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孔子廟・公有地無償提供違憲訴訟

那覇地裁平成30年４月13日判決1（LEX/DB25560133）

（�平成29年（行ウ）第９号：固定資産税等課税免除措置取消（住民訴訟）請求事

件）

【事実の概要】

　那覇市長たる Y は、補助参加人たる Z（一般社団法人久米崇聖会）に対して

都市公園で松山公園の敷地内に久米至聖廟（本件施設）を設置することを許可

し、その敷地の使用料を全額免除した（本件免除）。本件施設は、儒学の祖で

ある孔子ならびにその門弟である四配を祀る廟であり、大成殿、啓聖祠、明倫

堂・図書館、至聖門および御庭空間等によって構成されており、このうち至聖

門は孔子の霊を迎えるために１年に１度、釋奠祭禮の日にのみ中央の扉が開か

れる。補助参加人は、登記上、昭和37年11月５日に設立された一般社団法人で

あり、本件施設等を広く一般に公開し、かつての琉球王朝の発展に多大な功績

を築いた久米三十六姓の歴史研究、論語を中心とする東洋文化の普及および人

材の育成を図り、もって地域社会への貢献、世界平和に寄与することを目的と

し、久米三十六姓の歴史研究・文化資源の収集保存・活用、地域伝統文化の継

承発展及び情報発信に関する事業や本件施設等の維持管理及び公開に関する事

業等を行うものとされている。

　松山公園の所在するα地域は、14世紀に現在の中国福建省及びその周辺地域

1 以下、「本判決」とする。
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から琉球へ渡来した者（久米三十六姓）が居住した地域（久米村〔クニンダ〕）

である。久米三十六姓は、航海・造船等の技術を有し、通訳や交易を担い、琉

球王国の繁栄を支えた職能集団であり、この久米三十六姓は、17世紀には久米

村に至聖廟を、18世紀にはその隣接地に、琉球における最初の公立学校とされ

る明倫堂を建立した。

　原告である那覇市住民 X は、本件免除は政教分離原則（憲法20条１項後段、

憲法20条３項、憲法89条）に反し無効であり、Y が違法に敷地使用料の徴収を

怠っているとして、地方自治法242条の２第１項３号に基づき、Y が公園使用

料181万7063円を請求しないことの違法確認を求めて提訴した。

【判旨】

請求認容。

１、憲法判断の枠組み

　「憲法89条は、公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、便益若しくは維持

のため、その利用に供してはならない旨を定めている。その趣旨は、国が宗教

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。しか

し、国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があり、およそ国又は地方公

共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、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、我が国の

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

ないとするものと解される。」

　「地方公共団体が、公園管理者たる当該地方公共団体以外の者に対し、都市

公園法上の都市公園内に宗教的施設たる公園施設を設けることを許可するに際

して、都市公園の占用に係る使用料の全額を免除する行為」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。もっとも、都市公園

の無償提供行為といっても、当該施設の性格や来歴、都市公園の無償提供行為

に至る経緯、利用の態様等には様々なものがあり得ることが容易に想定される
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ところである。」

　「そうすると、当該公園施設が宗教的施設である場合であっても、地方公共

団体が公園施設による都市公園の占用に係る使用料の全額を免除している状態

が、上記の見地から、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て憲法89条に違反するか否かを判断するに当たって

は、当該公園施設の性格、都市公園の無償提供行為がされるに至った経緯、当

該都市公園の無償提供行為の態様、これらに対する一般人の評価等、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解するのが相当で

ある（最高裁判所平成22年１月20日大法廷判決・民集64巻１号１頁参照）。」

２、本件設置許可等の憲法適合性

ア、本件施設の性格

　「本件施設は、かつて琉球王国の繁栄を支えた久米三十六姓が17ないし18世

紀に久米村（クニンダ）に建立した至聖廟及び琉球最初の公立学校とされる明

倫堂を、ゆかりの地に再建したといえるもの」であり、「那覇市における那覇

西地域についてのまちづくりの基本方針（歴史性を活かしたクニンダのまちづ

くり）に沿うもの」であり、「本件施設の大部分は無償で一般に公開され、近隣

の学校の生徒らの学習の場ともなっており、明倫堂においては一般市民にも向

けた教養講座が開催されている上、」「遷座式や釋奠祭禮においては、地元の旗

頭の参加や近隣の中学校の生徒による論語の素読等も行われている」のである

から、「本件施設は歴史的・文化財的な価値を有し、また、観光資源として、

あるいは地域の親睦や学習の場としての社会的な意義を有する施設である」と

いえる。

　しかしながら、他方において、「本件施設はそもそも儒教の祖である孔子及

び四配を祀る廟であり、本殿である大成殿には孔子及び四配の神位が置かれ、

実際にも多数の参拝者が訪れて、受験合格だけでなく家族繁栄等を祈願する者

もいる」のであり、「これらの参拝者のすべてが、単に観光や社会的儀礼とし

て参拝を行っているとはいい難い。」さらに、「啓聖祠は、補助参加人の関係者

による拝所として使用されていて一般公開されておらず、さらに、至聖門の正

門は、孔子の霊を迎えるために釋奠祭禮の日にのみ開かれるものであって、続

く御庭空間、御路及び大成殿正面階段の石龍陛等と一体となって、釋奠祭禮を

実施するための施設であるということができるものである。しかも、本件施設
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は、至聖門、明倫堂及びフェンス等により松山公園内の他の部分から仕切られ

ているところ、当初の那覇市松山公園周辺土地利用計画案からの建設位置等の

変更に至る経緯をみれば、このような閉じた空間であることが本件施設の性質

上必要なものであるとして設計・配置されたものであることがうかがえる。」

　また、本件施設において年１回開催されている釋奠祭禮は、その内容や態様

からすれば、「儒教一般の宗教該当性の結論いかんにかかわらず、神格化され

た孔子や四配を崇め奉るという宗教的意義を有する儀式にほかならないもので

ある。」

　加えて、「本件施設の前身である戦前の至聖廟や明倫堂は、国や沖縄県によっ

て社寺に類する施設としての扱いを受けており、また、戦後に再建された旧至

聖廟から本件施設への移転に当たっては、補助参加人により、遷座御願や遷座

式が行われているのであり、こうした遷座式等の内容・態様やその補助参加人

における位置づけ等からすれば、これらが沖縄の文化・風習にのっとったもの

であり、施設の公開や地域親睦を図るという世俗的な側面があることを踏まえ

ても、本件施設は、社寺に類する信仰や参拝の対象としての性格を引き継ぐ施

設であるということができるものである。」

　「以上のように、本件施設は、社寺に類する施設としての性格を引き継ぎ、

現在も社会的儀礼にとどまらない参拝を受ける施設である上、本件施設全体が

一体として、宗教的行事といえる釋奠祭禮を実施するための施設ということが

できるのであるから、儒教一般についての宗教該当性の結論いかんにかかわら

ず、宗教的性格を色濃く有する施設であるというほかない。」

イ、本件設置許可等（都市公園の無償提供行為）がされるに至った経緯

　「本件施設は、平成11年に那覇市において策定された那覇西地域のまちづく

りの基本方針や、平成15年に那覇市において策定された松山公園の整備理念及

び整備方針に沿う主要な施設として位置づけられ、」松山公園の整備事業の一

環として、「補助参加人からの申請を受けて、都市公園法上の教養施設（体験

学習施設）として、平成23年に３年間の公園施設設置許可及び使用料免除がさ

れ、さらに平成26年に、上記設置許可及び使用料免除の期間が３年間更新（本

件設置許可等）されるに至ったものである。」「本件施設が歴史的・文化財的な

価値を有し、観光資源や地域の親睦・学習の場としての社会的な意義を有する

施設であることも踏まえると、本件設置許可等のそもそもの目的が、世俗的、
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公共的なものであったこと自体は明らかである。」

