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パネルディスカッション

司会　片桐　直人（近畿大学）

司会（片桐直人・近畿大学）　パネルディスカッションの司会をさせて頂きま

す近畿大学の片桐直人でございます。事前にかなりの数の質問表を頂いており

ます。まず複数の先生にご質問のある方からお受けし、その後個々の先生に対

する質問を受けるという形でディスカッションを進めさせて頂きたいと思いま

す。

小島伸之（会員・上越教育大学）　最高裁が『「地元住民」多くの意向』（＝「多

くの国民」＝日本人一般の感覚（堀籠意見））とは区別される「一般人の評価」

を判断の根拠としたことについて、どの様に評価されるでしょうか。また最高

裁の想定する「一般人」とはどのような存在であると考えるべきでしょうか。

田近会員と中島会員と大石会員にお伺いしたいと思います。

田近　肇（報告者・岡山大学）　最高裁の想定する「一般人」とはどのような

ものと考えるべきかという点は、ロースクールで学生に聞かれて困る質問の一

つです。最高裁が「一般人」という言い方をするのは、何も政教分離の分野だ

けではありません。例えばプライバシー侵害の場面とか、あるいは法令の明確

性が問題となるような場面でも、この言葉は出てくるわけです。ですから、最

高裁が政教分離の分野で「一般人」という言葉を用いるときに、アメリカ的な

合理的観察者という議論を念頭に置いているのかは、正直よく分かりません。

あるいは、最高裁が「一般人」と言うときには、合理的観察者云々というより

は、他の法分野で使われているのと同じような意味でこの語を用いているので

はないかとも思われます。そうだとすると、通常の判断能力を有する一般人と
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いうような言い方とそれほど違わないのではないかという気がしています。

中島　宏（報告者・山形大学）　今、田近会員からお話があった通り、一般人

という言葉を最高裁がどう使っているかということに関してはかなり幅がある

言葉であろうと思われます。意地の悪い言い方をすれば、都合のいい言葉であ

ると。ただ、地元住民であるとか、あるいは日本人一般と言っていいかという

問題はやはり考えておくべきかと思います。地元でどう評価されているかとい

うことはもちろん考慮しなければならない場面もあるかと思いますが、何か特

殊な知識を有している人という意味ではない、という意味で一般人というしか

ないのかな、と今のところは考えております。

大石　眞（報告者・京都大学）　特に付け加えることもないのですが、従来の

裁判所からの使い方から言うと、大きく２つに分かれるのではないかと思いま

す。いろいろな条例等を読み解く時に、普通の能力を持っていればこのくらい

の解釈はできる、つまり理解能力に理解を当てて、普通の人ならこれくらい読

めるでしょう、という言い方をするときと、我々が日本の中である共同体の中

で住んでいる時に、普通の感覚で言うと、皆こういう感覚で生活しています

よ、という使い方をすることもあるのです。ですから、それを適宜使い分ける

かどうかは別として、ドイツ語でも“ドゥルヒシュニットマン”（平均人）と

いう言葉があるくらいですから、何かの判断をする時にその裁判官の特殊の判

断ではなくて、皆の中に根付いている判断として私は申し上げますよ、という

部分もあるのではないか、という風に思うこともあります。かなり直観的な印

象の部分ですから、正確には申し上げられませんが。以上です。

小島　ありがとうございました。「一般人」については、今のお答えにつきる

部分もあるのですが、別の角度から考えると、この判例の中では、憲法的意味

における「一般人」とは別に、“多くの日本人”は神社との関係が不自然では

ないと考えるだろう、というような認定もされているわけです。そうすると、

いわば、「憲法的一般人」と、「一般的日本人」というものが別個に存在してい
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るという判断をしている。このような場合に、「憲法的一般人」―「立法者

