項および89条に違反すると判断したの

に対し、控訴審は、同20条３項違反であり、「憲法20条１項後段、89条に規定

される政教分離原則の精神に
4 4 4

明らかに反するもの」（強調、原文）と判断し、

「トーンをダウン」４）させている。これは、宗教施設性が明確であるとされた

本件神社施設の所有者であり、管理者でもある団体が町内会である、という点

に理由がある。事実控訴審判決は、箕面忠魂碑訴訟における最高裁の判断に

そって、「連合町内会は……特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教活動を

行うことを本来の目的とする組織ないし団体には該当しないというべきであっ

て、憲法20条１項後段にいう『宗教団体』、憲法89条にいう『宗教上の組織若
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しくは団体』には該当しないと解するのが相当である」との判断を示してお

り、本件神社の宗教施設性が明確であっても、これを利用する「宗教団体」が

存在する根拠が薄弱になる。21条１項後段にいう「宗教団体」、89条にいう「宗

教上の組織若しくは団体」の他の候補としては、本件神社それ自体、あるいは

本件神社施設において宗教的な祭礼を行っている氏子集団も存在する。しかし

これについて第一審判決は、「Ｓ神社あるいはその氏子集団には法人格あるい

は権利能力のない社団性を認めることはできない」とし、特に氏子集団に関し

ては「役員や氏子に関する規約はなく」、地域住民の有志組織であり、「氏子集

団の構成員を特定することができず……役員の選出についても一義的に明確な

手続はなく、多数決原理が取られているということもできない」として、氏子

集団についても宗教団体性を否定しているのである。それでもなお、第一審が

89条違反と断じたのは、本件神社施設の「配置等を含む外形及び用途」といっ

た外形的側面から、法人格の有無にかかわらず、宗教団体性を認めたためでは

ないかと思われる。この点は、後述する最高裁の判断にも少なくない影響を与

えていると思われる。

ⅲ）本判決の判断枠組

　続いて、最高裁大法廷判決の判断枠組を確認する。

　本件における最高裁の判断の特徴としては、目的効果基準を始めとする先例

が確認してきた幾つかの点に言及していないものの、大枠としては従来の判断

枠組みを踏襲したものであって、裁判官も判断枠組そのものには異を唱えてい

ない点があげられる。それゆえ、「先例の単なる踏襲でも全くの変更でもな」

いとの評もある５）。事実、本判決は津地鎮祭判決と愛媛玉串料判決を参照し、

判例変更をしていない。

　第一に、本判決は、政教分離原則に関する原理論を確認するに当たり、20条

３項には言及せず、89条をメインに据えて判断を展開していくことになる。先

ず、憲法89条の趣旨を「国家が宗教的に中立であることを要求するいわゆる政

教分離の原則を、公の財産の利用提供等の財政的な側面において徹底させると

ころにあり、これによって、憲法20条１項後段の規定する宗教団体に対する特
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権の付与の禁止を財政的側面からも確保し、信教の自由の保障を一層確実なも

のにしようとしたものである」とする。ここでは、従来「中立性」の語と共に

併記されてきた「非宗教性」という言葉が抜けている６）。

　第二に、先例と同様、相対的分離の立場が再確認される。判決では、「憲法

89条も、公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが、わが国の社

会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的

との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さな

いとするもの」と述べられている。但し、従来確認され続けてきた「制度的保

障」への直接の言及がなく、判例が「この理論から距離を置き始めているよう

にみえる」とされる７）。

　第三に、公有地上の宗教施設に関して厳格な判断方法を取ることが示唆され

る。最高裁は、「国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地と

しての用に供する行為は、一般的には、当該宗教的施設を設置する宗教団体等

に対する便宜の供与として、憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわ

なければならない」として、先ず違憲性の推定を働かせた上で、「文化的ある

いは社会的な価値や意義」がある場合にはその違憲性を軽減していくという思

考枠組を提示している。この点は、「『原則分離例外許容論』に類似した思考」

であり、「本来20条３項目的効果基準により違憲を導くことができないような

場合をも違憲と結論させるものと見ることができそうである」との指摘８）が

あるように、本件で最高裁は従来と比較して厳格な判断方法を選択したように

思われる。

ⅳ）目的効果基準との関係

　第四に、従来の目的効果基準に言及せずに、合憲性を判断する際の考慮要素

を提示し、「諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき」

とした。本判決の判断基準が「総合的判断基準」あるいは「総合判断論」など

と呼ばれる所以である。

　本件において最高裁が挙げる考慮要素は、①宗教的施設の性格、②土地が無

償で施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、③無償提供の態様、④一
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般人の評価の四点を挙げ（正確には「等」を入れており「⑤その他」もあり得