　しかしながら、「本件施設の設置は、旧至聖廟をαの地に移転してゆかりの

地に回帰したいという補助参加人の要請活動を受け入れる形でされたもの」で

あり、那覇市における議論等においては、「本件施設が、一般に公開された歴

史的・文化的施設ではなく、特定の者の利用に供される宗教的施設としての性

格を帯びることに対する懸念が示されていた。」さらに、当初本件施設は、あ

くまで開放的な孔子廟の歴史公園風イメージとしてデザインされていたとこ

ろ、平成23年までには「現状のとおり、松山公園内の他の部分とは仕切られた

配置で至聖門を含めた設計に変更され、しかも、大成殿も含めた本件施設全部

について、公園施設として、那覇市の設置する都市公園への設置許可及び使用

料全額免除がされるに至ったものである。」

　「そうすると、こうした議論の経過を当然に認識していた那覇市としては、

本件施設が宗教的性格を色濃く有する施設であり、そのような施設に松山公園

の一部を無償で提供することになることを認識していたものであるから、本件

設置許可等の目的には、積極的なものではないにせよ、宗教的意義も含まれて

いたといわざるを得ない。」

ウ、松山公園の無償提供の態様等

　「本件施設を所有し、維持管理し、釋奠祭禮を実施している補助参加人は、

宗教法人ではな」いが、「宗教的性格を色濃く有する本件施設の設置の要請活

動を行い、本件施設の設置を実現し、」また、「宗教的行事といえる釋奠祭禮の

挙行を定款上の事業として挙げた上、理事長を筆頭（祭主）とする釋奠祭禮運

営委員会（実行委員会）を組織してこれを執り行っており、本件施設の運営管

理及び釋奠祭禮の挙行を補助参加人の「事業の核」と位置付けていて、実際に、

補助参加人の会報誌においては本件施設の建設や釋奠祭禮について大きく取り

上げているほか、事業計画においても、釋奠祭禮の充実強化を謳っている。」「こ

うした本件施設及び行事の宗教性の程度並びに補助参加人の定款の定め及び実

際の事業の内容等に照らすと、補助参加人は、本件施設等において宗教的行事

を行うことを主たる目的とする団体であると評価すべきであり、憲法89条の「宗

教上の組織若しくは団体」及び憲法20条１項後段の「宗教団体」に該当すると

いうべきである。」

　「そして、本件設置許可等によって補助参加人が松山公園を占用することと
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なる面積は、1335平方メートルと相応に広く、しかもこれが、何らの対価を収

受することなく補助参加人に提供されている」というのであるから、「その直

接の効果として、補助参加人等が本件施設を利用した宗教的活動を行うことを

容易にしているといえるものである。」

エ、その他一般人の評価等

　「那覇市における松山公園周辺土地利用計画案及びその作成業務に係る委員

会や作業部会での議論等においても、本件施設が宗教的施設ではないかとの意

見や懸念が示されていた。」また、松山公園を「旧久米村を象徴する歴史的景観

を有する都市公園として整備」することに関しては、「補助参加人のみならず、

周辺自治会及び周辺の公立学校も連名で那覇市に対して要請書を提出している

が、要請書の内容からして、本件施設のような本格的な（歴史公園風イメージ

ではない）施設を、敷地を無償で提供して設置することまでを要望したものと

みることはできない。」加えて、補助参加人は、「正会員が久米三十六姓の末裔

に限定」され、さらに「本件施設内には補助参加人の関係者以外には非公開の

施設も存する」のであり、「補助参加人や、その所有し維持管理する本件施設は、

本件施設の公共的・社会的意義や、本件設置許可等の目的の世俗的・公共的側

面とは相容れない閉鎖性を有しているといえる。」

　「これらを併せ考慮すると、松山公園の無償提供状態は、補助参加人等によ

る本件施設を利用した宗教的活動を容易にするものであって、儒教一般の宗教

該当性についての結論いかんにかかわらず、一般人の目から見て、那覇市が補

助参加人の活動に係る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ものである。」

オ、本件設置許可と本件免除の関係

　もっとも、「松山公園の無償提供状態が、補助参加人等による本件施設を利

用した宗教的活動を容易にする強い効果を有する上、一般人の目から見ても、

那覇市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助していると評価されて

もやむを得ないとされる根拠は、本件施設による松山公園の占用が、無償で許

可されているという点にある。」「本件設置許可及び本件免除は、異なる法的根

拠に基づく別個の行政行為であるところ、本件施設は、宗教的性格とともに、

歴史・文化の保存や観光振興等の目的及び効果を有する面も併有して」おり、
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「ことに、明倫堂の前身は琉球最古の公立学校とされていて、現に一般に公開

された教養講座等も開催されていることや、本件施設の物理的全体的一体性な

どからすれば、」「明倫堂を含む本件施設が、全体として都市公園法上の教養施

設に当たると考えることは可能であると考えられる。」「したがって、補助参加

人に対しては、都市公園法上の教養施設として本件施設の設置許可をしながら、

その使用料を免除せず、適正な使用料を徴収するという選択肢もあり得るとこ

ろであり、その場合には、本件施設の設置許可が、それ自体として、上記のよ

うな強い効果を有するとともに、一般人の目から見ても、上記のように評価さ

れてもやむを得ないとまではいえないと解される。」そうだとすると、「松山公

園の無償提供状態が、上記のような強い効果を有し、一般人の目から見ても、

上記のような評価をされてもやむを得ないとされる所以は、本件免除の存在に

あるというべきである。」

カ、総合判断

　「以上のような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

と、本件設置許可等のうちの本件免除は、那覇市と本件施設とのかかわり合い

が、我が国の社会的、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して、憲法89条の

禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条１項後段の禁止する

宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。また、以

上の検討に照らせば、本件免除は、憲法20条３項の禁止する国の機関たる地方

公共団体による宗教的活動にも該当すると解するのが相当である。」

【評釈】

一、はじめに

　本判決は、那覇市が都市公園法上の教養施設として本件施設の設置許可をし

ながら、その使用料を免除した無償提供行為につき、主として憲法89条違反の

観点から判断をした事例である。同じく、地方自治体による公有地の無償提供

行為の違憲性が問題となった空知太神社事件判決2の「応用例」3とも言え、本判

2 最大判平成22年１月20日民集64巻１号１頁。
3 西山千絵「判批」新・判例解説 Watch24号（2019年）11頁。
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決においても空知太神社事件判決の憲法判断枠組みが用いられている。

　政教分離原則が問題となる事案の憲法判断枠組みについては、津地鎮祭判

決4以降、最高裁は目的効果基準を採用してきた。ところが、空知太神社事件

判決及び富平神社事件判決5では、政教分離原則が問題となった事案であるに

もかかわらず、目的効果基準に言及することなく、総合衡量型の判断枠組みに

のっとった事案処理がなされた。空知太神社事件判決と同年に下された白山比

咩神社事件判決6では、目的効果基準の定式が用いられたとも評価されること7

も相まって、政教分離事案における憲法判断枠組みに関する議論、具体的には

目的効果基準と総合衡量型の判断枠組みの関係性、また目的効果基準の射程等

に関する議論は、現在も活況を呈している。本判決では、空知太神社事件判決

において示された４要素（宗教的施設の性格、無償提供に至った経緯、無償提

供の態様、一般人の評価）が、空知太神社事件判決よりも詳細に論じられてい

る。そのなかで、例えば本判決において問題となった施設は、「社会的な意義

を有する」と同時に「宗教的性格を色濃く有する」として、世俗性と宗教性を

併有するとされた。すなわち、本件施設は、空知太神社事件判決で問題となっ

た、藤田裁判官補足意見にいう「取り立てて宗教外の意義を持つものではない

純粋の神道施設」とはその性質を異にする。このような事案の性質の相違を勘

案してもなお、本判決が空知太神社事件判決の判断枠組みを用いたことは、と

りわけ、空知太神社事件判決に関する「もっとも有力な」8理解であるとされる

藤田裁判官補足意見や清野調査官解説9をはじめとする、従来の政教分離事案、

及びそれらに対する分析との関係性において注目に値しよう。その他、本判決

においては、一般人の評価についても詳細に論じられているが、そこにおける

4 最大判昭和52年７月13日民集31巻４号533頁。
5 最大判平成22年１月20日民集64巻１号128頁。
6 最大判平成22年７月22日判時2087号（2010年）26頁。
7 西村裕一「政教分離に関する事案」横大道聡編『憲法判例の射程』（弘文堂、2017年）
93頁。これに対し、白山比咩神社事件判決の判断枠組みは「目的効果基準を総合的判
断の一手法へと相対化」したものであると評価する見解もある。例えば、田近肇「判批」
民商法雑誌143巻６号（2011年）723頁。
8 市川正人「判批」判時2166号（2013年）149頁。
9 藤田裁判官補足意見と清野調査官解説を詳細に比較分析する論稿として、片桐直人

