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目的効果基準に関する検討
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Ⅰ　はじめに

本稿は、ある公的行為が政教分離原則に違反するか否かを判断する際の基準で

ある「目的効果基準」1）について、判例の分析を主軸として検討を加えるもので

ある。

日本における目的効果基準は、1977年の津地鎮祭訴訟判決2）においてはじめて

採用された。しかし、その後も多くの訴訟で政教分離原則違反が争われ、その度

に判断枠組が示されたが、全てが一見して同じ枠組というわけではなかった。

そこで、以下では、基本的な目的効果基準が示された最初の判例である津地鎮

祭訴訟判決と、それと対比して差異が見られる愛媛玉串料訴訟判決3）を比較・検

討することで目的効果基準の全体像を把握することを目指したい。

特に、理論的・歴史的・宗教的側面からの指摘を取り込む前段階として、判決
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文には事実として何が書かれているのか、そしてそれを最も簡潔な形で整理する

にはどう理解したらよいか、という点を主軸に検討する4）。

そして、そこで得られた理解を発展させ、自衛隊合祀拒否訴訟判決5）と砂川空

知太神社訴訟判決6）についても最高裁判例の記述を分析・検討し、判例の全体像

を把握することを目指す。特に、自衛隊合祀拒否訴訟判決で示された「寛容の精

神」、砂川空知太神社訴訟判決における総合判断アプローチの位置づけについて

考えたい。

Ⅱ　 目的効果基準の検討 
―津地鎮祭訴訟判決と愛媛玉串料訴訟判決の比較

1　目的効果基準とは

目的効果基準とは、政教分離原則の形態の 1つである相対分離を前提に、許さ

れる政教接触と許されない政教接触とを峻別するための基準を言う。日本におい

ては、津地鎮祭訴訟判決において、アメリカの判例法理であるレモン・テストの

影響を受けつつ考案・採用された7）8）。

1971年の Lemon v. Kurtzman判決9）において、合衆国最高裁判所は、①問題の

法令が立法上世俗的な立法目的をもつものであること、②同法の原理ないし主た

る効果が宗教を促進もせず禁止もしないものであること、③同法により政府が宗

教との関係について過度のかかわりのないものであること、という 3要件を示

し10）、このうちいずれかを満たせば国教樹立禁止を定める合衆国憲法修正 1条に

違反すると判示した。

それに対して、日本の場合は、津地鎮祭訴訟判決において、政教分離原則に反

する行為とは、「①行為の目的が宗教的意義を持ち、②その効果が宗教に対する

援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為」を言うものとされた。レモン・

テストとの違いは、要件が 2つになり、それぞれを満たす場合にはじめて政教分

離原則違反が認定されるということである。

日本の目的効果基準に対しては根強い批判がある。それは後で詳しく考察する

が、簡単に言えば、完全分離を理想としておきながらも政教分離原則が制度的保

障であること等の理由から相対分離が現実的だとし、「政教分離の厳格性を著し

く相対化する可能性をはらむ」11）というものである。更に、相対分離であるとし

ても完全分離を理想としたならば、原則として政教分離原則違反は許されないが
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例外的に許される場合があるとすべきところ、実際の判例は、例外的に目的効果

要件に該当する行為は政教分離原則に違反し許されないという形を採り、原則と

例外の逆転現象が起きていることも指摘されるところである12）。

2　判決文の分析

（ 1）　津地鎮祭訴訟判決

津地鎮祭訴訟判決における章立ては以下の通りである。

1　本件の経過

2　当裁判所の判断

　（ 1）　憲法における政教分離原則

　（ 2）　憲法20条 3項により禁止される宗教的活動

　（ 3）　本件起工式の性質

　（ 4）　むすび

以下では、「 1」に軽く触れたのち、特に検討を要する「 2・（ 1）～（ 3）」

に絞って判決文を読み解く。

（a）　「 1　本件の経過」

まず「本件の経過」と題して事案の概要を述べ、その後訴訟の経過についても

説明する。要約すると、三重県津市が、昭和40年 1月14日に市体育館の建築にあ

たって挙行された神式の起工式（以下、「本件起工式」と言う。）に対して公金を支

出（以下、「本件支出」と言う。）したと言うのである。そして、津市の市民であり

津市議会議員の Xは、本件支出は憲法20条 3項、89条前段及び地方自治法138条

の 2に違反する違法行為であり、市長 Yを被告として津市に7663円を支払うよ

う請求した。

第 1審13）においては、本件起工式は、外見上神道の宗教的行事に属するもの

であるが、その実態は習俗的行事であるとし、憲法20条 3項に違反するものでは

ないと判断した。したがって、本件支出はその性質等から判断すると特定の宗教

団体を援助する趣旨のものではなく、役務に対する報酬等の意味合いしかないか

ら、憲法89条前段及び地方自治法138条の 2に違反するものではないとして、請

求を棄却した。

しかし、控訴審14）においては、政教分離原則の意義に関して完全分離説を採り、
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本件起工式は神社神道固有の宗教的儀式であり、単なる習俗的行事とは言えない

と判断した。そして、憲法20条 3項の「宗教的活動」の意義に関して、宗教の宣

伝等の積極的行為に限らず、「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事」（同条 2項）

を含む一切の行為を指すとしたうえで、完全分離を前提とすると、本件起工式は

「宗教的活動」に該当し違法であると判断し、原判決を取消して Xの請求を認容

した。

（b）　「 2　当裁判所の判断」

①　「（ 1）　憲法における政教分離原則」

判例はまず、日本という国家の特殊性を指摘したうえで、そこから政教分離原

則のあるべき姿を導き出す。即ち、「政教分離原則とは、……世俗的権力である

国家は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、

国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味する」としたうえで、政教分離原則の

形態はただ 1つに定まる類のものではなく、国ごとの様々な「歴史的・社会的条

件」によって差異があるものだと述べる。日本においては、信教の自由の保障が

不十分であった明治憲法制定時から日本国憲法が新たに制定されるまでの間に

「国家と神道とが密接に結びつき……種々の弊害を生じ」たこと（歴史的条件）15）

及び「各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきている」こと（社会的条

件）16）という 2つの観点から、国家と宗教を完全に分離し、信教の自由を実質的

に保障するのが日本国憲法下における政教分離原則の理想的なあり方だと言う。

しかし、政教分離原則の理想を述べた後で判例は次のように続ける。即ち、政

教分離原則が「制度的保障」であり、「間接的に信教の自由の保障を確保しよう

とするもの」に過ぎないから、完全分離を徹底するに足りる根拠が欠けることを

指摘する17）。加えて、宗教が「信仰という個人の内心的な事象としての側面を有

するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面

を伴」い、「教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触する」

ために「国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近い」と

も述べる。これはつまり、宗教はあからさまに宗教的な色彩を帯びた活動として

存在する以外にも、日常的な活動のレベルにおいても広く存在するものであるか

ら、これらと国家の接触を完全に分断してしまうと日常活動のレベルにおける公

的サービスが不十分となり、結果としてかえって国民の権利・利益を損なうこと

になるということである。

そのため、このような状況の下においては、完全分離ではなく相対分離が妥当
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であるという結論に落ち着くことになる18）。