る）、これらの「諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべ

きもの」としている。この点は、従来目的効果基準が、「当該行為の外形的側

面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一

般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的および

宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事

情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない」としてい

た点と比較すると、考慮される要素が大きく異なっている。この考慮要素につ

いては、「およそ法的争訟の裁定に当たっては常にカウントされる要素を並べ

ただけのもので、主観的判断が入り易く、むしろ目的効果基準より一層曖昧な

枠組である」との指摘９）もあれば、これとは逆に、総合的判断基準の場合は

「一般人の判断」のみが主観的な判断であって「主観的要素とみえるものが少

ないことを指摘することができる」との指摘10）もあり、評価が分かれている。

　しかし少なくとも、相対的分離を前提とし、結局は「諸般の事情を考慮し、

社会通念に照らして」判断するという先例と共通の部分に着目すれば、最高裁

が政教分離原則に関する従来の判断枠組を本質的に変更したわけではなく、本

件における判断枠組は、「憲法20条３項に違反するか否かを判断するための枠

組を本件89条事案に即してアレンジしたもの」11）とみることも可能であろう。

　調査官解説も、①「我が国の社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限

度を超えるもの」にあたるか否かという判断枠組みを「基底的判断枠組み部

分」とし、②先例における「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び

効果にかんがみ」という①の枠組に沿った判断をする上での「着眼点提示部

分」を区別し、本判決によって変更が加えられたのは後者であって、前者につ

いては「いささかも変更が加えられていない」とする。この点からして、本判

決は従来の判例と連続しない部分も相当程度みられるものの、それ以上に多く

の連続性を有しており、むしろ「従来の判例に基本的に変更は加えられていな

いとみるのが自然な理解」と指摘しており12）、妥当であろう。

　では、なぜ目的効果基準をストレートに適用することを避けたのか。

　先ず、本件においても「目的」と「効果」が全く考慮されていないわけでは
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ない。「目的」と「効果」を明示してはいないものの、実際の判断過程におい

ては、「本件利用提供行為は、もともとは小学校敷地の拡張に協力した用地提

供者に報いるという世俗的、公共的な目的から始まったもので、本件神社を特

別に保護、援助するという目的によるものではなかったことが認められる」と

しており、砂川市の土地取得の際の「目的」を考慮している。また、「効果」

に関しても、「本件利用提供行為は、その直接の効果として、氏子集団が神社

を利用した宗教的活動を行うことを容易にしている」と認定しており、「『目

的』と『効果』が判断の指標としての意義を全く失ってしまったわけではない

ことを示唆している」とされる13）。

　しかしながら、目的効果基準への直接の言及が避けられていることも確かで

ある。その理由として、二つの説明の仕方がある。

　第一の説明の仕方は、本件建物の宗教施設性が明白であることを理由とする

ものである。本件判決における藤田宙靖裁判官の補足意見は、目的効果基準が

機能してきたのは「問題となる行為等においていわば『宗教性』と『世俗性』

とが同居しておりその優劣が微妙であるときに、そのどちらを重視するかの

決定に際して」であり、「明確に宗教性のみをもった行為」や「それが如何な

る目的をもって行われたかが問われる場面」ではないと指摘する。その上で、

「本件利用提供行為が専ら特定の純粋な宗教施設及び行事（要するに『神社』）

を利する結果をもたらして」おり、その意味で従来の判例と本件とは区別さ

れ、「本件における憲法問題は、本来、目的効果基準の適用の可否が問われる

以前の問題である」と指摘するのである。

　第二の説明の仕方としては、本件利用提供行為の継続性・集積性あるいは不

作為性を理由とするものがある。本件利用提供行為は、「いわば受動的ないし

自然の経緯的要素ともいうべき要素が多分にあり、何らかの宗教目的があって

砂川市が自らの方から新しいアクションを起こしたとはいいがたいケースであ

るだけに、目的に即して、あるいは目的を捉えて、本件利用提供行為の憲法適

合性を論じることが妥当かどうか、疑問が抱かれる事案」であり、同時に「い

わば状態ないし結果として見ると、やはり憲法89条に違反する疑いはぬぐえな

い」14）というケースである点に特徴がある。すなわち、特定の単発的行為が問
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題になったケースではなく、当初の行為を発端とし、紆余曲折を経てさらに継