意思」だったり「日本国憲法的価値」―からの判断を、一方的に「一般的日

本人」の判断に優先させて条文解釈することは本当に正当化されるのだろう

か。日本の憲法である以上、「憲法的一般人」から社会に向かうベクトルとい

う演繹的な側面だけでなく、「一般的日本人」の感覚＝社会から憲法に向かう

帰納的側面もあるわけです。つまり、成文憲法であったとしても、その社会の

歴史・伝統・常識から切り離された条文解釈をどこまで正当化できるのかとい

う問題意識があったものですから、あえて抽象的な質問を投げかけさせていた

だきました。お答えいただきありがとうございました。

桜井圀郎（会員・東京基督教大学）　田近会員、中島会員、大石会員にお伺い

したいと思います。砂川判決では、町内会参加の氏子会が設置した施設につ

き、氏子会の宗教団体性を認め、当該施設の違憲性云々が問題とされました

が、町内会所有の会館等を臨時的に、定期的に継続的に借用して宗教活動を行

うと宗教施設とされるのか否か、町内会が当該活動を行った場合、町内会参加

の老人会、婦人会等が当該活動を行った場合はどうか、という点を質問させて

いただきます。

田近　今のご質問は、多分、桜井会員も直感的にこうでしょうというのをお持

ちで質問されたのだろうと思います。直感的に考えて、普通の町内会が一時的

に宗教的活動を行うことがあるとしても、その町内会館が直ちに宗教施設にな

るとは誰も思いません。おそらく、団体そのものが宗教団体であるかどうかと

いう問題と、団体が活動している物理的なスペースが宗教施設であるかどうか

という問題は、別の問題なのであって、常識的に考えて、一時的に宗教活動の

ためにある施設が使われたとしてもその施設そのものが宗教施設になるわけで

はないのではないか、というのがさしあたりの答えになります。

桜井　ありがとうございます。お返事としてはそれくらいだろうな、というの

は想定の上なのですが、つまり宗教法人が使用すればどういう内容であっても
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宗教施設になるけれども、町内会であればそうではないというのがひとつの

ボーダーですね。今回の場合、明らかに鳥居であるとか祠だから、というのは

あると思うので、したがって外観上そういう風に見えるものと、外観的には見

えないけれども明らかに宗教活動をやっている。現実的にはいわゆる全国の町

内会館で伝統的な宗教行事をやっているというのは、すごく多いと思います。

この印西市でもいくつかの町内会を視察に行きましたけれども、実際に定期的

に集会をやっていました。そうすると、それは宗教施設になるのだろうかと、

今の答えが一番だとは思うのですが、つまり主観的な宗教施設と客観的な宗教

施設というのが区別されるのかな、そこまで意識しての話なのかな、というだ

けで、将来的な課題ということであります。

百地　章（会員・日本大学）　田近会員、中島会員宛に質問させていただきた

いと思いますが、報告では、「総合的な判断」なるものが一つの基準であるか

のように述べられましたが、果たしてこれは「基準」とまで言えるのでしょう

か。一つ目の理由として、「諸般の事情を考慮して判断する」というのが「総

合的判断」のポイントではないかと思われますが、「諸般の事情を考慮し、総

合的に判断する」というのは、裁判所として当然のことであって、基準とは言

えないのではないでしょうか。理由の二つ目として、津判決も砂川判決も、い

くつかの例を挙げた上で、「諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして」判断

すべし、と述べている点では共通しています。両者の違いは、「総合的に判断

すべし」という文言があるかないか、だけであって、実質的にはさして変わら

ないと思います。三つ目の理由は、砂川判決も「以上のように許すべきこと

は、津判決から明らかである」として、津判決と趣旨は変わらないと述べてい

ますから、別の基準を新たに打ちたてたとみるのに不自然な気がします。

中島　ご質問ありがとうございます。百地会員ご指摘の見方はぜんぜん成り立

ちうる話で、そう解釈することがまったく可能な判決内容だったと思います。

果たして基準と言えるものなのか、ということは本当におっしゃる通りであろ

うと思います。それから先例もそう判断してきたではないかと、それからこの
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後に出された白山ひめ神社事件判決でも目的と効果ということに言及しつつ最

後を総合的に考慮してという言い方をしております、ですから、まったくその

最高裁の主観としてはまったく新しい基準を提示したというわけではないので

はないかと思われます。しかもその愛媛玉ぐし料訴訟で、89条に関して同様の

規準を用いると言っているわけで、おそらく最高裁の考えとしては、今回の総

合的な判断の仕方というのも先例とそれからその後の白山ひめ神社事件と比べ

ても同様とみなしているのだろう、と思われます。というところからして、百

地会員のご指摘のような基準といえるのかという批判はまったく成り立ちうる

ご指摘であろうと思われます。

田近　砂川政教分離訴訟の最高裁判決の判断方法が基準と言えるのかというご

質問は、「基準」という言葉をどう定義するのかにかかわるのだろうと思いま

す。「基準」という言葉を、ある種の定型化された判断を可能にする定式とい

うような意味で言うのであれば、砂川の判決の判断方法は、むしろ基準という

よりは判断の一つの方法という非常に緩やかな意味しかもたないのであって、

おっしゃるように基準とは言えないということになるのだろうと思います。

　ただ、これは、２番目のご質問、つまり結局地鎮祭の判決も砂川の判決も変

わらないじゃないかというご質問にも関連するのですが、「目的効果基準」と

言うと、一見した印象からは、その行為の目的と効果に着目して非常に定型的

に、型にはまった判断をするもののように見えます。けれども、従来から、目

的効果基準についても、実のところ目的と効果それぞれの検討があまり意味を

なしてこなかったのではないかという指摘があるわけです。このように目的効

果基準と言っても、それほど定型化されたやり方ではなかったんだということ

であれば、実は目的効果基準の下でも大きく言えば総合考慮をやってきたんだ

し、今回の判決も総合考慮をしているんだから、結局変わらないじゃないかと

いう考えも成り立ちうるところだと思います。

　百地会員は、今回の判決が別の基準を打ち立てたと考えるのは不自然な感じ

がするというご指摘をされています。しかし、従来延々と目的・効果と言って

きたものを、ここで最高裁が引っ込めたというのは、やはり何らかの意図が
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あってやっているのではないかという気がしますし、私自身は、それほど不自