「砂川空知太神社判決の二つの理解」法律時報91巻５号（2019年）64頁以下。
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「一般人」概念の理解は、従来の津地鎮祭判決、愛媛玉串事件判決10等における

ものとは少なからず相違する点があることを見て取ることができる。この点に

ついては、先例たる空知太神社事件判決においても、その「一般人」の捉え方

を巡り、最高裁内部で相違がみられることが従来指摘されてきたが11、本判決

と先例における「一般人」概念の相違がいかなる理由から生じているのかにつ

いても、注目すべき点であろう。

　本評釈では、本判決における上記のような特徴を念頭に置き、分析を進める。

まず本判決で用いられた憲法判断の枠組みを、目的効果基準との関係性に着目

しながら検討する。そして、空知太神社事件判決における総合衡量型の判断枠

組みが本判決で用いられたことにつき、本判決の事案上の特性に着目しつつ検

討を試みる（二）。次に、本件設置許可等の憲法適合性の判断について、とり

わけ本件で問題となった施設や一般人の評価といった、本事案において特徴的

であると思われる点を重点的に検討する（三）。最後に、本判決後に残された

課題を挙げ、若干の考察を行うこととする（四）。

二、憲法判断の枠組みについて

（１）前提──目的効果基準と総合衡量型の判断枠組み

　上記のように、本判決においては、空知太神社事件判決の憲法判断枠組みが

用いられ、目的効果基準に言及がなされることはなかった。ここでは、事案の

相違点を踏まえた空知太神社事件判決と本判決の比較分析の前提として、目的

効果基準と空知太神社事件判決の判断枠組みの関係性、特に両者の連続性の有

無について検討する。

　最高裁は、津地鎮祭判決において、公権力の行為が憲法20条３項に言う「宗

教的活動」に該当するか否かを判断するに際し、「宗教的活動とは……およそ

国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すもの

ではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限ら

れるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗

10 最大判平成９年４月２日民集51巻４号1673頁。
11 参照、「座談会　特集・砂川政教分離訴訟最高裁大法廷判決」ジュリスト1399号（2010
年）80頁〔川岸令和発言〕、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）63-64頁。
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教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと

解すべきである」と示し、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどう

かを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その

順序作法（式次第）が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、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、目的及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」とした。その後、愛媛玉串事件判決において、憲法89条前段にも同様に

目的効果基準が適用されることが明らかとなった。これをもって、目的効果基

準は、政教分離事案で問題となる条項の違いにかかわらず、「「政教分離規定の

基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則」一般に関する判断枠組

みとしての地位を確立したようにみえた」12のである。

　ところが、その後の空知太神社事件判決は、目的効果基準を採用することな

く、市の神社に対する公有地無償貸与が憲法89条・20条１項後段に反すると判

断した。同判決では、まず「国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があ

り、およそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されない

というものではなく、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、我が国の社会的、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解される」とした上で、公有地が無

償で宗教施設の敷地としての用に供されている状態が、上記の相当限度を超え

ているか否かを判断するにあたっては、「当該宗教的施設の性格、当該土地が

無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態

様、これらに対する一般人の評価等、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解するのが相当である」とした。最高裁はこのよ

うに、それまでの目的効果基準ではなく、総合衡量型の判断枠組みを用いた事

案処理を行った。同日に下された富平神社事件判決においても、目的効果基準

ではなく、空知太神社事件判決と同様の判断枠組みが採用されることとなる13。

12 西村・前掲注７）93頁。
13 長谷部恭男「判批」『憲法判例百選Ⅰ〔第７版〕』（有斐閣、2019年）106頁。
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　空知太神社事件判決や富平神社事件判決で目的効果基準が採用されなかった

理由については、これまで議論の蓄積が見られるが、その中でも、空知太神社

事件判決における藤田裁判官補足意見に言及せねばならない。藤田裁判官補足

意見は、空知太神社事件のような事案において、目的効果基準の採用自体を否

定する必要はないとしながらも、その運用の在り方につき、「当該事案の内容

を十分比較検討することなく、過去における当審判例上の文言を金科玉条とし

て引用し、機械的に結論を導くようなこと」を戒める。その上で「過去の当審

判例上、目的効果基準が機能せしめられてきたのは、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って……明確に宗教性のみを持っ

た行為につき、更に、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

においてではなかったということができる」のであり、同判決で問題となった

神社施設は「これといった文化財や史跡等としての世俗的意義を有するもので

はなく、一義的に宗教施設（神道施設）であって、そこで行われる行事もまた

宗教的な行事であることは明らか」であり、「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いうべきである」と

した。このように、藤田裁判官は、空知太神社事件は地方公共団体が純粋な宗

教的施設に対し公有地を無償提供してこれを利する結果をもたらしているとい

う事案であり、ここでの憲法問題は「本来、目的効果基準の適用の可否が問わ

れる以前の問題」であるとしたものである。このような立場に対しては、「少

なくとも、目的効果基準の適用が妥当な場面とそうでない場面を区別しようと

するもの」14という評価がなされている。

　このような藤田裁判官補足意見からは、宗教とのかかわり合いが相当限度を

超えるか否かの判断指標としては、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目

的・効果が依然として重視される事案もありうるという帰結を導くことができ

よう。実際、同年の白山比咩神社事件判決では、目的効果基準の定式を用いた

事案処理がなされている。この事件は、石川県白山市の市長が同市にある白山

比咩神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の

発会式に出席して祝辞を述べた行為が、憲法20条３項に違反しないかが争われ

14 芹沢斉＝市川正人＝阪口正二郎編『新基本法コンメンタール　憲法』（日本評論社、
2011年）175頁〔阪口正二郎執筆〕。
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たものである。同判決では、市長の行為について「市長としての社会的儀礼を

尽くす目的で行われたもの」であり、「特定の宗教に対する援助、助長、促進

になるような効果を伴うものでもなかった」ものであり、「これらの諸事情を

総合的に考慮すれば、」市長の行為は、宗教とのかかわり合いの程度が、我が

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は認められないとして、目

的と効果に着目して合憲性の判断を行った。藤田裁判官補足意見の観点から見

ると、このような白山比咩神社事件判決における最高裁の判断の理由は、観光

振興的側面を有する市長の行為は、世俗性と宗教性が同居する性質を有してい

たという点に求められる15。

　他方、空知太神社事件判決における清野調査官解説は、従来の目的効果基準

が同判決においては採用されなかった理由として、事案の有する特殊性を挙げ

る。調査官解説は、まず、従前の目的効果基準を「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」に当たるか否かという「基底的

判断枠組み部分」と、「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「着眼点提示部分」に区分した上で16、同判決で修正が加え