政教分離原則の形態につき相対分離説を採ることを前提にすると、次に問題と

なるのは、国家と宗教の接触のうち、許される接触と許されない接触を区別する

基準の設定である。この問題について判例は、次のように述べる。即ち、「政教

分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・

文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざる

をえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、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、いかなる場合にいかなる限度で許されない

こととなるか」という点が判断の基本的な視点であり、更に目的及び効果という

視点を取り込んで「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、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし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」という一般的枠組を示す。

②　「（ 2 )　憲法20条 3項により禁止される宗教的活動」

判例は憲法20条 3項の具体的な文言の解釈を通じて、更に具体的な基準の定立

を図ろうとする。具体的に言うと、「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」ると述べたうえで、「行為の目的

が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉

等になるような行為」といったように先に示した目的・効果基準の方向性を踏ま

えた解釈を行う。

そしてその考慮要素として、外形的側面のみならず、①当該行為の行われる場

所、②当該行為に対する一般人の宗教的評価、③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、④当該行為の一般人に与える

効果・影響、などを挙げている。

③　「（ 3 )　本件起工式の性質」

次に、基準の当てはめのために本件起工式の性質の分析を行う。

まず、注目すべきポイントとして、「本件起工式は、……宗教とかかわり合い

をもつものであることは、否定することができない」が、「時代の推移とともに、

その宗教的な意義が次第に稀薄化してきて」おり、「一般人の意識においては、

……建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼として、世俗的な行事と評価して

いるものと考えられる」と述べる。また、「工事の無事安全等を願う工事関係者

にとつては、（起工式は）欠くことのできない行事とされているのであり、……建

築主が一般の慣習に従い起工式を行うのは、……極めて世俗的な目的によるもの
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であると考えられる」とも言う。更に、もう 1つ注目すべきポイントとして、日

本は「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」点を挙げる。加えて、神道の特色として、「祭祀儀礼に専念し、

他の宗教にみられる積極的な布教・伝道のような対外活動がほとんど行われるこ

とがない」点も指摘する。

以上の点からすれば「専門の宗教家である神職により神社神道固有の祭祀儀礼

に則つて、起工式が行われたとしても、それが参列者及び一般人の宗教的関心を

特に高めることとなるものとは考えられず、これにより神道を援助、助長、促進

するような効果をもたらすことになるものとも認められない」として、これは

「国家が主催して、私人と同様の立場で、本件のような儀式による起工式を行つ

た場合においても、異なるものではな」いと述べる。

そして、「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定し

えないが、その目的は……専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、

助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのである

から、……宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当」であると結論づける。

（ 2）　愛媛玉串料訴訟判決

愛媛玉串料訴訟判決における章立ては以下の通りである。

1　事実関係及び訴訟の経過

2　本件支出の違法性に関する当裁判所の判断

（ 1）　政教分離原則と憲法20条 3項、89条により禁止される国家等の行為

（ 2）　本件支出の違法性

3　被上告人の損害賠償責任の有無

4　結論

以下では、「 1」に軽く触れたのち、特に検討を要する「 2・（ 1）～（ 2）」

に絞って判決文を読み解く。

（a）　「 1　事実関係及び訴訟の経過」

まず、「事実関係及び訴訟の経過」と題して、事案の概要と訴訟の経過につい

て述べる。要約すると、愛媛県が昭和56年から昭和61年にかけて、靖国神社が挙

行する春秋の例大祭に対して玉串料等の名目で13回にわたり計76000円を、愛媛
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県護国神社が挙行する慰霊祭に対して供物料の名目で 9回にわたり計90000円を

公金から支出（以下、「本件支出」と言う。）したというものである。

第 1審19）においては、判断にあたって目的効果基準を用いることを明らかに

したうえで、本件支出はその目的が宗教的意義を持つことを否定できないのみな

らず、その効果が靖国神社等の宗教活動を援助、助長、促進することになるもの

であって、その結びつきは我が国の社会的・文化的条件に照らして相当とされる

限度を超えるから、「宗教的活動」に当たり、違法であると判示した。

しかし、控訴審20）においては、第 1審と同様に判断にあたって目的効果基準

を用いることを明らかにしたうえで、本件支出は宗教的意義を持つが、玉串料の

奉納は一般人にとって過大でない限り社会的儀礼として受容される等の理由から、

その効果は神道に対する援助、助長、促進又は他の宗教に対する圧迫、干渉等に

なるようなものでなく、憲法20条 3項、89条に違反しないと判断した。

（b）　「 2　本件支出の違法性に関する当裁判所の判断」

①　「（ 1）　政教分離原則と憲法20条 3項、89条により禁止される国家等の行為」

まず従来の判例と同様に、相対分離説を前提に、「宗教とのかかわり合いを持

つことを全く許さないとするものではなく、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、そ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」

という一般的枠組を示したのち、「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が

宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」という20条

3項の宗教的活動の定義を示す。

従来と異なるのは、この目的効果基準の枠組が89条の場合に対しても当てはま

ることを示した点である。即ち、「憲法89条が禁止している公金その他の公の財

産を宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のために支出すること又はその

利用に供することというのも、前記の政教分離原則の意義に照らして、公金支出

行為等における国家と宗教とのかかわり合いが前記の相当とされる限度を超える

もの（「宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さない……」）を言うものと解すべ

きであり、これに該当するかどうかを検討するにあたっては、前記と同様の基準

（「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、

干渉等になるような行為」）によって判断しなければならない」と言う。

②　「（ 2）　本件支出の違法性」

次に、「前記と同様の基準」に対する当てはめを行う。その際の考慮要素は、
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津地鎮祭訴訟判決と同様に、①当該行為の行われる場所、②当該行為に対する一

般人の宗教的評価、③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、④当該行為の一般人に与える効果・影響、などである21）。

まず、「神社神道においては、祭祀を行うことがその中心的な宗教上の活動で

あるとされていること、例大祭及び慰霊大祭は……各神社の挙行する恒例の祭祀

中でも重要な意義を有するものと位置付けられていること、みたま祭は、同様の

儀式を行う祭祀であり、靖國神社の祭祀中最も盛大な規模で行われるものである

ことは、いずれも公知の事実であ」り、「玉串料及び供物料は、例大祭又は慰霊

大祭において……宗教上の儀式が執り行われるに際して神前に供えられるもので

あり、……いずれも各神社が宗教的意義を有すると考えていることが明らか」で

あることから、「県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり

合いを持ったということが明らかである」と認定する。これは、上記考慮要素で

言えば、①に対応すると考えられるだろう。「場所」の語感からすれば多少逸脱

する気がするが、ここでは、その場所で起きる事象をも包含する概念として把握

すべきであると考える22）。

次に、「重要な祭祀に際して……玉串料等を奉納することは、……起工式の場

合とは異なり、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

社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人

が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の 1つにすぎないと評価しているとは考え

難い」と言う。これは上記考慮要素で言えば、②に該当するものと言えるだろう。

そして、第 2の当てはめと関係して、「玉串料等の奉納者においても、それが宗

教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ないのであ

り、このことは、本件においても同様というべきである」とし、③の観点から当

てはめを行う。

しかし、ここにきて疑問が生じる。その後、判例は「県が他の宗教団体の挙行

する同種の儀式に対して同様の支出をしたという事実がうかがわれないのであっ

て、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったこと

を否定することができない」と述べるが、これをストレートに④の観点からの当

てはめだと捉えることが困難なのである。他の①～③に照らしても、あまり収ま

りが良くない23）。

ここで、①～③の観点からの当てはめを見直してみると、次の点に気が付く。

それは、①に対応する当てはめは充実しているのに対して、②及び③に対応する
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当てはめは極めてあっさりとしているのである24）。まるで、①の認定から自動的

