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―フィールドワーク　その2 国立大学の神社―
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はじめに―検証

本稿は、国立信州大学（現在は小宮山淳学長、略称信州大学、信大）本

部の構内に存在する、正一位白翁稲荷大明神（祭神名、正一位は神社神道

の神階、官位として最高位、略称稲荷大明神、大明神、なお神仏習合の神

名）の正一位白翁稲荷神社（国、即ち法務省、文部科学省、国立信州大学

の公式神社名称、稲荷大明神の神社、社）と宗教活動、及びその憲法、教

育法、国有財産法などの調査研究であり、次の（1）、（2）を検証する。

（1）事実関係として、同神社が現地に実在していることは、実地検証

（現場検証）によって明瞭である。神社神道の施設における祭祀の実態と

資料から、宗教施設の活動であることは間違いない。また証拠資料の写真

と文書によって、宗教信仰の神社境内、社殿と祭祀は明らかとなる。尤も

国有地の不動産関係は、国の会計、管財に記載がない不正の扱いとなって

いる（図1、構内地図写真）。

（2）国立学校における宗教施設と宗教活動であるから、違憲であり教育

法など法令違反となる。なお論証に当たり、各証拠資料ごとに独立の研究

ノートとした。よって証拠の内容と各ノートは一部重複する。

本件国有地、信州大学会計・管財関係、及び研究ノート2、4、5の証拠

資料は、情報公開法による文部科学省（略称文科省）、信州大学の公文書

開示資料・データである。（参考資料、※印）

さて2003年8月15日付けで遠山敦子文部科学大臣宛に本件の公開質問

状を提出し、併せて同年9月10日同質問状を小宮山淳信州大学学長に提出
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した。この間同年9月5日には、遠山敦子大臣が信州大学を訪問し本件の

視察を行い、同月6日松本市民タイムスに報道記事が載っている。

1，証拠写真　国立信州大学本部の構内神社

図１、正一位白翁稲荷大明神（写真）

稲荷大明神の実地検証によって、信州大学キャンパスにおける、正一位

白翁稲荷大明神の正一位白翁稲荷神社、境内及び社殿を参照し、当神社を

概観する。なおこれらの写真は、2003年の秋の祭典を挟んだ8月から9月

にかけて複数回に亙り撮影したことから、同年9月5日遠山敦子文部科学

大臣の同大学本件視察訪問、及び9月祭礼の形跡が写真に残っている。

さて憲法事例のケースでは、その他の諸法令の事例も同じであるが、事

例の可否は判例から判断されるのが一般的である。これは15世紀ドイツ

法制から始まったものであり、判例を法規の一つと解する慣例によって判

例が重視されている。但し新判例が出される場合もあるので、それぞれの

事例ごとに検証しなければならない。本件は憲法の新判例事例であるから

事実を検証し、憲法条項と関係法令を検討して、証拠の事実を該当する法

令条項から調べていく作業となる。

事情の如何はともあれ、この神社は戦後半世紀に亙り、国立大学の国有

地構内で祭礼が執り行われてきたもので、その違憲の事実は疎かにはでき

ない。学校教育法１条校の国立学校、特に国立大学としての同大学関係者

と、同法所管の指導監督官庁である文部科学省（2003年9月21日現在まで

遠山敦子大臣、その後内閣改造により同年9月22日河村建夫大臣就任）は、

本件について“説明責任”があるものと言えよう。

本件関係の国立大学に関する学校教育法条項を概観するため、その関係

条文を引用すると、まず学校教育法1条学校の範囲には、「この法律で、

学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学

校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。」とある。また2条学

校の設置者、国・公・私立では、「学校は、国、地方公共団体及び私立学
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校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。（2）