然でもないのではないかという印象を持っております。

百地　どうもありがとうございます。このレジュメと「宗教法30号」を見まし

たら、明確ではないのですが、目的効果基準とは別に新しく総合判断基準のよ

うなものができたとご主張されているように、私は受け取りました。確かに、

諸般の事情を考慮して社会通念にしたがって判断という前の部分はですね、一

方の場合には津判決の場合には行為者の目的とか意図とかそういったことがで

てきます。他方ですね、砂川の場合にはその経緯とか性格とかそういったもの

を判断して、諸般の事情を考慮してと言っています。これはある意味では、当

然で津判決は一回限りの行為を問題にしているのであって、その行為者の意

図・目的というのは当然全面に出てくることになる。他方、砂川の場合には状

態ということを重視していると考えられるのであって、そこに目的ということ

とかよりもむしろ経緯とか性格とかが出てくるのは自然だろう。結局はそうい

う事情によって言葉遣いが変わっているだけであって、いずれにしろ諸般の事

情を判断して結論を出しなさいという点では、同じなのではないかと、あえて

別の新しい基準ができたと見るのは不自然じゃないかと申し上げたわけです。

司会　続きまして、個別の報告者に対する質問を受けたいと思います。では、

まず田近先生宛ての小泉洋一会員からのご質問をお願いします。

小泉洋一（会員・甲南大学）　空地太神社事件において、あるいは類似の事件

において、公有地にある宗教施設があるという状態の違憲解消措置として有償

譲渡、無償譲渡、有償貸与または無償貸与のいずれを選ぶかは、憲法との関連

で完全な行政裁量となると考えられるのでしょうか。

田近　ご質問ありがとうございます。このご質問につきましては、白状する

と、正直私もよく分かりません。が、まったくの行政裁量とは言えないのでは

ないかという直感を持っております。と言いますのは、先ほど大石会員からの
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ご報告の中でも、経緯がはっきりしているものについては無償で譲与され、経

緯をそこまで完全に証明できないものについては半額で有償譲渡されたという

話がありましたが、無償譲与を選ぶのか有償譲渡を選ぶのかという話になった

時に、そのどちらを選ぶかというのは、そういった経緯との関係で自ずから決

まってくるのではないかと思われます。

　では、有償譲渡か有償貸与かという話ですが、仮に無償譲与ではできないと

いうことであれば、おそらく、行政側はまず、有償で譲渡をして、それによっ

て分離を達成するということを模索するというのが筋なんだろうと思います。

ただ、有償で譲渡するとなると、買い取る側に資金がないと買えないわけです

から、場合によったら相手側の懐具合を考えて有償貸与ということもありうる

ということなのではないでしょうか。

　私の報告でも少し触れましたし、大石会員のご報告の中にもありましたが、

昭和42年の「社寺境内地等として使用されている普通財産の処理について」と

いう大蔵省の通達があります。その通達では、国有境内地処分法によって無償

譲与ないし半額での売り渡しがなされなかったものについて、有償譲渡または

有償貸与をするという旨が述べられています。ここでも、有償で譲渡するのが

原則なのだけれども、相手方に資力がなく売り払いが困難な場合には貸し付け

るものとするとされております。

　そういうところからも、先ほど申し上げたように、まずは譲渡によって分離

を達成するということが模索されるべきであって、相手方の資力によっては有

償で貸与、という順番になるのではないかと思います。その意味で完全な行政

裁量というわけではないのではないかという直感を持っているわけですが、た

だ、それが憲法論として必ずそうでなければならないという話なのか、むしろ

事柄の性質上常識的にそうだという程度の話なのか、どちらなんだと聞かれる

と、そこは自信がないものですから、回答を控えさせていただきたいと思いま

す。

高畑英一郎（会員・日本大学）　空地太神社判決にて目的効果基準の適用を回

避した理由として、本件が「諸行為の累積」であるためとのご指摘をされまし
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た。なぜ、本件のように違憲的行為が継続すると判断基準を変更しなければな