に②③も認定されているようで、①で最後に言っていた「県が特定の宗教団体の

挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかであ

る」という事実が核心的な意義を有しているようである25）。この点については、

愛媛玉串料訴訟判決は「宗教的意義」に対して「明らか」という表現を用いてお

り、「次第に稀薄化」という表現を用いている津地鎮祭訴訟判決と対照的である

点も傍証となるだろう。

以上の指摘からすれば、考慮要素①～③に基づく当てはめの結果、少なくとも

「目的」要件は充足しているものとみることができよう。そして、その宗教的意

義に関する当てはめの影響により「効果」要件が実質的に変容したのではないか、

という仮説を立てることができる。

この仮説は、砂川空知太神社訴訟判決における藤田宙靖補足意見によっても後

押しすることができる26）。藤田補足意見は、まず「私の見るところ、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」と言う。簡単に言えば、「目的効果基

準が機能せしめられてきた」か否かという観点から見れば、「『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」事案においては機能するが、「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」事案ではうまく機能しないと言うのである27）。前者は津地鎮祭

訴訟判決に、後者は「県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかか

わり合いを持ったということが明らかである」とまで言う本判決にそれぞれ対応

すると言える。そうであれば、目的効果基準がうまく機能しない本判決において、

「効果」要件が変容し、それに対応しようとしたと考えるのはごく自然な解釈と

言えるのではなかろうか。要件の変化による対応は、藤田補足意見の「目的効果

基準の具体的な内容あるいはその適用の在り方については、慎重な配慮が必要」

だという記述にも適合的である。

では、効果要件はどのように変容したと言えるのか。それはさしあたり、「県

が他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出をしたという事実がう

かがわれないのであって、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかか
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わり合いを持ったことを否定することができない」という表現を前半と後半に分

けて、「県が他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出をしたとい

う事実がうかがわれない」という部分が当てはめ、「県が特定の宗教団体との間

にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」と

いう部分が要件に該当すると理解することで明瞭になるのではなかろうか。これ

を、以下では便宜上「特定性要件審査」と呼ぶことにする。

以上の当てはめをもとに、判例は、「地方公共団体が特定の宗教団体に対して

のみ……特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、県が当該特定の宗

教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別

のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざる

を得ない」28）として、本件支出は「目的が宗教的意義を持つことを免れず、その

効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これに

よってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的

諸条件に照らし相当とされる限度を超え」て、違法となると判断した。

3　分析と私見

（ 1）　両判決の違い

津地鎮祭訴訟判決においてはストレートに目的効果基準が用いられているのに

対して、愛媛玉串料訴訟判決においては、その効果要件が変容し特定性要件審査

が行われている。そして、その使い分けの要素は、先述の通り、「県が特定の宗

教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明ら

かである」という事実に関わっていると考えられる。

更に細分化すると、「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」という

ポイントと、「かかわり合いを持った」というポイントの 2つに分けられる。「か

かわり合いを持った」という点は、愛媛玉串料訴訟判決における尾崎行信意見の

「関与行為」と「対象行為」の区別で言えば、「関与行為」ということになるだろ

う。これは国が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」を自ら挙行し

た（対象行為）場合には、検討を待たずに即違憲になると考えられることからす

れば、検討を要する行為を「関与行為」に限定するのは当然のことだと言える。

となると、重要な要素は「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」とい

う部分になる。

これらの議論を整理すると次のようになる29）。まず、第 1のチェック項目とし
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て、当然のことながら、問題となる行為は少なくともその構成要素や経緯に宗教

的要素が含まれていなければならない。時代の推移によりその宗教的色彩が喪失

したものはそもそも政教分離原則違反の問題が生じないからである。例えば、神

道上の風習で正月に歳神様を家に招き入れるために設置する門松を市庁舎のロ

ビーに飾ったとしても、都道府県知事がイベントでクリスマスツリーの飾り付け

を行ったとしても、通常はそれを政教分離原則違反だとして問題とすることはな

い。それは、宗教的な行事・風習としての意義が十分に薄れ、庶民的な文化とし

て世間に浸透しているからだと言うことができよう。

第 2のチェック項目として、問題とされた行為が「特定の宗教団体の挙行する

重要な宗教上の祭祀」か否かが判断される。「特定の宗教団体の挙行する重要な

宗教上の祭祀」である場合（宗教的な場合）には、更に、国家が現実にした行為

が対象行為か関与行為かという点も判断される。そして、「特定の宗教団体の挙

行する重要な宗教上の祭祀」でない場合（世俗的な場合）には目的効果基準が適

用されるが、「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」に「かかわり合

いを持った」（関与行為）場合には特定性要件審査が行われるという整理ができる。

（ 2）　私見

最後にこれらの分析の結果について 2つの私見を述べて本章を終わることにす

る。

1つ目は、なぜこのような使い分けをするのか、という点についてである。手

掛かりとしたいのは、津地鎮祭訴訟判決の調査官解説において述べられている、

日本における「歴史的・社会的条件」のうち「社会的条件」である30）。

整理すると、多重信仰国家である日本のような国においては、 1つの宗教が他

の宗教を排除する思想が無く、宗教的寛容が存在するために、宗教間対立が激し

くなく、信教の自由の重要性に対する意識が希薄で、国家・宗教間の結びつきに

表 1　津地鎮祭訴訟判決と愛媛玉串料訴訟の検討を通した適用基準の整理

問題とされる行為の性質 適用される審査

世俗的な場合 目的効果基準

宗教的な場合
関与行為 特定性要件審査

対象行為 検討を待たずに即違憲
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対する国民の抑止力がそもそも弱い、ということである。調査官解説で述べられ

ているのはここまでだが、そこから考えると国民の抑止力がそもそも弱いため、

国家の宗教的中立性（中立主義的分離）と宗教間の平等的取扱い（好意主義的分離）

の双方が同じくらい強く要請されるということが言えるのではないだろうか。

そのように解すると、愛媛玉串料訴訟判決で問題となったような「特定の宗教

団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」に関わる行為について審査する場合に、特

定性要件が検討されるのは、特に宗教間の平等的取扱い（好意主義的分離）が強

く要請されるためだと言うことができる。実際の判決文においても、「一般人に

対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他

の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を

呼び起こす」と述べられ、このような政教接触によって他の宗教に対する圧力が

強くなる危険性があることを示している。

そして、津地鎮祭訴訟判決において通常の目的効果基準が適用されたのは、重

大な祭祀とまでは言えないが宗教性が喪失したとも言えない微妙な宗教上の行為

を審査する際には、主に国家の宗教的中立性（中立主義的分離）が問題になるた

めだということになる。

2つ目は、特定性要件審査と目的効果基準審査の関係をいかに解すべきか、と

いう点である。この点について、先の整理によれば、津地鎮祭訴訟判決における

考慮要素のうち①～③に基づく当てはめの影響により「効果」要件が実質的に変

容したのではないか、という発想が根底にある。

目的効果基準における「効果」要件の記述を再度確認してみると、「効果が宗

教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」となっている。「特定の

宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定すること

ができない」という特定性要件との関係を考察すると、特定性要件は、問題とさ

れた行為の「効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」こ

とを前提に、そのインパクトを減殺する要素があるか否かを審査しているのでは

ないかという発想に至る。

国家が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」にかかわり合いを

持った場合、国民に対する影響は大きく、抽象的には、多かれ少なかれ「効果が

宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」と言うことができるだ

ろう。そして、国家としては、その重大なインパクトを減らすには、国民に対し

て特別なかかわり合いではないことを示し、相対的にその宗教性を減らすしかな
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い。つまり、特定の宗教だけではなくその他の宗教に対しても同様の行為をして