られたのは、このうち着眼点提示部分であるとする。そして、この着眼点提示

部分に修正が加えられた理由として、問題となった行為が、１回限りの作為的

行為ではなく長期間にわたる不作為的側面を有する継続的行為であったという

事案の特殊性を挙げ、このような事情にかんがみ、「必ずしも目的及び効果と

いう硬直的な着眼点に拘泥することなく、前記の基底的判断枠組み部分を中心

に据え、これに則った判断をする上で、当該事案に即した多様な着眼点を抽出

し、これらを総合的に検討して憲法適合性の判断をするという、より柔軟かつ

事案に即した判断基準へと、従来の判断基準を深化させた」17とする。すなわち、

従来の目的効果基準における「基底的判断枠組み部分」は空知太神社事件判決

においても変更されておらず、「より根本的には、最高裁昭和52年判決の示し

た基底的判断枠組み部分に立ち返り、これを事案に即した着眼点からより柔軟

15 参照、長谷部・前掲注13）106頁。
16 清野正彦「判解」『最高裁判所判例解説民事篇平成22年度（上）』40頁。
17 清野・前掲注16）42頁。
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に事案に即した憲法適合性の審査を行おうとする解釈の志向性」18という「現場

志向、事案解決志向」19の理解を調査官解説からは読み取ることができるので

ある。

　以上のように、空知太神社事件判決で目的効果基準が用いられなかった理由

については、異なった理解がありうる。しかしながら、目的効果基準と空知太

神社事件判決において示された判断枠組みの相違については、相対的20である。

すなわち、従来の目的効果基準は、宗教とのかかわり合いが相当限度を超える

か否かの判断において、かかわり合いをもたらす行為の目的と効果に着目する

ものであるが、目的・効果の判断が別個になされ、それにより結論が左右され

ていたわけではなく21、問題とされた行為につき、「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、目的及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」されてい

た22。すなわち、「宗教的活動」の該当性については、「諸般の事情」の考慮と「社

会通念に従った客観的な判断」が求められていたものである23。目的効果基準の

内実については、このように評価されうるのであり、そうであるならば、一般

人の評価など、「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

るという空知太神社事件判決における総合衡量型の判断枠組みは、「何を決め

手とするかという点において、従来の枠組みと本質的に異なるものではない」24

と言えよう。

18 清野・前掲注16）44頁。
19 片桐・前掲注９）69頁。
20 西村・前掲注７）97頁。
21 宍戸常寿『憲法解釈の応用と展開〔第２版〕』（日本評論社、2014年）124頁。
22 このような目的効果基準の曖昧さに対する批判は、愛媛玉串事件判決の尾崎行信、
高橋久子両裁判官の意見において顕著である。参照、大橋寛明「判解」『最高裁判所判
例解説民事篇平成９年度』561頁以下。その他にも、参照、林知更「世界の潮　空知太
神社事件最高裁違憲判決が意味するもの」世界803号（2010年）28頁。
23 野坂泰司「判批」判時2090号（2010年）169頁。参照、安念潤司「政教分離」法学教
室208号（1998年）61頁。
24 野坂・前掲注23）169頁。参照、阪口正二郎「愛媛玉串料訴訟判決を振りかえる」論
究ジュリスト17号（2016年）70-71頁。
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（２）本判決の論理

　とはいえ、空知太神社事件判決において、「目的及び効果にかんがみ」とい

う「着眼点提示部分」を省略して、総合衡量型の判断枠組みが用いられたことは、

少なくとも形式的には、従来の最高裁判例と大きく異なる点である。目的効果

基準と総合衡量型の判断枠組みが「本質的に異なるものではない」としても、

本判決ではなぜ後者が用いられたのであろうか。この点につき、調査官解説や

藤田裁判官補足意見を踏まえると、同判決以後の政教分離事案において、「諸

事情の総合考慮という視点を基本としつつ」25、事案類型に応じて目的・効果を

重要な考慮事情として勘案して判断することは、否定されていないと見るべき

であろう。そうであるならば、このように、「将来また使える案件が出てきた

ら使われる可能性」26を未だに有する目的効果基準ではなく、総合衡量型の判

断枠組みが、本判決のような事案類型において再び用いられたことについて検

討する必要がある。

　本件で問題となった那覇市の行為は、宗教団体に対する都市公園の無償提供

行為であった。本件設置許可等に至る経緯によれば、那覇市において策定され

た那覇西地域のまちづくり基本方針や、松山公園の整備理念及び整備方針に沿

う主要な施設として位置づけられた本件施設につき、都市公園法上の教養施設

（体験学習施設）として、平成23年３月31日付けで公園施設設置許可及び土地

の使用料免除がなされた。すなわち、本件における那覇市の行為は、空知太神

社事件で問題となったような「半世紀以上もの歴史を有する継続的行為」とい

うよりも、「１回限りの作為的行為」27に近いものである28。

　また、問題となった設置許可等の行為の性質につき、本判決は、本件施設が

「歴史的・文化財的な価値を有し、観光資源や地域の親睦・学習の場としての

社会的な意義を有する施設」であることを踏まえると、本件設置許可等の「そ

もそもの目的」は世俗的なものであったとする。しかしながら、その設置許可

25 判時2087号（2010年）27頁（匿名コメント）。
26 「座談会　千葉勝美元最高裁判事との対話」法律時報91巻９号（2019年）111頁〔千
葉勝美発言〕。参照、西村・前掲注７）93頁。
27 清野・前掲注16）40頁。
28 江藤祥平「判批」『平成30年度重要判例解説』（有斐閣、2019年）21頁。すなわち、「都
市公園法上の教養施設として無償提供行為が開始された」という意味において、本件
設置許可等が「１回限りの作為的行為」に近い。
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等に至るまでの委員会・作業部会等での議論において、本件施設が宗教的施設

としての性格を帯びることが那覇市側に十分認識されており、当初の開放的な

歴史公園風イメージを取り込んだデザインから、松山公園の他の部分と本件施

設を仕切るような設計に変更されたといった事情を特に重視し、そのような「宗

教的性格を色濃く有する」施設の設置許可等の目的には「積極的なものではな

いにせよ」宗教的な意義も含まれていたとする。このように、本判決は、本件

施設が一定の世俗性を有し、それゆえに設置許可等の目的にも世俗性が含まれ

ていたことを認定しつつも、設置許可等に至るまでの那覇市側の認識を考慮し、

本件設置許可等の目的における宗教的意義を認めたものと思われる。行為の性

質において一定の世俗性を認めつつも、最終的にはその宗教的意義を認めると

いう構図は、愛媛玉串事件判決や空知太神社事件判決においても見られる。す

なわち、愛媛玉串事件判決においては、公金の支出について、「愛媛県民のう

ちの相当数の者が、県が公の立場において靖國神社等に祭られている戦没者の

慰霊を行うことを望んでおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神として信

仰の対象としているからではなく、故人をしのぶ心情からそのように望んでい

る者もいることは、これを肯認することができる。そのような希望にこたえる

という側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあること

も否定できない」としながらも、「明治維新以降国家と神道が密接に結び付き

種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の

憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、

そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とさ

れる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない」とさ

れた。また、空知太神社事件判決においては、土地の無償提供行為は「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」ものの、「本件利用提供行為の具体的態

様等にかんがみると、本件において、当初の動機、目的は上記評価を左右する

ものではない」とされた。いずれも、問題となった行為の世俗的な側面を認め

つつ、それぞれ「憲法制定の経緯」「本件利用提供行為の具体的態様等」を挙げ

つつ、その世俗性を否定したとみられる。このような論理構成において、本判

決で重視されたのは、設置許可等に至るまでの過程において那覇市側が本件設

置許可等の問題点を認識していたことであった。
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　空知太神社事件との事案上の相違点として注目すべきは、本件施設が「宗教