続性が付加されたケースということである。

　この点は、第一審判決と控訴審判決の微妙な違いにも表れている。第一審判

決は、目的効果基準に従って市の土地取得の目的を検討する際、「砂川町は、

上記施設のために上記両土地が使用されることを認識して採納の議決をし、そ

の所有権を取得したといえるから、上記両土地の取得の目的は宗教的意義を有

する」と判断した。これに対し、控訴審判決は、「砂川町が上記両土地を取得

した目的は、祠等の宗教施設の維持存続にあることは否定し難く、宗教的意義

を有するものと言わざるを得ない」と認定している。控訴審判決は、「使用さ

れることを認識して」ではなく、「維持存続」のために取得したとして、継続

性という時間的要素を意識的に取り込もうとしたようにみえる。

　この点については、特定の公的行為について宗教とのかかわり合いが問われ

る作為のタイプ（特定的行為型）には目的効果基準が適用され、長期にわたる

諸処の行為の集積による現状が問われる放置・作為のタイプ（諸行為の累積

型）の場合には、総合的判断がなされるという整理15）が提示されており、本

件については後者が当てはまると判断されたのではないかと思われる。調査官

解説も、目的効果基準という「従来型の着眼点で行為の目的を審査するといっ

ても、どの時点におけるどの行為者の目的を問題とすればよいのか、効果を審

査するといっても、どの時点における誰を基準とした効果を審査すればよいの

かといった問題に直面せざるを得ない」という「事案の特殊性」にかんがみ、

従来の判例における「着眼点提示部分」を修正したものと説明している16）17）。

　従って、「本判決を前提としても、長期継続行為以外の単発的あるいは短期

的な行為については、従来同様の議論が展開される可能性が高い」18）のであ

り、事実、本判決以後に出された白山比咩神社事件最高裁判決では、目的と効

果に着目した判断がなされている。また同時に、本件で示された判断枠組は、

「『宗教団体』の利用する宗教的施設への公有地の無償提供という限定された類

型の事例を念頭に置いたものであって、同じ89条に関わる事件でも事案の特徴

が異なる場合に、どのような判断が行われるべきかは、開かれたままにとど

まっている」19）とみることが適切であろう。
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ⅴ）宗教性の判断と氏子集団の位置付け

　次に最高裁が判断を下すに当たって、実際にとった判断過程を検討したい。

　既に述べたように本件において考慮された点は、（1）当該宗教的施設の性

格、（2）経緯、（3）利用提供行為の態様、（4）一般人の評価である。

　先ず、（1）宗教的施設の性格についてであるが、法廷意見は「本件神社物件

は、一体として神道の神社施設に当たるものとみるほかはない」とし、そこで

行われる諸行事の態様と併せて、本件神社の宗教性および程度を判断してい

る。

　（2）土地取得の経緯に関しては、「もともとは小学校敷地の拡張に協力した

用地提供者に報いるという世俗的、公共的な目的から始まったもので、本件神

社を特別に保護、援助する目的によるものではなかったことが認められる」と

するが、次の本件利用提供行為の具体的態様にかんがみると、「当初の動機、

目的」が特定の宗教に対して特別の便益を提供しているとの評価を左右するも

のではない、として斥けている。

　（3）本件利用提供行為の態様については、氏子集団の存在、「対価を得てい

ない」という無償性、「宗教的活動を容易にしている」という便益の享受、さ

らに長期性及び継続性を検討し、（4）一般人の目からすると、「市が特定の宗

教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得

ない」として、89条違反、ひいては21条１項後段違反と判断した。最高裁は特

に（1）と（3）の要素を考慮しつつ、「市の行為の違憲性を弱める要素を低く

評価し、逆にその違憲性を強める要素を高く評価したのである」とされる20）。

　この判断過程について、何点か疑問が提起されている。

　先ず、本件利用提供行為の宗教性に関して、「行為の『宗教性が明白』とす

る判断は、結論先取り的である」との指摘21）がある。また、甲斐中裁判官ほ

か四名の裁判官の意見は、①本件建物全体の利用実態や構造、住民が私財をな

げうって町の公教育のために土地を提供した経緯、神社における神職の不存

在、氏子集団における組織の不明確さ、地元住民の評価を挙げて、「外形のみ

ならず実態に即して、文字通り総合的に判断する」必要があるとし、「本来の

意味での総合的判断がされていないきらいがある」と法廷意見を批判する。ま
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た、②「一般人の評価を検討するのであれば、まず、当該宗教施設が存在する