いることを示し、「特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを

持ったことを否定する」ことでしか政教分離原則違反を免れないということにな

る。別の表現をするならば、国家が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の

祭祀」に関与した場合、原則として目的効果基準に照らして政教分離原則違反と

なるが、例外的に、その他の宗教団体にも同様の行為をしているという事実が認

められる場合には違反とならないという枠組である。

なお、「インパクトを減らすには、国民に対して特別なかかわり合いではない

ことを示し、相対的にその宗教性を減らすしかない」という点から、政府言論の

制約原理として政教分離原則を捉える議論と接続することも可能である31）。政府

言論の制約原理としての政教分離原則とは、国家の宗教的中立性に反するメッ

セージを発信することを禁止して、政府言論に対して憲法上課せられた制約であ

ると解する立場のことを言い、エンドースメント・テストの基礎にある考え方で

あるとされる。

愛媛玉串料訴訟判決はエンドースメント・テストの影響を受けているから、そ

の議論は大筋敷衍できる32）。「政府は、政府批判の自由と情報公開を前提に、市

民に向けた情報発信によって、自己の信頼調達を試みてよいが、その例外として、

宗教への《肩入れ、是認》の表明を通して信頼調達し、政治的共同体の統合を試

みることは禁止される」33）という点から、「インパクトを減らすには、国民に対

して特別なかかわり合いではないことを示し、相対的にその宗教性を減らすしか

ない」ということの意味は、失いかけた信頼を回復するための新たな信頼調達と

して捉えることもできる。

以上の検討からすれば、特定性要件審査は、「効果要件」の下位基準として、

国家が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」に関与した場合には通

常要件は充足されることを前提に、「特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別

のかかわり合いを持ったことを否定すること」ができる場合には、それが否定さ

れるというものだと言うことができる。そして、特定性要件は「効果」要件の下

位基準に過ぎないのだから、目的効果基準は実質的にも維持されていると言える。

Ⅲ　私見を通した判例分析

第Ⅱ章で示したのは、少なくとも、津地鎮祭訴訟判決及び愛媛玉串料訴訟判決
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の間では、形は異なるが目的効果基準を用いた審査枠組それ自体は維持されてい

る、ということである。

次に問題となるのは、その他の政教分離訴訟判決、特に目的効果基準とは異な

る要素が見て取れる事案においても目的効果基準による審査枠組は維持されてい

るのか、ということである。以下では、目的効果基準を用いつつ「宗教的寛容」

という要素を取り込んで判断した自衛隊合祀拒否訴訟判決と、目的効果基準では

なく総合判断という枠組で政教分離原則違反を判断した砂川空知太神社訴訟判決

について、第 2章と同様に検討する。

1　自衛隊合祀拒否訴訟判決

自衛隊合祀拒否訴訟判決を整理すると、概ね以下のような章立てになるだろう。

1　事実関係について

2　原審の判断について

3　原審の判断を是認できない理由について

　（ 1）　本件合祀申請を地連職員と隊友会の共同行為と評価すべきか

　（ 2）　地連職員の行為が憲法20条 3項の宗教的活動に当たるか否か

　（ 3）　被上告人の法的利益の侵害の有無

以下では、「 1」及び「 2」に軽く触れたのち、特に検討を要する「 3・（ 1）

～（ 3）」に絞って判決文を読み解く。

（ 1）　分析と検討

①　事実関係及び原審の判断

要約すると、自衛隊員である夫 Xが殉職し、自衛隊山口地方連絡部（地連）と

社団法人隊友会山口支部連合会（隊友会）は、Xを山口県護国神社に合祀した。

キリスト教を信仰している妻 Yは、地連と隊友会が推進・申請した本件合祀は

政教分離原則に違反し、Yの宗教的人格権を侵害するものであると主張して、民

法709条に基づき損害賠償を請求した。

そして、原審34）は、本件合祀申請は宗教的意義を有するものであり、地連職

員と隊友会の共同行為と見ることができるとしたうえで、隊友会と共同して本件

合祀申請をした地連職員の行為は憲法20条 3項に違反するものだとした。
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②　本件合祀申請を地連職員と隊友会の共同行為と評価すべきか

判例はまず、原審が認定した「本件合祀申請は地連職員と隊友会の共同行為と

見ることができる」という点を否定する35）。即ち、「合祀は、神社にとって最も

根幹をなすところの奉斎する祭神にかかわるものであり、当該神社の自主的な判

断に基づいて決められる事柄であることはいうまでもな」く、「本件合祀申請に

至る過程において地連職員のした具体的行為は、（地連の）総務課長において

……各地の護国神社における殉職自衛隊員の合祀状況等を照会」し、回答を「（隊

友会の）会長に閲覧させ、会長の依頼により（地連の）事務官において」細かな

事務処理を行った「にとどまるのであり」、地連ないしその職員が直接県護国神

社に対し「合祀を働き掛けた事実はない」と述べる。また、「これらの事実から

すれば、……県隊友会において地連職員の事務的な協力に負うところがあるにし

ても、県隊友会の単独名義でされた本件合祀申請は、実質的にも県隊友会単独の

行為であったものというべく、これを地連職員と県隊友会の共同の行為とし、地

連職員も本件合祀申請をしたものと評価することはできないものといわなければ

ならない」と言う。

③　地連職員の行為が憲法20条 3項の宗教的活動に当たるか否か

判例は津地鎮祭訴訟判決を引用し、地連職員の行為は目的効果基準によって判

断することを明らかにしたうえで、本件における地連の行為は「宗教とのかかわ

り合いは間接的」で、その目的も「合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上

と士気の高揚を図ること」にあり、その行為態様からして「国又はその機関とし

て特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、又は

他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果をもつものと一般人から評価される行

為とは認め難い」ことを理由に、宗教的活動に該当しないことを示す。

なお、判例は、政教分離原則が信教の自由を間接的に保障する制度的保障の規

定であることに言及したうえで、問題の対象となった行為が「憲法が保障してい

る信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法

と評価されるものではない」と述べ、本件はそのような態様のものではないこと

を確認する。

④　被上告人の法的利益の侵害の有無

ここで、津地鎮祭訴訟判決や愛媛玉串料訴訟判決とは異なり、判例は法的利益

の侵害の有無を検討する。異なる検討を行っているのは、津地鎮祭訴訟判決や愛

媛玉串料訴訟判決は当該公金支出が違法な財務会計行為に当たるのではないかと
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いう公的側面が強い問題だったのに対し、本件は合祀によって宗教的人格権が侵