性」と「世俗性」を併有していた点である29。本件施設は、空知太神社事件で問

題となったような、宗教外の意義を有しない「明らかな宗教的施設」ではなく、

琉球最古の公立学校を前身とする明倫堂に代表されるように、歴史的・文化的

価値を有し、かつ観光資源や地域の親睦の場としての世俗的な意義をも有する

ものである。藤田裁判官補足意見に沿うならば、このような「宗教性」と「世

俗性」が同居するような事例の処理において、その優劣を決するのは「従前か

ら目的効果基準が果たしてきた典型的な役割」30と言える。

　このように、地方自治体による公有地の無償提供行為が問題となり、主とし

て憲法89条違反の観点から判断がなされた事例であるという点において、本判

決と空知太神社事件判決は類似するが、問題となった行為の性質については、

異なる点が多い。むしろ、藤田裁判官補足意見に代表される、目的効果基準と

総合衡量型の判断枠組みの使い分けの説明を前提とすると、本判決において目

的効果基準が用いられる可能性も十分にあったとも言える。

　これらの点につき、本判決を、空知太神社事件判決の射程拡大と捉える31、

あるいは、今後「事案の類型ごとに異なる判断枠組みを使い分ける方向」32に進

む嚆矢と捉えることもできようが、本判決において空知太神社事件判決の判断

枠組みが用いられたのは、本件特有の事案処理方法が影響していると考えられ

る。すなわち、本判決は、公有地の占用が無償で許可されている点に違憲性を

見出すものの、本件施設が全体として都市公園法上の教養施設に該当する点を

29 西山・前掲注３）11頁。
30 江藤・前掲注28）21頁。なお、同補足意見では、「宗教性」と「世俗性」の優劣が問
題となった事例として、津地鎮祭判決、箕面忠魂碑判決（最判平成５年２月16日民集
47巻３号1687頁）、大阪地蔵像判決（最判平成４年11月16日判時1441号（1993年）57頁）
を挙げる。いずれの事例も、公権力のかかわり合いの対象が、その宗教性の希薄化に
より、世俗的なものであると認識される場合には、宗教的活動には該当しないと判断
されたものと整理することができる。参照、安念・前掲注23）61頁。
31 西山・前掲注３）11頁。
32 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。政教分離の事案における類型化思考につき、参照、阪口・
前掲注24）71-72頁。ただし、本判決は総合判断の結論部分において、89条前段と20条
１項後段のみならず、20条３項にも言及している点には注意が必要である。
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重視し、適正な使用料を徴収すれば、一般人の目から見て特定の宗教の援助と

は評価されないとして、公有地の使用自体は違憲とは言えないと判断している。

このように、事案の処理において、設置許可と使用料の免除を切り分けて判断

している点が本判決の特徴である。このような判断を可能にしているのは、本

判決が目的効果基準ではなく総合衡量型の判断枠組みを用いた点にあると思わ

れる33。すなわち、空知太神社事件においては、無償提供行為を違憲としつつ、

職権による検討において、違憲状態の解消には、神社施設の明け渡しという氏

子集団の構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼす手段以外にも適切な手法

がありうるとし、他の合理的手段の有無についての審理を尽くさせるため、原

審に差戻すという判断を下した。このような判断がなされた背景には、氏子集

団の信教の自由をいかに確保するのかという問題がある。すなわち、仮に目的

効果基準を使ったとすると、神社施設の撤去などの氏子集団の信教の自由を著

しく阻害するような解決方策しかなくなってしまうとの懸念が働いたとする指

摘が存在する34。このような、宗教団体側の信教の自由の確保という事案処理

の戦略から本判決を見ると、本件における違憲判断の要因を、那覇市の宗教団

体に対する無償での土地提供にとどめ、本件施設の設置許可自体の合憲性は確

保するという複雑な解決策を、空知太神社事件判決と同様の判断枠組みを用い

ることによって導出するという考え方ができる。

　ただし本判決は、本件施設の設置許可の合憲性を導くにあたり、補助参加人

の信教の自由ではなく、本件施設が「歴史・文化の保存や観光振興等の目的及

び効果」を有する点に着目している。補助参加人の信教の自由と政教分離の衝

突という局面に落とし込むまでもなく、本件施設の有する「世俗性」から施設

設置許可の合憲性は導くことができるとする理解もあり得るところではあ

る35。しかし、「世俗性」と「宗教性」を併有する本件施設における「宗教性」の

面を強調し、そのような施設の設置許可並びに公有地の無償提供は「一般人の

目から見ても、那覇市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助してい

33 参照、江藤・前掲注28）21頁。
34 長谷部・前掲注13）106頁、「座談会　違憲審査制と最高裁の活性化」論究ジュリス
ト２号（2012年）187頁〔長谷部恭男発言〕。
35 明倫堂を含む本件施設を、「全体として都市公園法上の教養施設に当たる」と構成す
ることに対する批判的見解として、参照、西山・前掲注３）12頁。
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ると評価」されるにもかかわらず、再びこのような「宗教的性格を色濃く有する」

本件施設の「世俗性」の面に着目して、本件施設設置許可の合憲性を導くとい

う手法は、果たして一貫性のあるものなのか疑問である36。

　なぜ目的効果基準ではなく総合衡量型の判断枠組みが本事案において用いら

れたのか、換言するならば、本事案は、具体的な事案処理という問題、あるい

は公有地の無償提供に至る経緯や施設の性格等にかんがみ、空知太神社事件と

同様に、「目的効果基準が使いにくい事案」37であったのか否かにつき、本判決

の論理のみでは不明瞭な点が多い。一つの可能性として、本判決のごとく、目

的効果基準が用いられる可能性も十分にあり得た事例において総合衡量型の判

断枠組みを用いるに際しては、空知太神社事件判決との整合性の面から言って

も、補助参加人の信教の自由に着目した解決策を採る途も探られるべきであっ

たとも考えられる38。また、事案処理それ自体の中身についても、具体的な違

憲性の解消方法と、補助参加人の信教の自由の確保との関係性という点は、十

分に検討されるべきであろう39。

三、本件設置許可等の憲法適合性について

　続いて、本件設置許可等の憲法適合性の検討を行う。本判決では、空知太神

社事件判決における考慮要素に沿いつつ、それぞれの要素が同判決に比して詳

細に論じられている。ここでは、本判決において特徴的であると思われる点に

つき重点的に検討する。

（１）本件施設の宗教施設性について

36 江藤祥平は、本件施設の設置許可と本件免除の切り分けに際し、土地の占用が有償
か無償かで一般人の評価が異なるとする本判決の処理に対し、「技巧的にすぎる」と評
価する。参照、江藤・前掲注28）21頁。
37 座談会・前掲注26）111頁〔千葉勝美発言〕。
38 ただし本判決の背景には、後述するように政治的な問題があったことも考えられる。
このような政治性と事案処理の関係性を指摘する見解につき、参照、渡辺康行「判例
の動き」『平成30年度重要判例解説』（有斐閣、2019年）５頁。
39 例えば、補助参加人における本件施設の維持可能性、毎年開催されている釋奠祭禮
の継続可能性と、土地の有償提供という違憲性解消の手法との関係性については検討
されるべきである。
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　まず、本件施設の宗教施設性についての判断の検討を行う。この点につき本