この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公

共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。」

とある。

なお、本件該当の公立大学については、その設置廃止等の認可権限は文

部科学大臣である。さらに同法5条では、学校の管理、経費の負担につい

て「学校の管理者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのあ

る場合を除いては、その学校の経費を負担する」とある。

さて本件信大の構内神社についてその経緯を辿ると、本件は昭和21年

12月連合国占領下のマッカーサー将軍が神道指令を発し、命令によって

同神社が学外追放されたところから始まる。昭和32年になって佐藤元信

州大学学長は、同大学医学部の出入り業者を神社宗教団体として組織化し、

杏陰会（2004年2月9日初午例大祭、現在会長、花岡和雄）と命名して、

その構内神社の追放解除による復活を図った。

因みに稲荷神社は、元陸軍歩兵松本第五十聯隊の隊内神社であった。即

ちこの稲荷大明神を復活させる為、同元学長は遷座祭を同会に依頼する形

をとった。そして同学長他の管理職及び教授等の大学関係者45名、杏陰

会メンバー14名、計59名が出席して、大学の組織を挙げての復元となっ

た。その後同会と大学の管理職、教職組織による毎月祭礼から、現在の年

4回へと定着してきた。

その間神社復活と神事、即ち祭典、祭祀が、憲法に違反する事を、同元

学長などの大学当局が十分に認識し承知していたことは、銘記されなくて

はならない。そして組織的に違憲の事実を隠すため、意図的に全学的な工

作を行って、会計経理、管財などの記録を残さないようにしてきた。これ

は故意による悪意ある行為または不作為の違法であり、会計検査院の国立

大学担当官が、3年に一度巡回して定期検査している国有財産の不正摘発

を逃れてきた。

憲法90条決算・会計検査院は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会

計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告と共に、こ
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れを国会に提出しなければならない。（2）会計検査院の組織及び権限は、

法律でこれを定める。」とある。

従って同法90条により国有財産は、残らず会計に計上され記載されな

ければならない。このような国の財産に損害を与える故意の不正は、国有

財産法違反であり又憲法90条違反であって、本件関係者はその罪を免れ

ない。仮に国会においてその不正の審議を怠る時は、国会も不作為の謗り

を受けることになる。国会議員は国政調査権を持っているので、その発動

によって同大学における政教分離違憲の国有財産不正使用を調査できるか

ら、会計検査院が不作為の場合には議会内で審議する権限を持っている。

さてその裏の実体としては、国立学校構内の隠された神社祭祀であった。

こうして長年に亙って、国民の信頼を裏切り欺き通してきた。国立大学、

文部科学省の教育基本法違反という点で、「地図にない神社」（図1、構内

地図写真）が信大の守り神としてキャンパスを支配した罪は、軽くないと

言うべきであろう。

これを杏陰会は「伝統」と称して慣習化し、既成事実化することで、その

社会的な認知を狙い実際に実現してきた。こんな違憲大明神を国立学校の

“伝統”とされたのでは、国民は良い面の皮である。尤も本学学生と現地

の市民達は、“学期末試験に功徳がある”、“受験の神様”、あるいは“病気

治癒に効き目がある”などと伝聞に迷わされ、お賽銭を上げて参拝し、今

や信大構内に留まらない構外、市内県下にあまねく信仰の対象となっている。

仮に同大学当局の言う“習俗説”が正しいのであれば、一種のお賽銭詐

欺、詐称となり、刑法246条詐欺である。よってお賽銭会計を含め、神社

費会計を一般に公表して、明らかとすべきであろう。また国立大学独立行

政法人化による2004年4月1日実施を控え、独立法人化の制度的観点から

も検討しなくてはならない。

2，問題提起

さて筆者は、2002年度の本学文学部教育学紀要第28号（2003年2月15
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日発行）において、“フィールドワーク　その1”として“社会教育法と

憲法政教分離原則の新しいケース”により、松本市の神社公民館の違憲事

例について新判例事例の問題提起とした。本稿ではそのフィールドワー

ク・シリーズの第二弾“その2”として、学校教育法１条校国立学校の神

社を扱った。

前回“その1”事例の対象は、松本市旭2丁目の町内であり、その調査

対象は、同町2丁目所在の正一位大天白七福稲荷神社（略称稲荷神社祭神

は同稲荷大神）が町内（別称、自治）公民館であるという公金不正の違憲

事例であった。今回“その2”の対象は、同町2丁目及び3丁目町内の大半

を占める国立信州大学の本部構内に所在する、同町3丁目1－1の白翁稲

荷神社となった。

これらは同じ町内の、同じく宗教法人京都伏見稲荷大社の分社（以下、

分祠と同じ）として、二つの神社が隣り合わせた双子の稲荷神社事例であ

る。両者はともに信教の自由、政教分離の違憲ケースであるが、それぞれ

の軽重または甲乙は付けられない。相違点として、前者は市町村レベルの

違憲問題であるのに対し、後者は国の最高学府を任じる大学構内の違憲行

為であり、司法、行政の課題である。

従って一地方における国有地の目的外使用と言うよりも、国レベルで検

討すべき新しい学校教育の事例と言うことができる。こうして大学の構内

外に隣接して、二つの違憲神社があるという奇異な取り合わせではあるが、

両者は相互に関連して密接不離の関係にある。個人の地域生活と、教育と

いう社会のインフラストラクチャー、社会基盤の課題であり、日本文化の

基底に触れる古来よりの問題である。

さてアナトール・フランスは、「人間は神を作り、これに従う」と著書

に述べ、ソ連邦のスターリンが、「その通りだ！」と彼の蔵書に注釈を書

いたのは有名な話である。またカール・マルクスは、「宗教は阿片である」

と書いて世紀的なプロパガンダの異才を発揮した。宗教と政治・社会体制

を対立概念として宗教の本質を喝破しこれを糾弾して、宗教を共産主義イ

デオロギーのプロパガンダで排除した。そして歴史上最も厳しい政教分離
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政策を、社会思想の原理とする立場をとり、ユダヤ人資本家、ブルジョア