害されたことを理由に民法709条に基づく損害賠償請求が認められるかという私

的側面の強い問題であったことが理由である。即ち、訴訟類型及び訴訟物も異な

るのだから、したがって、前 2者の判決と本判決はその判断構造上矛盾・抵触す

るものではない。

まず、合祀は神社が自主的に行ったものであり、合祀申請は「合祀の前提とし

ての法的意味」を持たないことを確認し、本件における法的利益の侵害の有無は

「合祀申請が神社のする合祀に対して事実上の強制とみられる何らかの影響力を

有したとすべき特段の事情の存しない限り」、「合祀それ自体が法的利益を侵害し

たか否かを検討すれば足り」、「神社と被上告人の間の私法上の関係として検討す

べき」だとする。これにより、合祀と合祀申請が分断され、検討対象は合祀のみ

に絞られる。そして、ここからは、より純粋な不法行為論の問題、信教の自由な

いし宗教的人格権の問題へとシフトする。

まず、「私人相互間において……信教の自由の侵害があり、その態様、程度が

社会的に許容し得る限度を超えるときは、……私的自治に対する一般的制限規定

……の適切な運用によって、法的保護が図られるべきである」とする。しかし、

その場合に考慮される特殊事情として、「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗

教上の行為によって害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなこ

とがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる

宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求

するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教

の自由を妨げる結果となる」点を指摘する。判例は、この特殊事情を「何人も自

己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や

不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容

であることを要請しているものというべき」と言い換えて、「宗教上の人格権で

あるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを

直ちに法的利益として認めることができない性質のものである」と述べる。

そして、「県護国神社による Xの合祀は、まさしく信教の自由により保障され

ているところとして同神社が自由になし得るところであり、それ自体は何人の法

的利益をも侵害するものではな」く、「被上告人が県護国神社の宗教行事への参

加を強制されたこと」は無く、「またその不参加により不利益を受けた事実、そ

のキリスト教信仰及びその信仰に基づき Xを記念し追悼することに対し、禁止
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又は制限はもちろんのこと、圧迫又は干渉が加えられた事実……は……ない」か

ら、「被上告人の法的利益は何ら侵害されていない」と結論づける。

（ 2）　宗教的「寛容」の位置づけ

まず指摘しておかなければならないのは、目的効果基準と宗教的寛容の関係に

ついてである。先述した通り、津地鎮祭訴訟判決と愛媛玉串料訴訟判決は主に違

法な財務会計行為に関わる公法的問題であったのに対し、自衛隊合祀拒否訴訟判

決は合祀による精神的損害を理由に不法行為責任が認められるかという私法的問

題であった。このことは、自衛隊合祀拒否訴訟判決において採用された判断枠組

が目的効果基準から多少逸脱するとしても必ずしも従来の枠組を放棄し、異なる

枠組を示したとは言えないということも表すが、それ以上に、あくまで不法行為

責任の認定の枠組の中に宗教的寛容というピースが組み込まれて判断されている

ことが重要である。即ち、宗教的寛容という要素は、目的効果基準による審査の

先に存在するということが言える。

ここで、政教分離原則違反には 2つの類型があるのではないかという発想にた

どり着く。即ち、純粋に政教が接触した場合の「抽象的政教分離原則違反」と、

政教接触の結果として私法上の権利侵害が現実に具体的に生じた場合の「侵害的

政教分離原則違反」の 2類型である。後者は侵害行為者により、更に公権力型と

私人間型の 2種類に分けられる。要するに、目的効果基準のみを適用する枠組は

抽象的政教分離原則違反に妥当し、目的効果基準による審査の後に違法性要件審

査に移行する枠組は侵害的政教分離原則違反に妥当する36）。

もっとも、当然のことながら、純粋に私人間の争いであれば政教分離原則の問

題は生じない。宗教的寛容は、ある人の宗教的行為によって他人の信教の自由等

に対する侵害が生じた場合に考慮されることになるだろうが、それは本検討の対

象外である。

私人間型侵害的政教分離原則違反を正しく定位するにあたり、愛媛玉串料訴訟

判決における尾崎行信意見の「関与行為」と「対象行為」の区別が参考になる。

関与行為とは「国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもたらす行為」

を言い、対象行為とは「かかわり合いの対象となる宗教的とみられる行為」のこ

とを指す。更に、「この両者は、国教樹立のように大きく重なることもあれば、

津地鎮祭のように重なる部分が減少し、本件玉串料奉納のように重なりが更に小

さくなることもあり得る」と述べ、両者の接続具合には強弱があると指摘する。
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以上の区別からすれば、私人間型侵害的政教分離原則違反とは、対象行為の行

為者が私人であって、関与行為との接続が弱く分断可能であった（本件では認定

の結果分断された）事例における政教分離原則違反を指すものとして理解できる。

政教分離原則違反を類型化する立場に立てば、当然、侵害的政教分離原則違反

における違法性要件審査において、信教の自由ないし政教分離原則の特殊性を考

慮しなければならない。この点について、本件のような私人間型の場合には、不

法行為法における相関関係説のフレームワークが有用であると考えられる。

相関関係説とは、民法709条の違法性の要件解釈に関する有力な学説で、違法

性が「加害者の侵害行為の態様と、被害者の被侵害利益の種類・性質との相関的

衡量によって判断される」37）というものであるが、この枠組のなかで信教の自由

ないし政教分離原則の特殊性を考慮することができるだろう。

宗教的寛容については、調査官解説38）はある文献の一節を引用するにとどま

る39）。要約すると、神秘主義の時代においては、その信仰は外部生活とは無関係

に自己の内面世界で完結したが、宗教改革によって内面世界は外的生活と結びつ

き、その宗教的主張は普遍的なものとして存在するようになった。そのため、異

なった主張は原理的対立を余儀なくされ、その結果宗教戦争や迫害の激化を伴い

ながらも、他方で、異なった信仰・宗派間の相互認容という意味での「宗教の自

由」が徐々に実現していく、ということになる。

このような歴史的背景を法的意味に置き換え、不法行為法の枠組で捉えるなら

ば、侵害行為が宗教的行為としての性格を持ち、かつ、被侵害利益が宗教的権利

である場合には、その特殊性として、相関的衡量におけるハードルがより高くな

るということになるだろう。このことは「信教の自由の保障は、何人も自己の信

仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益

の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容である

ことを要請しているものというべき」という記述からして、上述の場合には原則

として不法行為が成立しないとされている点からも読み取ることができる。

まとめると、宗教的寛容の要素は、政教分離原則違反のなかでも私人間型侵害

的政教分離原則違反の問題の場合に、相関関係説における衡量のハードルを通常

の場合よりも上げる形で機能していると考えられるのである。

2　砂川空知太神社訴訟判決

砂川空知太神社訴訟判決における章立ては以下の通りである。
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1　事案の概要