らないのか。二番目としまして、「行為の累積」に関して、違憲行為が継続し

て持続する「状態」の場合と、当行為が数度にわたり「繰り返される」場合と

が区別できると思います。空地太基準は前者に限定して適用されることになる

のでしょうか。中島会員のご意見をお聞かせ下さい。

中島　ご質問ありがとうございます。まず一点目ですが、先ほど基準なのかど

うかというご指摘もありましたが、判断思考を変えなければならないのか、と

いう話ですけれども、継続性というものが付加された場合にどの点をもって判

断すればいいのか、たとえばある土地を取得した場合の目的とか意図がどう

いったところにあるのかということを審査する場合、どの時点をもって判断す

ればいいのかということをめぐってかなり判断が分かれてくるのであろうと思

われます。目的効果基準をそのまま今回の基準に当てはめて考えた場合、そも

そも当初の目的だけで判断を終えるということになるかもしれないということ

を考えておそらく先例が準拠してきたような判断思考を採らなかったのではな

いかと考えております。単発的な行為がいくつかある場合、あるいはそれが連

続している場合、どの時点で切り取ってみるか、そこが問題なのかな、という

風に考えています。それから二点目の状態と繰り返される場合、空知太のケー

スは状態に限定されて適用されたのか、という話ですけれども基本的には状態

の場合なのかな、という風に理解しております。いちおう不作為な状態が継続

したということになるのかな、という風に考えておりますが、数度に渡り繰り

返される要素があったと高畑会員がお考えであったらご教示願いたいな、と思

います。

高畑　ご解答ありがとうございます。実は、私はどちらかと言うと今回の総合

判断というのは目的効果基準と若干異なるという意味で百地会員とは違う立場

をとっています。そういう意味で、継続して違憲の状態が続いているというこ

とは最初の段階でそもそも違憲の状態が発生しているのだから、そこで「行

為」を確定し、そこに対して判断を加えるという考え方はあり得ると思うので
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す。結局、継続というのはその状態が何らかの形で続いていってしまっている

という結果であり、結果に対して一定の価値を見出して、付加的な判断をする

だとか、あるいは判断基準を変えるということには、結果を積極的にとらえる

判断基準がないといけないという風に考えているのです。したがってこの累積

的な行為というのがどういった形でその付加的なあるいは特別な判断というも

のをもたらしたのかという点で疑問をもっておりまして、その点についてご質

問させて頂いたということになります。累積ということに関しては、やはり継

続性というのと、数度に渡って繰り返される場合にはある一定期間の空白期間

があって繰り返されるというのであれば、広い意味では継続という風に考えら

れるわけですけれども、連続性があるのか否かという点もやはり分けて考える

必要があるのではないかという風に考えたわけであります。どうもありがとう

ございました。

中島　確かに、継続性とか連続性とかいった言葉を持ち出すと、今高畑会員が

おっしゃたように、最初から違憲の場合もあるかもしれません。ただ、これは

かなりテクニカルな非常に形式的な説明かもしれませんけれども、たとえば今

回のケースでは、小学校の増設のために敷地を提供しているという経緯がある

わけで、その小学校の敷地分の土地代と、固定資産税の負担分、これを計りに

かけて、負担分が仮にその小学校の敷地分を上回った時点から違憲となるので

はないかとしている評釈もありました。これはかなり、お金だけで割り切った

説明でありまして、そういった説明も提示されていますが、裏を返して言えば

継続した行為を説明するのは非常に難しいということであろうと、思います。

司会　続きまして、大石眞会員に寄せられている質問がいくつかあるようでご

ざいます。

小島信泰（会員・創価大学）　神社境内地を公有財産とし寺院境内地を雑種財

産として区別した理由についてお伺い致します。江戸時代においてこの両者に

は法律的性格に相違があったという歴史的背景によるものか、近代日本の国家
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の宗教政策において寺院と神社の役割に相違があったという行政上の背景によ