地元住民の一般的な評価を検討しなければならない」とも指摘する。

　しかし、何が「本来の意味での
4 4 4 4 4 4 4

総合的判断」にあたるかを一義的に決定する

のは困難であろう。調査官解説によれば法廷意見は、本件神社物件の配置状

況、氏子集団による年数回の祭事とその排他的使用、空間の一体的使用を視野

に入れた「総合的な判断」により、宗教性の有無及び程度が判断されている

とされる22）。また、「89条違反が問われた本件では特定の宗教に特別な便益が

供与されたかがもっとも重要な点」であるとすれば、四名の裁判官の意見が

指摘する諸点は「周辺的な事象に限ら」れている23）きらいがある。「一般人の

評価」という点に関しても、「政教分離原則の判断において重要なのは、特殊

な知識を持つ者（例えば、本件神社を先祖の慣習だとする知識を持つ「地元住

民」）の観点ではなく、一般人から見た場合の宗教性の有無である」24）といえ

よう25）。

　また、堀籠反対意見は、自然発生的で特定の教義や経典の無い神道を「政教

分離原則の適用上、抽象的に宗教一般として同列に論ずるのは相当ではない」

とし、「多数意見は、日本人一般の感覚に反するもの」と指摘する。しかし、

「政教分離の問題は、対象となる宗教の教義の内容如何とは明確に区別される

べき問題」（藤田裁判官）であり、また「生活の一部となっている」として神

道の習俗性・世俗性を強調する認識の仕方は、政教分離原則の趣旨からしても

相当とはいえないであろう26）。

　さらには、氏子集団を89条にいう「宗教団体」として認定したことにも疑問

が呈されている。既に述べたように、第一審と控訴審は氏子集団の法人格ある

いは権利能力なき社団性を否定している。しかし、下級審の事実認定を引き継

いでいる筈の最高裁が、氏子集団を「宗教団体」と認定したことには「齟齬」27）

があり、また、「本件でかかる不定型で曖昧な氏子集団を『宗教団体』と認定

した上で、市の土地提供をこれへの『特権』付与と構成するのは、やや強引な

感も拭い去れない」28）とも指摘される。

　この点については、端的に「政教分離に関する『宗教団体』の認定にあたり

教義教典組織の有無を判断指標としない『広義説』へのドグマーティクの変容
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を、推知するほかない」との指摘29）がある。前述の第一審判決と控訴審判決

の参照条文の違いに、既に広義説と狭義説の対立を看取する指摘もあり30）、上

告審の裁判官たちが広義説を意識していた可能性はある31）。いずれにせよ、調

査官解説が指摘するように、「土地利用の目的及び現実の利用形態といった実

質面を重視するならば、むしろ、本件において憲法89条、20条１項後段を適用

することこそ、事案に即しているということも可能」といえるのではないか。

調査官解説は、学説における広義説を紹介した上で、①本件氏子集団が町内会

とは別に「社会的に」実在している団体であること、②「本件神社物件は……

その宗教的施設としての性格に着目する限り……本件氏子集団の崇拝する氏神

の鎮座する聖域ないし宗教的空間の構成物としてのみ意味を有し、専ら同集団

の執り行う祭事に供されることをその本来の目的とするものである」こと、③

「本件使用貸借契約に当たっては……専ら本件氏子集団によるその性格に応じ

た用に供されることを予定するものであ」り、その「便益を実質的ないし最終

的に享受するのが本件町内会ではなく本件氏子集団であることを当然の前提と

して上記契約を締結し、実際にも、上記のような利用の形態を保ちつつ、その

履行を継続してきたもの」であることを「実質面」として挙げる32）。

　加えて、最高裁が「『氏子集団』を敢えて実体化し」た「目論見」について

の蟻川教授の指摘を参照しておきたい。「それを解明する鍵は、本件利用提供

行為を違憲であるとした上での……『後始末』問題に対する最高裁の接近の仕

方の裡に見出すことができる」33）とするものである。これによれば、「全国で

無数にあるといわれる市有地上の神社施設をどう取り扱うかという問題一般を

見据え、神社物件の撤去請求を認容する以外の解決策を模索しようとする最高

裁の志向を看取することが可能であ」り、「下級審が、町内会によって表象す

るより他はないと性格づけた氏子集団を、最高裁が、にも拘らず、『町内会と

は別に社会的に実在しているものと認められる』と述べてまで、実体化し、対

象化したのは、このためであったと解するのが、最高裁2010年判決のありうべ

きひとつの読み方であると思われる」とされる。すなわち、本件において多数

意見は、本件提供行為が宗教性を帯びており違憲であることを前提とした上

で、自らの判断が及ぼすであろう社会的影響力の大きさに鑑みて、一定の「無
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理」をしてでも「氏子集団」を宗教団体とし、さらに信教の自由の主体とする