2　上告理由について

　（ 1）　憲法判断の枠組み

　（ 2）　本件利用提供行為の憲法適合性

3　職権による検討

4　結論

以下では、「 1」に軽く触れたのち、特に検討を要する「 2・（ 1）～（2）」に

絞って判決文を読み解く。

（ 1）　分析と検討

（a）　「 1　事案の概要」

砂川市がその所有地を空知太神社に対して敷地として無償で使用させている行

為は政教分離原則に違反するものであり、市長 Yが敷地の使用貸借契約を解除

して施設の撤去及び土地の明渡しを請求しないこと（本件怠る事実）は違法に財

産の管理を怠るものであるとして、市民 Xらが地方自治法242条の 2第 1項 3号

に基づきその違法確認を求めた。

（b）　「 2　上告理由について」

①　「（ 1）　憲法判断の枠組み」

まず、適用条文である89条の趣旨について、「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」する点にあると述べる。そして、従前の判例と同じ相対分

離の立場に立ち、「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」という一般的枠組を

示す。

この点については、リーディングケースである津地鎮祭訴訟判決と異なり、憲

法20条 3項ではなく89条と20条 1項後段の解釈を主軸に検討している点に注目す
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べきである。愛媛玉串料訴訟判決においても89条は登場したが、それはあくまで

20条 3項の「宗教的活動」と同じ審査枠組が89条においても妥当するということ

を示したに過ぎなかった。しかし、本判決の場合は、20条 1項後段との関係を踏

まえた89条の趣旨から説き起こして基準を示そうとした点で画期的であったと言

える。

次に、一般論として、「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……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」とするが、その

違反を判断するにあたっては、「当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、

利用の態様等」を考慮する必要があるとしたうえで、 2つの点を指摘する。 1つ

は、宗教施設の中には「歴史的、文化財的な建造物として保護の対象となるもの

であったり、観光資源……などといった他の意義を有していたりすることも少な

くな（い）」という点である。もう 1つは、明治初期以来、国公有地が無償で社

寺等の敷地として供される事例が生じ、以後多数の解消策が講じられたものの未

だに解消に至っていないケースが相当数存在しているという点である40）。

第 1の事情は、従来の判例で検討されてきた「世俗性」に類似する概念で、宗

教性を減殺する要素を更に拡大したものと捉えることができるだろう。第 2の事

情については、本件は「状態を容易に解消することができるのに漫然とこれを放

置している事案」ではなく、「積極的にその解消に向けて努力しているにもかか

わらずその解決に至っていない事案」に該当するもので41）、その場合は一般人の

目から見て特定の宗教を援助しているようには映らず、むしろそのような状態を

問題と考えて積極的にアクションを起こしているように見えるという趣旨のもの

として理解できる。

そして、「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」という形で審査基準を提示する。津地鎮祭訴訟判決との比較で

みると、次のような異同を指摘できる。即ち、同じ点としては、「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」という記述、異なる点として

は、「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

記述の有無と、考慮要素として挙げられているポイントである42）。津地鎮祭訴訟

判決では、①当該行為の行われる場所、②当該行為に対する一般人の宗教的評価、
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③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、④当該行為の一般人に与える効果・影響等が考慮要素として挙げられていた

のに対し、本件では、⑥宗教的施設の性格、⑦無償提供に至った経緯、⑧無償提

供の態様、⑨これらに対する一般人の評価等という要素が挙げられている。これ

らの要素に対する評価は様々であるが、特に⑦と⑧が顕著な違いとして見て取れ

る。

更に、最後に津地鎮祭訴訟判決と愛媛玉串料訴訟判決を引用して、この解釈が

従前の判例の趣旨と抵触しないことを明らかにしている。このことは、総合判断

アプローチと目的効果基準アプローチの連続性を示唆していると捉えることも可

能である。

②　「（ 2）　本件利用提供行為の憲法適合性」

次に、本件利用提供行為に対する評価を行うが、その前に最高裁は氏子集団に

目を向ける。その前提として、本件神社は「一体として神道の神社施設に当た」

り、そこで行われる行事は「地域の伝統的行事として親睦などの意義を有すると

しても、……宗教的な意義の希薄な、単なる世俗的行事にすぎないということは

できない」から、本件神社は、「神社神道のための施設であり、その行事も、こ

のような施設の性格に沿って宗教的行事として行われているものということがで

きる」とする。

そして、本件神社を「管理し、……祭事を行っているのは、……本件町内会で

はなく、本件氏子集団である」と断ずる。この点、 1審及び 2審でも氏子集団へ

の言及はあったが、祭事の挙行はともかく、神社物件の管理の主体は町内会員に

より組織される空知太会館運営委員会であると認定している。しかし、「本件氏

子集団は、……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」から、

「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、……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」と述べる。

この点については批判43）が多いものの、最高裁はそのままストレートに氏子集

団が89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当すると認定する。

氏子集団が89条の「宗教上の組織若しくは団体」に当たるという上記認定を踏

まえたうえで、氏子集団は「祭事に伴う建物使用の対価を町内会に支払うほかは、

本件神社物件の設置に通常必要とされる対価を何ら支払うことなく、その設置に

伴う便益を享受している」から、「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ものというこ



56　法律学研究58号（2017）

とができ」、これは「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」と評価する。そし

て、これは89条が禁止するところの公有財産の利用提供に該当するのみならず、

20条 1項後段が禁止する特権の付与にも該当すると判断した。

なお判決は、本件利用提供行為が「もともとは……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」としつつ、「明らかな宗教的施設といわざるを得ない

本件神社物件の性格、これに対し長期間にわたり継続的に便益を提供し続けてい

ることなど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」として、当初の目的をあ

まり重視していないことが分かる。

（ 2）　目的効果基準を用いたアプローチと総合判断アプローチの関係

注目すべきなのは、従来20条 3項の「宗教的活動」の解釈を軸に展開されてき

た政教分離違反の問題に対して、20条 1項後段及び89条の適用を通じて解決を図

るという新しいアプローチを提示した点にある。しかも、目的効果基準ではなく、

総合判断という新しい手法が採用されたことのインパクトも大きい。

そこで問題となるのは、両者の関係である。目的効果基準アプローチと総合判

断アプローチは分断されたものなのか、それとも一定の枠組のなかで連続的に捉

えられるものなのか。基準の使い分けの要素も明らかにしなければならない。

ここで、調査官解説を読むと、裁判所がある要素に着目していることがわかる。

即ち、従来の事例と比較した本件の特殊性として、判断の対象となる行為が「半

世紀以上もの歴史を有するもの」で、その歴史のなかで「大きな事情の変化」も

あり、その行為態様も「必ずしも一様であったわけではない」点を取り上げてい

るのである44）。

ここから浮かび上がる着眼点は、本件で問題とされたのが時間的に幅のある累

積的な行為であったということである。確かに、従来の判例で問題とされたのは、

起工式や玉串料の奉納など、 1回で完結するような時間的に幅が狭い行為で、累

積的な行為態様でもない。

判断の対象となる行為を「特定的行為型」と「諸行為の累積型」に分けて考え

る学説45）は、この点に適合的で最も説得的であると思われる。特定的行為型と

は「特定の公的行為につき宗教とのかかわり合いが問われるタイプ」であり、諸
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行為の累積型とは「長期にわたる諸々の行為の集積による現状が問われるタイ