判決は、前述のように、「本件施設は歴史的・文化財的な価値を有し、また、

観光資源として、あるいは地域の親睦や学習の場としての社会的な意義を有す

る施設である」としながらも、「単に観光や社会的儀礼として参拝を行ってい

るとはいい難い」多数の参拝者の存在、本件施設における祭礼を執り行う性格、

本件施設が「閉じた空間であることが本件施設の性質上必要なものであるとし

て設計・配置された」ものであること、本件施設にて執り行われる行事の宗教

性、戦前の施設との継続性等を列挙したうえで、「本件施設は、①社寺に類す

る施設としての性格を引き継ぎ、②現在も社会的儀礼にとどまらない参拝を受

ける施設である上、③本件施設全体が一体として、宗教的行事といえる釋奠祭

禮を実施するための施設ということができるのであるから、儒教一般について

の宗教該当性の結論いかんにかかわらず、宗教的性格を色濃く有する施設であ

るというほかない」として、本件施設の宗教施設性を認めた。

　上記において注目すべきは、本件施設の宗教施設性を導くにあたって列挙し

た事項である。空知太神社事件判決では、問題となった神社物件につき「一体

として神道の神社施設に当たるものと見るほかはない」として、さらにこれを

「宗教的行事と有機的に関連付けて、本件神社物件の施設の宗教性の有無及び

程度の判断」40をしている。このように、空知太神社事件判決が神社物件の宗

教性の有無及び程度を、神社で行われる諸行事と有機的に関連付けて、きわめ

て簡潔に論じているのに対し、本判決は主として３つの列挙事項から、本件施

設が「宗教的性格を色濃く有する」ことを導出する。まず、本件施設において

年に１回執り行われる釋奠祭禮は、神格化された孔子及び四配を崇め奉るとい

う「宗教的意義を有する儀式」に他ならないのであり、本件施設は一体として、

このような宗教的行事を実施するための施設であることが認定されている（上

記③）。この点は、空知太神社事件判決が、宗教的行事と「有機的に関連付けて」

神社物件の宗教性を判断したことを踏襲していると言えよう。問題はその他の

列挙事項である。本判決は、本件施設の前身である戦前の至聖廟や明倫堂が、

国や沖縄県等によって社寺に類する施設として扱われていたこと、戦災で焼失

後にγ地区で再建された旧至聖廟から本件施設への移転に当たっては、補助参

加人により遷座御願や遷座式が行われたこと、そのような儀式の内容・態様や

40 清野・前掲注16）33頁。
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補助参加人における位置づけ等からすると、本件施設は「社寺に類する信仰や

参拝の対象としての性格を引き継ぐ施設」であるとした。このような「社寺に

類する信仰や参拝の対象としての性格」は、本件施設には、受験合格や家族繁

栄等、「単に観光や社会的儀礼として」参拝を行っているとはいい難い参拝者

が多数存在することによっても裏付けられている（上記①・②）。問題となる

施設の宗教施設性を判断するに際して、このような過去の施設との連続性・不

連続性に言及する判例は、他にも存在する。すなわち、箕面忠魂碑判決で問題

となった忠魂碑は、旧帝国在郷軍人会が建立したものであり、戦後箕面市戦没

者遺族会の前身である箕面遺族会によって再建されたものであるが、かかる忠

魂碑の宗教施設性につき、最高裁は、本件忠魂碑は「元来、戦没者記念碑的な

性格のものであり、本件移設・再建後の本件忠魂碑も同様の性格を有するとみ

られる」ものであり、「本件忠魂碑と神道等の特定の宗教とのかかわりは、少

なくとも戦後においては希薄」であるとした。このように、最高裁は、かかわ

り合いを持った対象の「世俗性」につき、元来忠魂碑が有する性格に言及し、

現在再建された忠魂碑も同様の性格を依然として有するから、特定の宗教との

かかわりは希薄であると結論付けた。対して本判決は、戦前の至聖廟や明倫堂

が社寺に類する施設との扱いを受けており、α地区への至聖廟の移転に当たっ

ては、孔子像や各神位を移転するための遷座式や遷座願が行われており、γ地

区に存在した旧至聖廟との宗教的な同一性が確保されていたこと、また遷座式

の内容・態様や補助参加人における位置づけ、そして、受験合格や家族繁栄等、

「社会的儀礼にとどまらない」参拝を受ける施設であること等の事実を列挙す

る。このように、本件施設が旧至聖廟や戦前の至聖廟及び明倫堂の性質を受け

継ぎ、「時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した」41社

会的儀礼にとどまらない参拝の対象であることを、施設と宗教的行事との有機

的関連性と併せて考慮している点は、本判決における宗教施設性の認定の特徴

である。

　このように、宗教施設性の認定に際して複数の要素を考慮したのは、本件施

設の性質が関係している。すなわち、明らかな宗教的施設と認められる神社物

件とは異なり、本件施設は社会的な意義を有する世俗的な施設としての性質を

41 愛媛玉串事件判決における「社会的儀礼」の定義である。参照、林知更「判批」法
学協会雑誌116巻８号（1999年）1390頁。
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も併有していた。本件施設の性格につき、前半部分でその「世俗性」を認めな

がら、結論としては「宗教的性格を色濃く有する」として「宗教性」の面を強調

しているが、このような「世俗性」と「宗教性」の優劣を決定するに際し、空知

太神社事件判決におけるような、宗教的施設と宗教的行事を有機的に関連付け

た簡潔な説明のみならず、施設の歴史的連続性や社会的儀礼にとどまらない多

数の参拝者の存在等、客観的な側面を付加することにより、「世俗性」を有す

るが「宗教的性格を色濃く有する」という結論を導いたと考えられる42。

（２）一般人の評価について

　次に、一般人の評価について検討する。本判決では、具体的に一般人の評価

について論じられている。その中では、前記の通り、那覇市において本件施設

が宗教的施設ではないかという意見や懸念が示されていたことが指摘されてい

る。また、松山公園の整備に関しては、補助参加人だけでなく、周辺自治会や

公立学校も連名で那覇市に要望書を提出しているが、「要請書の内容からして、

本件施設のような本格的な（歴史公園風イメージではない）施設を、敷地を無

償で提供して設置することまでを要望したものとみることはできない」とした。

すなわち、「一般人」としての周辺自治会や公立学校の人々は、歴史公園風の

都市公園として松山公園を整備することまでは要請していたものの、本件施設

のように、公園の他の部分とは仕切られ閉鎖的な配置の施設を、市の敷地を無

償提供して設置することまでは求めていなかったとする。このような本判決に

42 本判決では、上記のように、空知太神社事件判決と同様、施設と宗教的行事たる釋
奠祭禮を有機的に関連付けて、施設の宗教性の判断がなされている。本判決において
問題となった釋奠祭禮は、毎年孔子の生誕日に行われ、この日限り至聖門の正門が開
かれ、御庭空間、御路、大成殿正面階段の石龍階等が「一体となって」同行事開催の
ための施設となる。このように、施設の宗教性と関連する宗教的行事は年１回のみ開
催され、その時において、本件施設の空間全体が「宗教的性格を色濃く」有すること
は否定できない。しかしながら、施設の全体的な利用状況のうち、宗教的行事として
の利用が極端に少ない場合、施設の全体的な利用状況をも考慮する必要があろう。こ
の点は、すでに空知太神社事件判決の甲斐中ほか４裁判官意見でも指摘されている。
本件施設のような複合的性格を有する施設が問題となった事案において、施設と宗教
的行事の有機的関連性のみならず、その歴史性や多数の参拝客からの評価等が考慮さ
れたことには、このような事情も関係しているとみることができるのではないだろうか。
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おける「一般人」概念は、従来の政教分離事案で問題となった「一般人」概念と

異なるのであろうか。

　従来の目的効果基準においても、例えば津地鎮祭判決や愛媛玉串事件判決で

は、「一般人」「社会通念」から見て、当該行為が「慣習化した社会的儀礼」と評

価すべきかとの判断が重要なポイントであった43。このような「一般人」による

評価という考慮要素は、空知太神社事件判決においても基本的に踏襲されてい

る。問題は、その「一般人」概念の具体的な中身であるが、空知太神社事件判

決の藤田裁判官補足意見は、「憲法89条が、過去の我が国における国家神道下

で他宗教が弾圧された現実の体験に鑑み、個々人の信教の自由の保障を全うす

るため政教分離を制度的に（制度として）保障したとされる趣旨及び経緯を考

えるとき、同条の定める政教分離原則に違反するか否かの問題は、必ずしも、

問題とされている行為によって個々人の信教の自由が現実に侵害されているか

否かの事実によってのみ判断されるべきものではないのであって、多数意見が

本件利用提供行為につき「一般人の目から見て、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ものである」