るものか、それともそれ以外の理由があったのか、お教え下さい。また、寺院

境内地に対する永久無償貸与とは、下げ戻しとほとんど同じ扱いであったとの

御説明がありましたが、もし違いがあったとするなら、それについてお教え下

さい。

大石　質問ありがとうございます。この神社境内地を公用財産とした問題です

が、江戸時代においてどうであったかは私には正確には分かりません。豊田武

先生のご研究がありますので、そこはきちんと調べてから答えなければなりま

せん。ただ、先ほどの報告で申しましたように、神社と寺院を明らかに区別し

たというのは、やはり宗教行政上の理由が大きいのではないでしょうか。つま

り、一般の寺院の場合、宗教の場合と神社の場合と明らかに区別するという行

政上の措置が、少なくとも明治33年から明確に採られたわけです。そのことが

背景になってこういう扱いにするというわけで、ある種の公用財産でしたらそ

ういう自由な処分ができない。今の国有財産法もそうですけれども、普通財産

でしたら適正な対価という手続きがあれば、それなりの理由があればちゃんと

売り渡すことができますけれども、神社というのは当時はやはり公に用いる財

産というカテゴリーに入ることになります。この背景には、どうしてもご指摘

のような近代日本の宗教政策があるのではないか、という風に理解しておりま

す。この旧国有財産法24条で境内地の関係で無償貸付ということになっていま

すが、その下げ戻しと同じ効果を持つように理解できるのではないかというこ

とを申し上げたわけです。これはもちろん所有権が移るわけではないので、国

有は国有で、下げ戻しではありません。しかし、寺院側としては心置きなく安

心して無償で使えるという意味では非常に利益が大きいので、その点を捉えて

同じような効果を持つのではないかと分析した次第でございます。ですから、

その違いがあるのは当然のことなのですが、それを永久かつ無償の貸付とい

う形をとるのが一つの調整点であったというように理解しているところです。

ちょっと舌足らずで十分な解答になっておりませんけれども、ひとまずは以上

にしたいと思います。よろしいでしょうか。
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田近　国有境内地処分法により処分の対象となる財産については同法施行令第

１条に列挙されているところですが、これには「墓地」は挙げられていませ

ん。しかし、昭和42年通達（「社寺境内地等として使用されている普通財産の

処理について」）により、有償譲渡または有償貸与の対象となる財産には、「墓

地及びこれに準ずる土地」が挙げられています。この墓地の取り扱いを巡る法

律と通達の相違はどういう理由によるものでしょうか。ご存知でしたら、御教

示ください。

大石　かなり突っ込んだご質問でございまして、その昭和42年の通達の中身と

いいますか表題だけでも紹介しておきませんと、ご質問の意味がなかなか伝わ

りにくいと思いますので、それをまず補っておきます。昭和42年の大蔵省の通

達では、「社寺境内地として使用されている普通財産の処理について」という

のがあって、以下のように通知するとしていますが、その最初に「神社、寺

院、仏堂又は教会が境内地又は墓地として使用している普通財産」について定

める、としています。先ほども田近会員の方から小泉会員のご質問に対して答

えられた時に、その区分或いは処理方法のことを述べられたと思うのですが、

それがこのことです。ここには明らかに墓地というのがありまして、境内地を

一種・二種・三種に区別し、その区別した中の第一種の中に六番目に「墓地及

びこれに準ずる土地」というのが出てくる。しかし、もともとの国有境内処分

法及びその施行令をみても、特に施行令が対象になっているわけですが、第一

条でその墓地がぜんぜん出てないではないか。そこのズレはどういうところな

のか、というご質問だと思います。

　第一条では、資料で紹介しておきましたが、国有境内処分法の施行令では、

確かに墓地というのは挙がっていません。一号から九号までありますが、墓地

というのは一切挙がっていないので、今のようなご質問になるかと思います。

そこで、その戦後まもなくの時点における取り扱いの要領や規則というのを見

ても墓地というのはぜんぜん挙がっていません。

　したがって、私自身もうっかりしていまして墓地というのはどう扱われてい

たのか、竹内会員のお話を伺いながら、そうだったなという風にあとで思いつ
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いた次第なのですが、施行令第一条との対比でずっと、先ほどの昭和42年の通

達を見てみると、だいたい施行令の順番にずっと挙がっていまして、それをこ

ういう風に処理するのだというように書いてあるのですが、その中に六番目に

墓地の関係が突然出てくるということになっています。なぜそういうことにな

るのかというのが私自身は正直言って今十分にお答えするだけの資料がござ

いませんで、どなたかご存じでしたらご教示下さると、ありがたいのですが。

もっとも、それでは身も蓋もないので、どうなるかというのを考えたのです

が、ある意味で今の墓地埋葬法の関係ですと、地方公共団体か或いは宗教団体

に持ち主というのは限定されているのですね。そういうことで、考え方として

は明治初期にあったこととの関連から言うと、官民有地区分という処分があり

ました。官にするか民にするか区分けをしなさいというのが明治の初めにあっ

たわけですけれども、それがその当時の法制度の中で、墓地埋葬法とは別の規

則等一連の処置がありまして、それがどう処分されていたかというのは正確に

記憶がありませんので答えようがありませんが、そういうことが関係して当然

墓地もあったのに外れていた、ということがあるかもしれません。国がもとも

と持つという体制にはなっていないわけです。自治体か宗教法人ということに

なっていますから、そこから当然外れていますので。本来では、今のロジック

から言うと本来国有であったものの中に入っていない。現に問題としてしては

起こっているわけでして、ですから自治体としてはさっきのような議論があり

得るわけです。国のものであり得るのかという議論は私も調べが行き届かなく

て盲点でしたので、その点は改めて勉強したいと思います。墓地埋葬関係がな

ぜ特殊かというと、現在でも墓地埋葬の関係というのは厚生労働省の所管で、

すでにここで出てくる内務とか文部とかいう関係ではないわけです。

矢澤澄道（報告者・月刊『寺門興隆』編集発行人）　今の墓地のことに関して

ですが、先ほどの対象物件が継続するとか持続するとか、一時的とかいう話が

ありましたけれども、それは自治体の問題ではなくてですね、おそらく案件

は、国土という問題に関わるからでしょう。領土は再生できないものですか

ら、国家にとって一番管理しなければならないということです。たとえば靖国
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神社問題で献金をしたということは一つの行為に対してですので、それは取り