ことで違憲状態解消策への条件付けを試みたのではないかとの見方である。と

はいえ、蟻川教授自身が危惧する通り34）、氏子集団の信教の自由が過度に強調

されることには危険性が伴うことも留意すべきであろう。

ⅵ）違憲状態の解消策

　最後に違憲状態の解消策について検討しておきたい。多数意見は、本件利用

提供行為の現状が違憲である理由は、「本件氏子集団に対し、長期にわたって、

無償で土地を提供していることによるものであって、このような違憲状態の解

消には、神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得るとい

うべき」とし、①全部譲与、②一部譲与、③有償譲渡、④適正な時価による貸

与等の方法があると指摘する。そして、砂川市には「諸般の事情を考慮に入れ

て、相当と認められる方法を選択する裁量権がある」とする。その際、「直接

的な手段に訴えて直ちに本件神社物件を撤去させるべきものとすることは……

本件町内会の信頼を害するのみならず……氏子集団の構成員の信教の自由に重

大な不利益を及ぼすものとなることは自明」として、「政教分離違反解消措置

と信教の自由とを調整する必要があるという発想」35）を明らかにする。そして

「他に選択することのできる合理的で現実的な手段が存在する場合には」本件

神社物件の撤去及び土地明渡請求をせずとも直ちに違法とはならない、として

審理を尽くさせるために本件を差戻したものである。

　差戻後の札幌高裁は、最高裁が①本件土地の一部を「適正な時価で貸し付け

ることを容認」している点、②「本件利用提供行為が、もともと小学校敷地の

拡張に協力した提供者に報いるという世俗的、公共的な目的から始まったも

の」であり、このような事情を「解消手段の選択においては十分に考慮される

べき」とした点、③Ｓ連合町内会の信頼、地域住民の宗教的活動、氏子集団の

構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼさない解消策である点を指摘したこ

とを挙げた上で、「宗教団体たる氏子集団から市有地使用の対価を一切得てい

ないことが政教分離原則に反するから、その設置の適切な対価を得るための現

実的かつ合理的な手段の存否を審理」することが差戻しの趣旨であるとして、
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解消策を検討する。そして砂川市提案の通り、「神社」表示を撤去し、地神宮

の文字を「開拓記念日」に掘り直し、祠を鳥居付近に移設し、面積52平方メー

トルの敷地として氏子集団に賃貸する（名義は氏子総代、年額３万4762円）と

いう解消策を、「氏子集団の構成員らの信教の自由を保障するための手段」で

あり、「違憲性を解消する手段として合理的で現実的なもの」と認定した。

　この点については、本件の背景的事情として国公有境内地に関する沿革と現

状を踏まえる必要がある36）。国公有地が宗教施設の敷地として利用されている

背景には、戦前の社寺上知、地租改正、寄附等の沿革的理由があり、戦後の

「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」（国有境内地処

分法）の趣旨やその運用からして、必ずしも宗教的施設の撤去が唯一の違憲解

消策ではないことは明らかであろう。戦後に住民からの寄附という形で公有地

化した本件の事情が、国有境内地処分法の趣旨にストレートには当てはまらな

いとしても、信教の自由と政教分離の衝突を調和させる観点から、無償譲与を

含む違憲解消策を選択するということは許容されるであろう37）。

　一方で、本判決が本件土地を「適正な時価で貸し付ける」方法でも、違憲状

態を解消できるとした点には注意が必要とし、「ある土地を、あらゆるものに

平等に貸与することはできない。そうすると、公有地の貸与は、有償であった

としても、他の者には与えられない土地利用機会を特別に付与するものだと理

解すべきである」とする指摘があることには留意しておくべきであろう38）。調

査官解説も「政教分離の建前からいえば、公有地を宗教施設の用に供するため

に貸し付けることは、決して好ましいことではない」としつつ、「それによっ

て一般人の違和感を緩和させ、市が特定の宗教を特別に援助しており、その宗

教が他の宗教とは異なる特別のものであるとの印象を減殺させ得るものである

から、有効な手段となり得ると解」している39）。違憲性を解消するために「相

当と認められる方法を選択する裁量権がある」とされた行政側は、上記の点を

含めて、「諸般の事情」を慎重に考慮することが求められるのではないか。

Ⅲ　おわりに

　本判決は、確かに目的効果基準を参照せず、従来の判例と不連続の部分も多
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い。しかし、これまで検討してきたように、基本的な構造としては先例の「基