と述べるのは、このような意味において正当というべきである」と述べる。こ

こにおける「一般人」の概念としては、「日本国民一般」が想定されていると言

えよう44。これに対して、同判決の甲斐中ほか４裁判官意見45における「一般人」

概念の捉え方は、多数意見や藤田裁判官補足意見のそれとは大きく異なる。す

なわち、４裁判官意見によれば、多数意見の違憲判断は「結果として本来の意

味での総合的判断がなされていないきらいがある」として、神社が存在する地

域の住民の一般的評価についての審理が十分尽くされていないとする。具体的

には、空知太神社のように「北海道の農村地帯に存在し、専ら地元住民が自ら

の手で維持、管理してきたもので、地元住民以外に知る人が少ない宗教的施設」

に対する土地の利用提供行為について検討する際には、まず、「当該宗教施設

43 参照、宍戸・前掲注21）125頁、林・前掲注41）1389頁以下。
44 参照、木下昌彦編『精読憲法判例〔人権編〕』（弘文堂、2018年）197頁〔片桐直人執
筆〕。多数意見についても同様に理解する見解として、参照、座談会・前掲注11）80頁

〔川岸令和発言〕。「一般人といっても、おそらくその土地の人、まさにそのコミュニティ
の人の観点に立って見るというのが４裁判官の方だと思うのですが、多数意見のほう
はもう少し離れて、一般の日本人といったイメージだろうと思います。」
45 以下、「４裁判官意見」とする。
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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する。この

ように、「一般人」を地域コミュニティという多数意見より狭い範囲内の人々

と想定するのが４裁判官意見の特徴である46。いわば、日本国全体を範囲とす

る「一般人」を想定するのか、それとも、神社の存在する地域一帯を範囲とす

る「一般人」を想定するのかという対立が、多数意見、藤田裁判官補足意見と

４裁判官意見の間に存在するのである。本判決を見ると、那覇市における施設

の宗教性の認識と併せて考慮されているのは、松山公園周辺の自治会や公立学

校による、那覇市に対する要請である。一般人の評価としてこのような事情を

考慮している点において、本判決における「一般人」としては、地域的にその

範囲を狭く解する４裁判官意見のイメージに近い。

　では、本判決における「一般人」の概念をこのように解するとして、そこに

規範的な問題点はないだろうか。この点を検討するに際し、参考となるのは、

空知太神社事件以前の最高裁判例において言及される一般人の評価である。例

えば、津地鎮祭判決では「元来、わが国においては、多くの国民は、地域社会

の一員としては神道を、個人としては仏教を信仰するなどし、冠婚葬祭に際し

ても異なる宗教を使いわけてさしたる矛盾を感ずることがないというような宗

教意識の雑居性が認められ、国民一般の宗教的関心度は必ずしも高いものとは

いいがたい」という一節があるが、このような、「一般人」を「当該社会におい

て経験的に観測される一般的人間像」、すなわち「社会の多数者に近い」47概念

として理解する立場は、後の愛媛玉串事件判決でも踏襲されていると考えられ

る48。このように、社会の多数者としての「一般人」を想定する判例に対しては、

学説からの批判が存在する。すなわち、社会の多数者としての「一般人」の有

する社会通念によって、公権力の行為の当否を決定することは、宗教的な少数

者保護の観点から望ましくないとする立場である49。本判決のように、「一般人」

46 参照、座談会・前掲注11）80頁〔川岸令和発言〕。
47 林・前掲注41）1395頁。
48 野坂泰司「愛媛玉串料訴訟大法廷判決の意義と問題点」ジュリスト1114号（1997年）
35頁。
49 津地鎮祭判決以来の「一般人」概念に批判的な学説として、例えば参照、横田耕一「地
鎮祭と政教分離の原則」樋口陽一＝野中俊彦編『憲法の基本判例〔第２版〕』（有斐閣、
1996年）68頁。このような学説と判例の対立につき、参照、林・前掲注41）1394-1397頁、
同「政教分離原則の構造」高見勝利＝岡田信弘＝常本照樹編『日本国憲法解釈の再検討』
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の概念を地域的に狭く解する立場を採るとしても、上記のような、「一般人」

に対する規範的な問題点は解消できるものではない。確かに、那覇市の都市計

画の一環として、都市公園の一部として整備されることが企図されていたとい

う本件施設の性格を探るためには、当該施設の周辺住民の評価を考慮すること

は重要であろう。また、久米崇聖会は、後述のように、「本件施設等において

宗教的行事を行うことを主たる目的とする団体」であるとして、憲法89条の「宗

教上の組織若しくは団体」及び憲法20条１項後段の「宗教団体」に該当すると

認定されているものの、かつての政教分離事案で多く取り上げられた神道とは

異なり、久米三十六姓を祖とする組織であり、その会員数は195人（2013年時点）

とかなり小規模である50。さらには、本件施設で執り行われる釋奠祭禮には、

沖縄県知事や那覇市長等も来賓として出席しており、沖縄社会と密接にかかわ

る団体であるとも評価することができる。このような本件事案の特殊性にかん

がみ、従来の判例に比して、詳細に「一般人」の概念を説明したという理解が

ありうる。しかしながら、当該地域の「一般人」による宗教的評価を探るに際し、

本判決のような「一般人」概念理解を採用するとしても、「少数者の異議申し立

ては通用しなくなる」51という懸念を払しょくすることはできないであろう52。

（３）補助参加人の宗教団体性について

　以上、本件設置許可等の憲法適合性判断において特徴的であると思われる点

について検討してきた。なお、本件設置許可等（都市公園の無償提供行為）が

なされるに至った経緯、本件設置許可と本件免除の関係については、憲法判断

の枠組みの検討（二）と重複するため、ここでは省略する。最後に、本判決に

おける補助参加人の宗教団体性の判断について付言する。

（有斐閣、2004年）130-132頁。
50 李鳳娟「現代沖縄における「久米系末裔」の人々のアイデンティティに関する一考察：
久米崇聖会を中心として」人間と社会の探究76号（2013年）66頁。
51 野坂・前掲注23）171頁。
52 この点につき、沖縄における文化的な多様性や移住者の増加等の「地域の構造変化」
と、「住民としての意識」の関係性を論ずるものとして、西山千絵「宗教法人でない「宗
教団体」に対する政教分離原則の適用」山元一＝只野雅人＝蟻川恒正＝中林暁生編『憲
法の普遍性と歴史性　辻村みよ子先生古稀記念論集』（日本評論社、2019年）530頁（注
20）。
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　本判決では、補助参加人の宗教団体性の認定に際し、本件施設及び施設で執