プ」を指す。

そして、特定的行為型に対してはストレートに目的効果基準が適用され、諸行

為の累積型に対しては、「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」46）から、諸般の事情を考慮した総合的判断による判

断が行われる。

無論、目的効果基準はその運用において多くの批判を受けていることから、今

後の判例において徐々に総合判断アプローチにシフトしていくという見方ができ

ないわけではない。しかし、その後に出された白山比咩神社訴訟判決47）におい

ては再び目的効果基準が採用されている点からして、むしろ目的効果基準アプ

ローチと総合判断アプローチは併存し、「相当とされる限度を超えたかかわり合

いが許されないという基本を維持しつつ、さまざまな領域あるいは行為類型ごと

に、考慮すべき要素が類型的に提示される、という領域別判断基準」48）へと移行

していくとみる方が自然であるように思われる。

Ⅳ　おわりに

本稿で指摘・整理したことをまとめると、次のようになる。

①津地鎮祭訴訟判決と愛媛玉串料訴訟判決の間では、目的効果基準は対象とな

る行為が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」であるか否かによっ

て多少形を変えているが、審査枠組を構成する要素は実質的には同一であるとい

うこと、②自衛隊合祀拒否訴訟判決で示された宗教的寛容は、政教分離原則違反

を 3種に類型化した場合における私人間型侵害的政教分離原則違反の事例におい

て、相関関係説を前提にした衡量の際のハードルを上げるという形で機能してい

るということ、③砂川空知太神社訴訟判決で意識されたのは、問題行為が時間的

に幅のある累積的な行為であったということであり、それを前提にすると、「特

定的行為型」と「諸行為の累積型」に分けて考える発想が最も説得的であること、

の 3つである。

最後に、領域別判断基準への移行という観点から、以上の指摘・整理を 1つの

枠組として整理して本稿を終えることにする。
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まず、最初に検討されなければならないのは、問題行為による現実的・具体的

な権利の侵害を検討する余地があるか、言い換えれば、侵害的政教分離原則違反

に該当するか否かという点である。そして、自衛隊合祀拒否訴訟判決のように、

公権力と私人が一体となって政教分離原則違反の疑いがある行為をした場合で

あって、分析の結果、私人単独の行為として判断すれば足りるとされた場合には、

不法行為の問題として、宗教的寛容の要素が機能しつつ判断される。裁判所の判

断はないが、あくまで公権力の行為だと判断だとされた場合には、国家賠償法の

枠組のなかで宗教的寛容の要素が機能することなく判断されることになるだろう。

そして、次に意識されるのは、問題行為が時間的に幅のある累積的な行為であ

るか否か、問題行為が「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」に該当

するか否かである。砂川空知太神社訴訟判決のように行為態様が累積的で、目的

効果基準の正しい適用が困難な場合には総合判断アプローチが採用され、愛媛玉

串料訴訟判決のように「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀」に該当

する場合には、特定性要件を主軸にした判断がなされる。

累積的な行為態様か否かという要素と「特定の宗教団体の挙行する重要な宗教

上の祭祀」に該当するか否かという要素は併存するから、単純に考えて、 2× 2

の 4通りのパターンがあることになる。「累積的／単発的」及び「宗教的／世俗

的」という要素で考えると、①累積的・宗教的パターン、②単発的・宗教的パター

ン、③累積的・世俗的パターン、④単発的・世俗的パターンとして把握できるだ

ろう。①の例として砂川空知太神社訴訟判決、②の例として愛媛玉串料訴訟判決、

そして、④の例として津地鎮祭訴訟判決及び白山比咩神社訴訟判決、そして自衛

隊合祀拒否訴訟判決がある。

ここで、③のパターンについては裁判所の判断がないことがわかる。この点に

ついては、当てはまる事案が起これば何らかの判断が示されるだろうと見ること

もできるが、世俗性によって宗教性が減殺されている行為が長期にわたって累積

的に行われているということは、政教分離原則違反の問題として全く認識されて

こなかったということであって、政教分離原則違反を論じるまでもないのではな

いかと思われる。

表を用いて整理すると次のようになる。なお、ここで言う「侵害的」とは、私

人間型侵害的政教分離原則違反を念頭に置いており、「宗教的寛容」とは、宗教

的寛容が機能する相関的衡量の審査を意味する。また、括弧書きで示した部分は

裁判所の判断がまだ無いものであり、推定に過ぎず、今後新たな枠組が示される
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可能性があることに注意を要する。

以上の整理は、 1つの枠組の中で統一的に捉えようとするあまり、無理が生じ

た個所があり得ることは否めず、また、理論的な欠落や根本的な解釈の誤りなど、

多くの批判を受けることになるだろうと思われる。しかし、目的効果基準と総合

判断アプローチに加えて、宗教的寛容まで包含して 1つの枠組で捉えようとする

試みは多少なりとも意義があるのではないかと思っている。

1）「目的効果基準」という言葉については、若干の整理を要する。
　目的効果基準と言った場合に、実は 2通りの解釈があり、 1つは①「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、そのかかわり合いが右
の諸条件に照らし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」という部分であって、もう 1つは、宗教的活動の定義である②「行
為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧
迫、干渉等になるような行為」に該当するか否かという基準である。本稿では主
に②の意味で用いる。佐々木弘通「憲法学説は政教分離判例とどう対話するか」
辻村みよ子＝長谷部恭男編『憲法理論の再創造』（日本評論社、2011年）395-411

頁もこの区別を意識する。（①を「目的効果論」、②を「目的効果基準」と呼ぶ）。
　これらの整理が特に意味を持つのが愛媛玉串料訴訟判決に対する評価である。
形式的に見れば、どちらの意味でも目的効果基準は維持されているのであるが、
実質的にみると、①の場合は良いとしても、②の要件に対する当てはめを読み取
ることが困難である。そのため、②の意味の目的効果基準も維持されていると主
張するには、ひと工夫要するのである。

2） 最大判昭和52年 7月13日民集31巻 4号533頁。
3） 最大判平成 9年 4月 2日民集51巻 4巻1673頁。
4） 宗教学的観点から知見を得て、それをもとに政教分離原則を分析・検討する立

表 2　検討全体を通した適用基準の整理

累積的 単発的

宗教的
抽象的

総合判断審査
〈砂川空知太神社訴訟判決〉

特定性要件審査
〈愛媛玉串料訴訟判決〉

侵害的 （総合判断審査＋宗教的寛容） （特定性要件＋宗教的寛容）

世俗的

抽象的

問題とならない

目的効果基準審査
〈津地鎮祭訴訟判決〉

侵害的
目的効果基準審査＋宗教的寛容
〈自衛隊合祀拒否訴訟判決〉
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場については、松村比奈子『政教分離原則の適用基準に関する研究―目的・効果
基準の再構成―』（成文堂、1997年） 1 -20頁参照。

5） 最大判昭和63年 6月 1日民集42巻 5号277頁。
6） 最大判平成22年 1月20日民集64巻 1号 1頁。
7） 芦部信喜『宗教・人権・憲法学』（有斐閣、1999年）78頁は、「（日本の目的効果
基準はレモン・テストに）ほぼ拠りながら、それをより緩やかな基準として相対
化したものだと解する意見が……有力である」と述べる。

8） 松村・前掲注 4）213-214頁によれば、アメリカ連邦最高裁判所における目的効
果基準の確立は、実質的には宗教と教育に関する 3つの判例によって成し遂げら
れたものだとされる。即ち、1947年のエヴァスン判決（Everson v. Board of 

Education, 330 U.S. 1）において提示されて、1961年のマガワン判決（Mcgowan v. 