底的判断枠組み部分」を共有し、本件の事柄の性質を総合的に考慮して柔軟か

つ現実的に判断したものであり、大枠を変更するものではない。また、本判決

が及ぼしかねない「混乱」を指摘するものもあるが、むしろ本判決は、氏子集

団の宗教団体性を認め、政教分離の要請と信教の自由の保障との調整をはかる

柔軟な判断枠組みを提示したものと評価すべきであり、必ずしも懸念する必要

はないのではないかと思われる40）。明示的な根拠づけや説明が不足している部

分については、今後の事例の集積を待つほかないであろう。

　むしろ本件が示唆するところは、政教分離訴訟における違憲審査基準を、と

もすれば目的効果基準のみに限定してしまう「硬直的な」思考の危険性であろ

う41）。「一見すると安定的に用いられてきた目的効果基準の役割は、憲法が定

める政教分離規定すべてに妥当する正当性判定にあったわけではないことにな

る」42）。従って、学説の今後の課題としては、判例の判断枠組みに寄り添いつ

つも批判的な視点からこれを吟味し、国家と宗教のかかわり合いに関する類型

論をより深化させることであろう43）。本判決は、その意味で「かなり抽象度の

高い、汎用性のある一般的基準」を先例から土台として引き継ぎつつ、まさに

「政教分離原則適合性に関する最高裁判例の原点に立ち返るものであるとさえ

いえる」であろう44）。

＊なお、本稿は報告当日に使用した報告原稿を基にしているが、質疑応答をうけて報告趣

旨を明確化し、報告後に公表された論稿を反映するために加筆修正した部分があること

をご寛恕いただければ幸いである。
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上１事件）　【3】市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供して

いた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条３項、89条に違反しないとされ

た事例（第２事件）」民商法雑誌143巻１号（2010年）62頁。

９）小林武「最高裁における政教分離の判断方法―空知太神社違憲判決と富平神

社合憲判決―」愛知大学法学部法経論集187号（2010年）87頁。

10）前掲小泉（注８）62頁。但し評釈は、「個別意見をみると、89条総合判断論が

より明確な判断枠組みだと私が述べたにかかわらず……、89条総合判断論も『諸

般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する』ものであり―どの

ように総合的に判断するかは目的効果基準よりも不明確かもしれない」とも述べ

ている（同65頁）。

11）前掲野坂（注６）168頁。

12）清野正彦「１市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利

用に供している行為が憲法89条、20条１項後段に違反するとされた事例　２市が

連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為

が憲法の定める政教分離原則に違反し、市長において同施設の撤去及び土地明渡

しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして、市の住民が怠

る事実の違法確認を求めている住民訴訟において、上記行為が違憲と判断される

場合に、その違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否
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かについて審理判断せず、当事者に対し釈明権を行使しないまま、上記怠る事