返しができるわけですね。返却もできる。しかし、国土の場合には所有権とい

うものが個人にある。ですから、国家はこれに対して最も管理をしなければ

ならないという厳格な権力志向があるために、今回の最高裁なんかも政策的

に、今民主党が仕分けをしていますけれども、そういうかたちからも一般市民

から見たら、さきほど一般人とは何かということがありましたけれども、国の

もの、公有のものを一私人に貸す時に無償にするか、しないかというのは大問

題なわけですね。その時に、最高裁は今回の場合、原告側からこういう事例は

千件もくだらないという提案をされているわけです。ですから、これは千件も

くだらないほどに国土が一宗教法人、一宗教団体に所持されているというので

あれば、このまま放置はできない、私有されているという風に感覚するとすれ

ば、当然このまま放置できないと。いろいろな状況があるにしても、このよう

な状態を放置することによって国家管理ができなくなるということを想定した

はずだと思う。そのために今回の場合は憲法20条を持ち出すまでもなく、自治

体にそういうものを撤去させないのはこれはもう不作為の少なくとも違憲状態

にあるという風に見たのではないかと思う。そのために、そのような新しい基

準というか、対策的に、おそらく今後土地について政教分離問題が起った時に

はこれは大きな判例になると思う、と考えます。もうひとつ墓地については、

私は法律の専門ではないですけれど、多少研究者から聞いた話でいうと、江戸

時代までは法制度に関しては丸山眞男先生が明らかにしていますけれども、権

利の主体、所有権の主体自体は、民間にはなかった。少なくとも藩主が朱印と

いう形で、御朱印を付加する形で、その時に所有の主体になったのは寺院だっ

た。ですから、寺院が一山をもらう、それが比叡山とか高野山とか日光山とか

一山をもらう。或いは、その多寡によって寺院が権利の主体になりえるという

こともあったわけです。そのため、明治３年以降廃仏毀釈というところ、国有

にしやすい土地というのは少なくとも主権を持ったり、朱印地であったり権利

の主体である寺院に対して上知令を施行したという風に聞いております。した

がって廃仏毀釈の一連の行政であったというように思われます。もうひとつ、

ではその中に墓地はなかったのかというと、墓地は権利の主体がいなかったの
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です。少なくともそこに使用権はあったけれども地権自体は誰も持っていな

かったわけです。しかも、その墓地というのはだいたい無主物のところに遺骨

を撒いたり、遺体を埋めたりしているので、もともと権利の主体というのはな

かったのです。国有財産という感覚も明治政府は持っていなかったでしょう。

ところが、人々が豊かになってきますと一家に一墓地というようになります

と、国としても墓地としての権利に注目しまして、どこかに帰属させないと管

理ができないということで、いわば介入するようになり、少なくとも共同体の

共有名義にしてしまったり、或いは従来より墓地を事実上管理していた寺院に

名義を認めたり、先ほど神奈川県がしたようにして、権利の主体を設けていっ

たのではないでしょうか。もともと墓地というのは権利の主体がなくて、皆合

意的にその地域のコミュニティにおいて使用しただけだったのです。ところ

が、今日はさきほど新しい墓地、土葬ではなくて遺骨になってくると移動可能

な埋葬行為になってくるので、地権として有効に活用できるということになっ

てきたのではないかと思います。そういうところで、もともと国有財産の中に

はなぜ墓地というものがなかったのかというと、権利の主体がなかったからだ

というようなことを聞いたことがあります。

大石　そうすると、その昭和42年の時に出てきたというのはどういう風に理解

したらよいのでしょうか。

矢澤　それはその時ちょうどその頃、墓地、埋葬等に関する法律によりまして

経営主体に対する洗い出しがあったんですね。それは大きなエポックがありま

して、さきほどその墓地というのは、無主物でただ使用権が発生するだけとい

うような時代からですね、株式会社が商売として大きな墓地霊園を作り始めた

んですね。それ以来、宗教法人ではない、営利企業でもって墓地を開発するこ

とが始まったのです。それを見て厚生省が、土地を管理する上からこのように

墓地を野放しにすることはいけない、ということで新しい政策を厚生省が出し

たわけです。ただし、一連の墓地に対する国家の権利とか規制とか或いは法律

を新たに作るわけにはいかなかったので厚生省通達でもってそういう風にどん
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どん墓地に対する規制を行うようになったものだと思います。