り行われる行事の宗教性の程度、そして「宗教的行事といえる釋奠祭禮の挙行

を定款上の事業として挙げ」「本件施設の運営管理及び釋奠祭禮の挙行を補助

参加人の「事業の核」と位置付け」るなど、「補助参加人の定款の定め及び実際

の事業の内容等」から、「補助参加人は、本件施設等において宗教的行事を行

うことを主たる目的とする団体であると評価すべきであり、憲法89条の「宗教

上の組織若しくは団体」及び憲法20条１項後段の「宗教団体」に該当するとい

うべきである」と判断した。ここで注目すべきは、「氏子集団は、宗教的行事

等を行うことを主たる目的としている宗教団体であって、寄附を集めて本件神

社の祭事を行っており、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に当た

るものと解される」という空知太神社事件判決の判示を用いている点である。

空知太神社事件判決における宗教団体性の認定については、同判決で問題と

なった氏子集団には規約が存在しないこと、氏子の範囲が不明確であること、

氏子総代世話役等の神社の運営に携わっているものが神道の信者ではないこと

等、教団的な性格が認められない点が見受けられ53、「かかる不定形で曖昧な氏

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」54との批判的評価もなされている。

　この点につき、本判決は、宗教法人ではない団体に対する政教分離規定の適

用が問題となった事例であるという意味において、空知太神社事件判決と類似

性を有するが、問題となった補助参加人の性質は、同判決の氏子集団とは大き

く異なる55。すなわち、「宗教的性格を色濃く有する施設」を利用して、宗教的

行事たる釋奠祭禮を開催していること、補助参加人たる久米崇聖会は、宗教法

人ではないものの、「正会員は「久米三十六姓の末裔（まつえい）の個人または

団体」とされ、入会申込書を理事長に提出し理事会の決議を経て承認」56される

53 西山・前掲注52）526頁。
54 林・前掲注32）95頁。
55 憲法89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」の意味については、狭義説と広義説
が存在する。参照、渡辺康行＝宍戸常寿＝松本和彦＝工藤達朗著『憲法Ⅰ　基本権』（日
本評論社、2016年）184-185頁。従来の最高裁判決は、箕面忠魂碑判決において見られ
るように、狭義説を採用しているが、本判決も同様に狭義説に基づく判断がなされて
いるとみられる。参照、西山・前掲注３）12頁、同・前掲注52）522-523頁。
56 沖縄タイムス2018年５月３日（電子版：https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/�
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こと、そして、定款上の事業に宗教的行事たる釋奠祭禮の挙行が挙げられてい

ること等が、補助参加人の特徴として挙げられる。このように、本判決は空知

太神社事件判決の定義にのっとって宗教団体性を判断したのであるが、問題と

なった久米崇聖会は、空知太神社事件における「不定形で曖昧な氏子集団」57に

比して、宗教団体としての輪郭を有していたと言える。

四、結びにかえて

　以上みてきたように、本判決は、地方自治体による公有地の無償提供行為の

違憲性が問題となった事案であり、この点において空知太神社事件と類似性を

有している58。しかしながら、本件施設は、空知太神社事件判決で問題となっ

た神社施設とは大きく異なり、宗教性と世俗性を併有していたことから、事案

に適用されるべき憲法判断の枠組みが大きな論点となった。本判決が空知太神

社事件判決の判断枠組みに依拠したことは、今後の政教分離事案の処理の在り

方を探るうえでも興味深い点であろう。また、これまで「政教分離の主たる対

象として想定されてきた」「国家神道」59が問題となった事案ではなく60、久米崇

聖会という、久米三十六姓の末裔が組織する、小規模かつ閉鎖的な団体が管理・

運営する施設が問題となった事案であることも、本判決の特殊性である61。そ

のうえで、本判決において決め手となった事情を挙げるならば、空知太神社事

件とは異なり、那覇市側において本件設置許可等に対する憲法上の問題点が認

識されており、最終的に補助参加人の要請に応じる形で、本件設置許可等がな

246645　最終閲覧：2019年10月26日）
57 林・前掲注32）95頁。
58 松本和彦「判批」法学教室457号（2018年）131頁。
59 大屋雄裕「宗教の近代性とその責任─空知太神社事件」駒村圭吾編著『テクストと
しての近代　「近代」と「憲法」を読み解く』（有斐閣、2016年）288頁。
60 例外として、大阪地蔵像判決を挙げることができる。参照、桐ケ谷章「判批」『憲法
判例百選Ⅰ〔第５版〕』（有斐閣、2007年）108頁。
61 空知太神社事件判決以後の調査において、神道の施設のみならず、仏教式の慰霊施
設やキリスト教の殉教碑等が公有地上に存在する事例が明らかとなっている。この点
につき、参照、田近肇「砂川政教分離訴訟とその影響」宗教法31号（2012年）137頁。
なお、「国会神道と政府」の関係に着目して政教分離問題を捉える視野を「狭きに過ぎ
る」と評する学説につき、参照、大屋・前掲注59）295頁（注27）。
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されるに至ったという点であろう62。かかる事情は、「本件設置許可等（都市公

園の無償提供行為）がされるに至った経緯」の項目においては、本件設置許可

等の目的における宗教的意義を認定するための要素として考慮され、そして「そ

の他一般人の評価等」の項目においても、松山公園の無償提供状態に対する一

般人の評価を左右する要素の一つとして列挙されている。

　適用条項の問題についても付言しておく。政教分離事案については、空知太

神社事件判決以後、類型化思考が学説において注目されている。すなわち、「国

家が宗教団体を援助する場合」（89条と20条１項後段）と、「国家が宗教活動を

行う場合」（20条３項）63といったように、政教分離事案を類型化し、空知太神

社事件判決を「事案の類型ごとに異なる判断枠組みを使い分ける方向へと最高

裁が進みつつある徴候である」64と理解する思考である。しかしながら、空知

太神社事件判決と同様の判断枠組みを採用した本判決は、本件免除は89条と20

条１項後段、さらには20条３項にも反すると判示しており、前述のような、政

教分離事案の類型化という方向性からは、逸脱するような事例であったことは

指摘することができよう65。

　最後に、本事案が地方自治法242条の２第１項３号に基づく請求であり、そ

の中で政教分離問題が争点となったことは言うまでもないが、その背景に存在

した、原告側の政治的な主張も見逃せない。すなわち、原告である那覇市住民

は、那覇市による土地無償提供行為を政教分離の観点から問題視するとともに、

62 このような事情を重視し、本件における憲法上の疑義は、むしろ本件設置許可それ
自体にあった可能性を指摘する論稿として、松本・前掲注58）131頁。
63 参照、渡辺＝宍戸＝松本＝工藤・前掲注55）191-192頁。
64 林・前掲注32）85頁。
65 林知更は、空知太神社事件判決以前の論稿において、「国家行為の類型の差異を捨象
して、宗教に関わるすべての国家行為を単一の判断基準で一元的に判断する」方向に
それまでの判例が展開しており、そのような枠組みは「89条や20条１項後段が適用さ
れる国家行為の範囲は、20条３項が適用される国家行為の範囲に完全に包摂される」
という「20条３項の射程拡大」と、目的効果基準への「審査基準の一元化」という思
考に支えられていると指摘した。林・前掲注49）125-126頁。今後の展開が待たれると
ころではあるが、少なくとも、89条、20条１項後段、そして20条３項を列挙する本判
決の判示を見る限りにおいては、「国家行為の類型の差異を捨象」した判断がなされて
いるとも見ることもできる。
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久米崇聖会という中国にルーツを有する団体66と公権力側の関係性をも問題に

していたのである67。那覇地裁が、このような事情にかんがみ、「技巧的にすぎ

る」68とも評される事案処理によって、「落としどころを探った」69のかは定かで

はない。少なくとも、かように「技巧的」な事案処理がなされた、政教分離事

案としての本件の背後には、沖縄における政治的な問題も伏在していたという

点は指摘することができるのではないだろうか70。

66 参照、李・前掲注50）。
67 原告陳述書より抜粋「長く那覇市に暮らしてきた私たち住民にとって、本件孔子廟は、
中国渡来の久米三十六姓の一族が承継してきた中国の宗教儀式を誇示するための施設
であり、中国の直轄地であることを示しているように思えます。久米崇聖会は、沖縄
と中国の架け橋だと言っていますが、全くの時代錯誤です。私たちが違和感を抱いて
いる理由は、そこにあります。」（https://nahaaction.web.fc2.com/pdf/kume_chinjutusyo.
pdf　最終閲覧：2019年８月18日）
　なお、原告による同様の主張を含め、本判決に関する裁判資料は、「翁長市政を糺す・
那覇市住民訴訟─原告サイト─」（https://nahaaction.web.fc2.com/index.html　最終閲
覧：2019年８月18日）で確認することができる。
68 江藤・前掲注28）21頁。
69 渡辺・前掲注38）５頁。
70 本判決の評釈につき、脚注で挙げたもののほか、武田芳樹「判批」法学セミナー
764号（2018年）108頁。