実を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例」法曹時報63巻８号（2011

年）168 ～ 170頁。

13）前掲野坂（注６）169頁。前掲小泉（注８）も、「89条違反の判断方法において

も目的・効果が部分的にせよ考慮されている」とする。

14）前掲安藤（注４）12 ～ 13頁。

15）安西文雄「政教分離と最高裁判所判例の展開」ジュリスト1399号（2010年）62頁。

16）前掲清野（注12）171頁。さらに、「目的及び効果という硬直的な枠に当てはめ

ることは、事案に即した着眼点を発見する可能性を損ないかねないもののように

思われ」、「従前の最高裁判例による憲法判断の枠組みは……必ずしも目的及び効

果からする硬直的な判断をすべきものとしていたものではない」と指摘する（同

173頁）。

17）ただし、長谷部恭男「目的効果基準の『目的』」同『続・Interactive 憲法』

（有斐閣、2011年）132頁注12 は、不作為性・継続性といった特殊性があるとな

ぜ目的効果基準が採用されないのか理由は明らかではなく、「本件の特殊性は、

新たな判断枠組みの下で違憲との結論が下されるにあたって考慮された諸般の事

情の１つと考えるのが穏当」と指摘するに留めている。ジュリスト1399号掲載の

調査官解説の理解の仕方についても、「本件の特殊性を目的効果基準を採用しな

かった根拠として提示しているようには、見受けられない」とする（同）。

18）木村草太「空地太神社事件上告審判決」自治研究87巻４号（2011年）139頁。

19）林知更「『国家教会法』と『宗教憲法』の間―政教分離に関する若干の整理」

ジュリスト1400号（2010年）85頁。

20）前掲小泉（注８）64頁。

21）小泉良幸「政治と宗教との『かかわり合い』―砂川市市有地無償貸与違憲判

決（最大判平成22年１月20日）に即して」法律時報82巻４号（2010年）２頁。但

し、「『宗教性が明白』とする判断を導出し、それを正当化する議論が必要だ」と

して、「endorsement test の基礎にある考え方からすれば、政教分離原則は、

右危険性の現実化を予防するために、政府が、宗教を≪是認≫するメッセージを

伝達することを無差別に禁止する」もので、「X 市の土地提供が、宗教的少数者

に対して伝達するメッセージは、X 教に対する≪肩入れ、是認≫以外の何もので

もない」として違憲との結論は変わらないとする。

22）前掲清野（注12）164頁。

23）前掲小泉（注８）65頁。

24）前掲木村（注18）140頁。

25）この点は、本件と共通点の多い大阪地蔵像事件からしても一層重要である。同

事件では、地域住民により構成される「町会」（ないし町内会）による地蔵像の

建立が問題となったが、このような非宗教団体による宗教的活動につき、「住民
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の信仰の多様性を考えるならば、地蔵信仰になじめない信条をもつ者の信教の

自由を侵害する」と指摘するのは、桐ヶ谷章「地蔵像建立のための市有地の提供

―大阪地蔵像訴訟」憲法判例百選Ⅰ［第５版］（2007年）109頁。林知更「市有

地上の神社と政教分離原則」平成19年度重要判例解説（2008年）15頁も参照。ま

た、「本判決は原審と異なり、町内会と氏子集団を区別し後者を宗教団体と性質

決定した点で［大阪地蔵像事件最高裁判決との］事案の共通性が失われた」と指

摘するのは、塩見佳也「空知太神社政教分離違反最高裁判決」法政研究78巻２号

（2011年）228頁。実際本件判決は、大阪地蔵像最高裁判決を明示的には参照して

いない。

26）前掲長谷部（注17）130頁注10 は、「特定宗教の儀式が世俗的習俗に転化する

との認識は、特定宗教の命ずる内容が世俗の領域の『しきたり』となって社会生

活の規範となる余地を正面から認めるものであり、政教分離原則の趣旨を根底か

ら覆す危険性を孕んでいる」と指摘する。また、「規範的な観点から事実認定を

行う」田原補足意見と、「規範的な評価の観点がなく（社会的多数者によって受

容されている）実態から規範の意味を評価する」４人の裁判官の共同意見の相違

を見出すのは、前掲塩見（注25）229頁。

27）高畑英一郎「市が住民団体に神社の保持のために市有地を無償貸与すること

は、憲法89条に違反するとされた事例―空知太神社訴訟事件―」日本法学76

巻３号（2010年）178頁。但し、「本判決により『宗教上の組織若しくは団体』の

定義が黙示的に変更されたとの理解もありえよう」と指摘する（同188頁注11）。

28）前掲林「『国家教会法』と『宗教憲法』の間」（注19）95頁。但し、「むしろ本

件は、地域住民の行う習俗的性格をも併せ持った宗教上の交流に市が歴史的経緯

から一定の便宜を提供してきたことが、憲法の定める限界を踏み越えていない

か、という問題として主題化した方が、事柄の性質により適合的な可能性もある

ように思われる（筆者の見解としては、仮にこのように解した上でも、原審同様

に違憲とされるべきものと考える）。」としている。また、この点について前掲安

藤（注４）16 ～ 18頁は、「強い疑問が抱かれる」「実態に即しているのか、甚だ

疑わしい」「強引」と指摘しつつも、「「むしろ1審判決のように法人格の有無等に

かかわらず、Ｓ神社という施設そのものも『宗教上の組織若しくは団体』に該当

するとみなし……また、公金や公の財産の宗教上の組織もしくは団体への支出・

提供が認められれば、特別の事情が無い限り、憲法89条違反となるのが原則であ

るとの立場にたってそういう方がむしろ自然ではないか」と指摘する。

29）前掲塩見（注25）228頁。

30）前掲林「市有地上の神社と政教分離原則」（注25）15頁。

31）前掲塩見（注25）は、箕面忠魂碑訴訟で示された89条に関する最高裁の見解と

の整合性につき、「藤田・田原補足意見が先例の中の少数意見の論証を明示的に

引証し、そこから翻って、法廷意見に補完的な論拠を与えている、と推測する」
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とする（228頁）。