大石　そうすると、これは大蔵省の通達なのですけれども、それと併せてさき

ほど申し上げた厚生省の方も見ないと出てこないということになりますね。ご

教示ありがとうございます。

司会　それでは、竹内会員宛てに嘉多山宗会員から質問があるようです。

嘉多山宗（会員・創価大学）　空地太最判によれば、「権利能力のない社団」で

あっても、憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」も該当し得る。また、社

会的実現として宗教的活動の主体となります。その結果、国、地方公共団体と

の関わり合いについて憲法的統制が及びます。他方、報告のあった取得時効を

採用し得るのは法人格を取得した宗教団体に限られると思います。所有権確認

訴訟の原告適格も「権利能力のない社団」の要件を備えなければ認められませ

ん。この「主体」のズレについてどう考えるか。氏子集団のような集団の構成

員の信教の自由に配慮する必要があるとして、団体に権利能力がない場合、ど

のようにして法律関係の主体に取り組み得るか。ご教示頂けませんか。

竹内　どうもご質問ありがとうございます。ただ、私としても、逆にお教え願

いたいくらいです。確かに権利能力なき社団に関して、沖縄の門中の事件で原

告適格が認められたというのはあると思いますが、地方の神社の小さな祠を地

元の人たちが守っている場合に、それについてどういう形でできるかというと

非常に難しいというか、法人格が認められない以上、おそらく訴えることがで

きないと考えるしかありません。これを何とかするために法律的に、と言われ

ても現行法上非常に難しいとしか考えられません。取得時効の起算点は、全て

宗教法人が成立した日を起算点として20年という形でやっています。本来は民

法が施行された明治31年には取得時効があるので、この時点を起算点として多

分大正の頭の辺で取得時効が成立という風に考えた時に、主体はどこかという

と、当時の主体はどこでしょうね、ということで結局仕方ないものですから、
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今でいうと問題のない宗教法人という法人格ができたところを起算点としてい

るということです。権利能力なき社団または、法人格がないところは今の状況

としては、ちょっと権利主張できないという風に考えざるを得ないと思いま

す。

嘉多山　ありがとうございます。ご解答については私も弁護士としてまったく

その通りで、その先のところに非常に疑問を持っているということです。この

空地太については氏子集団が権利能力なき社団と認めることができない、要す

るに、規約もないので前近代的な集団に過ぎない、とこういう風に言っている

わけですけれども、近代化していないような組織や団体についてもこの89条の

宗教性が及ぶということになるわけですから、憲法上は一人のアクターとして

前近代的な団体というものが登場するということになります。それで、本件の

付随的審査制の下で本件のような住民訴訟というような形になれば、その人た

ちが登場すると言ってもなかなか利害関係人といったような形でしか出てきよ

うがないといったことはこれはもうやむをえないということだと思うのですけ

れども、それ以外の先生がご教示されたような民事上の紛争になった時にその

憲法上はいちおう89条の場面で登場する前近代的な組織ないし団体ですね。こ

ういったものがどのように憲法訴訟上扱われることになるのかということは解

決しなくてはならない問題なのではないか、という風に考えたわけです。何か

またお気づきの点があればご教示願いたいと思います。

司会　いくつかフロアの方からご質問があるという先生がいらっしゃいました

ら、あと一、二問受け付けたいと思いますが、如何でしょうか。

桐ケ谷章（会員・創価大学）　特に中島先生にお伺いしたいのですけれども、

いちおう政教分離の問題として、津地鎮祭上告審をはじめいろいろとあると思

います。津は一回限りのもので、愛媛は数度にわたって継続して行為が行われ

ているのを審査したのに対して、今回のは占有の初めは行為であっただろうけ

れど、状態を審査したのだろうと思うのですね。津と愛媛は20条３項の問題と
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して捉えたのに対して、今回は直接表に出たのは89条ですけれども、その裏に