Maryland, 366 U.S. 420）によって整理されたのち、1963年のシェンプ判決
（Abington school District v. Shempp, 347 U.S. 203）において定型化されたと言う。
そして、これらを基礎として1971年にレモン・テストが定式化されるのである。
　なお、マガワン判決及びシェンプ判決の詳細に関しては、瀧澤信彦『国家と宗
教の分離―アメリカにおける判例法理の形成』（早稲田大学出版部、1985年）
236-240頁参照。

9） 403 U.S. 602 (1971).

10） 要件の表現は、木下毅「国家と宗教団体―アメリカ」比較法研究50号16頁（1988

年）による。
11） 芦部信喜『憲法学Ⅲ人権各論（ 1）〈増補版〉』（有斐閣、2000年）149頁。
12） 愛媛玉串料訴訟判決における尾崎行信意見は、「完全分離を理想と考え、国が宗
教とかかわり合いを持つことは原則的に許されないという立場から出発するので
あれば、何が『許されない』かを問題とするのではなく、何が例外的に『許され
る』のかをこそ論ずべきである」と述べる。砂川空知太神社訴訟判決における藤
田宙靖補足意見もこれに同調する。

13） 津地判昭和42年 3月16日行裁集18巻 3号246頁。
14） 名古屋高判昭和46年 5月14日行裁集22巻 5号680頁。
15） 松村・前掲注 4）87-124頁は、明治維新における神道の台頭から GHQの占領
期における政教分離政策に至るまでの歴史的経緯を詳述する。
　特に第 3節「軍国主義の台頭と宗教弾圧」（109-116頁）は、「国家と神道とが
密接に結びつき……種々の弊害を生じ」たことの理解を深めるのに有用である。

16） 戸松秀典＝長谷部恭男＝横田耕一「〈鼎談〉愛媛玉串料訴訟最高裁大法廷判決を
めぐって」ジュリスト1114号（1997年）戸松秀典発言（ 7頁）は、「多元的、重
層的に発達したなど、何のことを言っているのかよくよく検討してみるべきで」、
「誰がどういうふうに研究分析した上で言っているのかということは示されてい
ない」と言い、この点につき科学的検証の欠如を指摘する。

17） 工藤達朗＝畑尻剛＝橋本基弘『憲法』（信山社、2014年）138頁［橋本基弘執筆］
は、この点について「政教分離原則を制度的保障と呼んだ場合、信教の自由を制
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度的に補完し、それを強化するものととらえられるべきであ」って「この原則を
最高裁のように用いることは戒められるべきである」として、判例を批判する。

18） 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）59

頁は、分離の程度が限定的に解釈された理由について、原審と比較して、「政教
分離の根拠を間接的な信教の自由保障の確保に限定した点が……少なくとも一端
をなしているように思われる」と評価する。

19） 松山地判平成元年 3月17日判時1305号26頁。
20） 高松高判平成 4年 5月12日判時1419号38頁。
21）「行為」や「行為者」が何を指すのかについては、判決上も明瞭ではない。しか
し、文意からして、①の「行為」は対象行為を念頭に置き、②③④の「行為」及
び「行為者」は関与行為を念頭に置いていると考えられる。

22） 可部恒雄反対意見は、「恒例の宗教上の祭祀である例大祭（等）……が神社の境
内において挙行されるのはあまりにも当然」であるから、津地鎮祭訴訟判決にお
いて示された考慮要素①は本件では意味を持たないとするが、それは「場所」の
語に対する解釈の違いによるものであると考えられる。

23） 可部反対意見は、「県が他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出
をしたという事実がうかがわれないのであって、県が特定の宗教団体との間にの
み意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」という
事実は考慮要素③と対応すると考えるが、やはりストレートに読み取ることは難
しく、無理に読み取ってもやや迂遠な印象を受ける。

24） 可部反対意見はこの点について、考慮要素②は「何ら機能していないものと言
わざるを得ない」と評価する。

25） 野坂泰司『憲法基本判例を読み直す』（有斐閣、2011年）157頁は、「玉串料等の
奉納に宗教的意義があることは最初の段階で決着がついているようでもあり、し
たがって、②③についての判断はそれぞれ否定し難いものであるにしても、後付
け的な印象を免れない」と述べ、類似の指摘をする。

26） 藤田補足意見に対する学説の評価の一例として、長谷部恭男「目的効果基準『目
的』」法教357号（2010年）82-87頁参照。

27） 小泉良幸「政治と宗教の『かかわり合い』―砂川市市有地無償貸与違憲判決に
即して」法時82巻 4号（2010年） 1 - 2頁は、藤田補足意見について、「目的効果
基準の射程を限定する意味合いがあるようにも見える」としたうえで、「（目的効
果）基準の射程を（『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）に限定し、……対象行為の宗教性が明白である場合には、より厳格な
審査基準を用いるべき方向性を示唆する…議論には一定の説得力がある」と述べ
る。

28） この部分については、「政府の実際の目的が宗教を後押し（endorse）するか又
は否認することであるかどうか、政府の行為が事実上後押しや否認のメッセージ
を伝える効果をもつかどうかを問う」（『法律学小辞典』第 4版補訂版、有斐閣）
というアメリカ判例上のエンドースメント・テスト（465 U.S. 668, 688）の影響
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を受けていると考えられる（戸松ほか・前掲注16）横田耕一発言（ 8 - 9頁））。
長谷部恭男発言（10頁）もこれに賛同する。
　安西・前掲注18）60-61頁は、エンドースメント・テストは政教のうち「政」
に軸足を置く判断方法であるが、愛媛玉串料訴訟判決の手法は「教」に軸足を置
いた判断方法であって、最高裁は「エンドースメント・テストを参酌しつつ日本
流に改鋳した、と推測することもできよう」と評価する。

29） 渡辺康行「政教分離規定適合性に関する審査手法―判例法理の整理と分析―」
季刊企業と法創造 9巻 3号（2013年）54-78頁において提示される「かかわり合い」
の審査と「かかわり合い」の正当化審査という 2段階審査のアイデアを基にすれ
ば、第 1チェック項目はまさに「かかわり合い」の審査、第 2チェック項目は「か
かわり合い」の正当化審査に用いる基準の選定だと捉えることもできる。

30） 越山安久「判解」最高裁判所判例解説民事篇昭和52年度223-225頁。
31） 小泉・前掲注27） 2 - 3頁参照。
32） 愛媛玉串料訴訟判決とエンドースメント・テストの関係性を論じるものとして、
注28）の文献に加え、高畑英一郎「エンドースメント・テストと愛媛玉串料訴訟
最高裁判決」日本法学66巻 3号（2000年）351-377頁参照。

33） 注31）に同じ。
34） 広島高判昭和57年 6月 1日民集42巻 5号404頁。
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