32）前掲清野（注12）154 ～ 155頁。同解説は、「本判決が本件氏子集団という宗教

団体の存在を正面から肯定し、これを足掛かりに憲法89条を直接適用した意義は

大きい」とする（165頁）。

33）蟻川恒正「政教分離と信教の自由」樋口陽一ほか『新版 憲法判例を読みなお

す 下級審判決からのアプローチ』（日本評論社、2011年）103 ～ 104頁。

34）同105頁は、「一般に、ある者が宗教的行為の主体であるという記述上の評価

は、その者が信教の自由の主体であるという規範的評価を当然には帰結しない」

とし、「政府の行為が政教分離に反するかどうかを判定するに当り、当該行為に

利害関係を有する私人の信教の自由の価値を援用することに対しては、それが当

該私人と対抗的利害関係に立つ者の人格的利益を脅かしかねないという意味にお

いて、高度に慎重である必要がある」と警告する。また、宗教法本号所収の「パ

ネルディスカッション」における嘉多山発言が提起する問題も参照せよ。

35）前掲小泉（注８）68頁。

36）国公有境内地の沿革と憲法解釈については、大石眞『憲法史と憲法解釈』（信

山社、2000年）199 ～ 263頁および宗教法本号の大石論文を参照。また、前掲清

野（注12）142 ～ 148頁参照。

37）大石眞「寺院に対する国有地の譲与」芦部信喜・若原茂編『宗教判例百選［第

２版］』（有斐閣、1991年）61頁、前掲長谷部（注17）134頁。

38）前掲木村（注18）144頁。また、本件土地の一部が寄附されたものであった事

情から、本判決の記述は「単純に〈有償であれば宗教団体に公有地を貸与しても

良い〉と述べたものと解すべきではない」（同頁）と指摘する。加えて前掲蟻川

（注33）105頁は、先述の氏子集団の位置づけに関連して、「最高裁は、本件にお

いて、信教の自由を、神社物件等の撤去を求める原告の請求を封じる強力な規範

的価値として『再発見』して」おり、差戻審が「市有地に神社施設を残存させた

まま……有償貸与することによって『違憲状態の解消』が成ったとみなしたこと

は、最高裁によって『再発見』された信教の自由が、今後、極めて強力な価値と

して、政教分離に関する諸判例によって援用されていくであろう事態を予感させ

る」とする。

39）前掲清野（注12）179頁。

40）前掲塩見（注25）230頁は、「本判決につき、全国各地の同様のケースへの波及

や本件類似の外形的事実をもつ団体の存立が危ぶまれるとの懸念が指摘される

が、失当である」とし、「本判決を、政教分離事案の判断過程の明確化、並びに、

本件施設のコミュニティーにおける価値への配慮の要請と行政の憲法適合性確保

の要請のディレンマに巧みな構成をもって解決した点において支持する」と評価

する。

41）前掲林「『国家教会法』と『宗教憲法』の間」（注19）86頁は、「津地鎮祭事件



165空知太神社事件最高裁判決と目的効果基準

以降ほぼ事実上の定着を見せた『政教分離違反の有無＝目的効果基準違反の有

無』という一見分かりやすい等式は、本来より複合的なものとして理解されるべ

き憲法の規範的要請や、より差異化された扱いを必要とする複数の異質な諸問題

を、その単純さによって覆い隠してしまう危険を併せ持っていた。これに照らす

と、空知太神社事件における目的効果基準からの離反は、我々がかような津地鎮

祭事件の呪縛を逃れて政教分離の構造をもう一度問い直すために、少なくとも一

つの有益な契機を提供するもの」とする。

42）井上典之「政教分離規定の憲法判断の枠組み」論究ジュリスト１号（2012年）

130頁。

43）佐々木弘通「憲法学説は政教分離判例とどう対話するか」法律時報82巻８号

（2010年）78頁は、政教分離判例を対象とする憲法判例研究の多くは、『実務の側

から耳を傾けてもらえる内容』となっておらず、まさにそのゆえに裁判実務への

影響力を発揮しにくいものとなっているのではないか」との問題意識を提示す

る。

44）前掲清野（注12）173頁。

　