あるのは20条１項後段の特権付与の問題として捉えたのだろうと思います。そ

うすると特権付与として判断したのは今回が初めてだったように思われます。

従来から私は、なぜ特権付与でやらないのだろうな、と思ったような例も、例

えば大阪地蔵像の訴訟だとか、場合によっては箕面忠魂碑移設訴訟もそういっ

た可能性があったのかな、なんて思っていたのですが、今回の事件を契機にこ

のような問題を、89条と特権付与ということで判断しているということなので、

この辺の判例の動きをどう評価すればよいのか、お聞かせください。

中島　にわかにはお答えし難いのですが、特権付与というものを最高裁がどう

考えているかということは今回の判決では説明がかなり少ないものですから、

なんとも言いようがないように思います。

桐ケ谷　もう一点、津でも、社会的相当性を超えた場合に違憲であると言っ

て、それを20条３項に引き当てると目的・効果となってくるわけですね。した

がって、目的・効果基準というのは、20条３項を解釈する時の話だろうと私は

理解しています。今回はしたがって20条１項を解釈する問題だから目的・効果

という言葉を使わないで、ただ、実質には総論で言っている一定の社会的相当

性を超えた場合に違憲になるのだ、と判断しているにすぎないのではないか。

今までの手法としては、愛媛ではまず20条３項があってそれを前提に89条の判

断をしている。89条についてどのように解釈をするべきかということについて

はあまり理由を言ってないですよね。今回は89条から来て、20条１項に行って

いるという、この辺もまたおもしろいな、という風に見て思っているので、そ

このところがまだ自分では十分整理はされていないのですけれども、他の考え

があれば伺いたいな、という風に思ったのです。

田近　具体的な場合に、目的効果基準でいくのか、それとも今回の空知太神社

事件のような判決のやり方でいくのかというのも、ロースクールで学生に質問

されて困る質問の一つでして、皆これで悩んでいるんですよね。一つのやり方
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として、「目的効果基準は20条３項の『宗教的活動』に当たるか当たらないの

かの判断基準なのであって、89条前段なり20条１項後段については、また別の

やり方が当てはまるのだ」という風にすんなりいけるのであれば、非常に話は

早いのですけれども、最高裁は、愛媛玉串料事件で、89条前段についても目的

効果基準でいくんだと言っちゃってるんですよね。そのこととの整合性を確保

しつつ、かつ何らかの場合分けをしなければならないというところで、皆悩ん

でいるというのが現状だろうと思います。私がどう考えているのかというの

は、「宗教法判例のうごき」（宗教法30号）に書きましたので、ここでそれを披

露することはいたしません。私としては、中島会員がこの問題をどう考えてお

られるのかをお聞きしたいんですけれども。

中島　愛媛玉串料訴訟で政教分離原則に関する原理論を確認した上で、20条３

項の場合には目的効果基準で、89条は同様の基準で行うと、こう言っているこ

とをどう説明するかということなんですけれども。今回の判決も愛媛玉串訴訟

で述べられているような相対的分離立場を再確認しているわけで、それをどう

説明するのかはとても難しいところだと思うのですが、ただ今回のケースは類

型的には違う、というように最高裁は考えたと。同一ではなく同様という言葉

を使っているので、その辺ちょっと融通が利くのではないかというように考え

たのではないか、と今のところ考えております。田近会員のご説明も併せてお

聴きしたいところですけれども。

司会　時間も超過していますので、あと一問だけ質問をお受けします。

広橋　隆（会員・フリーライター）　フリーライターの広橋と申します。中島

先生にお聞きしたいのですが、先生のお話のなかで、政教分離規定について制

度的保障という言葉が使われていないという、こういうお話を頂きましたけれ

ども、この問題について山口の自衛官合祀訴訟以来、人権条項であるかどうか

という議論があるわけですけれど、これにより近づいた、或いは視野に入れて

いる判決だという風に読み取ってよろしいのでしょうか。
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中島　今のところ、今回の判決で中立性とか、制度的保障ということについ

て言及をしなかったことに関して、どういった流れの中にあるのかというこ

とを即答することはできないのですが、自衛官合祀訴訟の流れの中にあるか、

ちょっと申し訳ないですけれどもなんとも言い難いところがあります。一応、

制度の根本目的という形で制度のところには触れているわけですが、その人権

保障の方に沿っているかどうか、と言えるかどうかということは何とも言えな

いのではないかという風に思います。

田近　私の方からも若干お答えします。制度的保障という考え方は、津地鎮

祭事件以来、最高裁はずっと言ってきたわけですけれども、ご承知のように、

「政教分離規定は制度的保障の規定である」という考え方に対しては、学説上

極めて厳しい批判が浴びせられておりまして、少なくとも学説上は、制度的保

障という考え方は今では廃れた考え方だと言ってしまってもいいのかも分かり

ません。最高裁がその学説からの批判をどこまで意識しているのか分かりませ

んが、まったく関係がないとは言えないのではないかと思います。

　では、制度的保障の規定ではないとしたら、最高裁は人権説的な考え方に

立っているのかと聞かれたら、それはないだろうと思います。人権説的な発想

に立てば、例えば、少し前になりますが小泉首相の靖国神社参拝違憲訴訟です

とか、靖国神社の霊璽簿訴訟において、宗教的人格権の主張を持ち出さなくて

も、ことごとく原告適格が認められることになるわけですが、最高裁はそんな

ことは考えていないだろうと思うわけです。

　ということであれば、最高裁はいわゆる制度的保障の考え方については口を

閉ざし、かつ人権説の考え方とも距離を置いているというように考えるのが一

番適切なのではないかと、私は考えております。

司会　よろしいでしょうか。それではお時間になりましたので、これで終了と

いうことにさせていただきます。長時間お付き合い頂きまして誠にありがとう

ございます。企画委員を代表してお礼を申しあげさせていただきます。また今

日ご報告を頂きました５名の先生方に、改めてもう一度大きな拍手をよろしく
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お願い致します。