ジー階級を追放し迫害、圧迫した。

ところで当のマルクスは、ドイツ即ちゲルマン系のユダヤ人であり、

従ってユダヤ教の家庭、そのゲットー社会に育ったのは歴史の皮肉である

が、要するにユダヤ人は放浪の民として、ゲットーという異教徒の地域社

会を形成していたから、キリスト教社会のアウトサイダーであったと言う

ことであろう。現在のユダヤ人国家であるイルラエルでは、ユダヤ教の

“政教一致党”（実際の党名）が最近第二党に躍進して、政治情勢からパレ

スチナ外交政策が過激化する傾向にあり、将来この政教一致党が政権を取

れば中東情勢は一変し、国際社会に新たなショックを与えるかも知れない

ので不気味である。

ニーチェは、“ツァラストラかく語たりき”などの著作の中で、「キリス

トは死んだ」と西ヨーロッパ文明とそのキリスト思想に引導を渡し、西欧

の帝国主義植民地化による繁栄を謳歌していたインテリゲンツァ、知識人

に衝撃を与えたが、日本でも愛読者は多くその近代思想に多大な影響を与

えている。ツァラストラとは、紀元前のペルシャ古代に栄えたゾロアス

ター教のドイツ語名であり、彼は西欧社会の「神（キリスト）の死」を宣

告して、西欧思想にその近代におけるイデオロギーの扉を開いたのである。

因みにゾロアスター教は、現在も嘗てのペルシャ即ちイランにおいては

言うまでもないが、インドのボンベイ地方などでも一大宗教として活動し

ている。これら近代の思想家達は、時代の最大のタブー、禁忌にチャレン

ジし、その社会的矛盾に挑戦の闘いを挑み、歴史的な大きな課題の「山を

動かす」試みとして、政教分離という共通の目的をターゲットとし射程と

したのである。

日本においても、政教分離の課題は同じく近代化の最大の要因且つ政治

体制の中核として、思想闘争の目標となってきた。筆者も、新たな一石を

憲法判断に投じ、教育基本法改訂のエポック・メーキングな思想の闘いを、

国立大学キャンパスにおける稲荷大明神のテーマとして呼び起こしたい。

戦後日本は、1960年安保闘争、その後の東京大学安田講堂占拠事件と学
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園紛争、赤軍派等の左翼路線から、共産党の暴力革命転換いわゆるソフト

路線と、社会主義、共産主義への幻滅が加速し、併せて1973年石油危機、

バブル経済崩壊と日本高度経済成長路線もまた破綻した。

そして今やロスト・ジェネレーション、「失われた10年」のデフレ低成

長経済時代に入っている。その間オウム真理教が、サリンにより松本市と

東京地下鉄で一般市民を襲撃するという人類史上に例を見ない残酷な犯罪

を引き起こして、祭政一致を唱える新興宗教の凶暴な性格を見せつけた。

このようにイデオロギーから新興宗教まで、政教分離問題の原点から見る

視点として、歴史上の共通した政治課題となってきた。

さて政教分離を徹底させる社会実験の一つとして、ソビエト連邦の社会

体制は70年間にして壊滅した。その後にはロシア正教など、それぞれの

旧ソ連圏各地域に固有な宗教が一斉に復活して、有史以来の宗教が結局は

社会思想よりも強靭な生命力を持つこと、及び政教分離原則に限界線があ

ることを実証した。尤も、マルクスの資本論を金科玉条とする正統派マル

クス理論から、従属論などと一種軽蔑とも取れる周辺理論の取り扱いを甘

受してきたアラブ社会主義は、イスラム教と共存しながら中東地域にしぶ

とく生き残っている。

これは“歴史の逆説”というべき一種奇妙な国際政治、イデオロギー情

勢の特徴であり、さすがの史上稀な歴史学者マルクスもこれを洞察できな

かったものである。即ち歴史理論では歴史の実際は動かせないということ

であって、マルクスの政教分離問題もその理論からではなく、歴史的観点

の基本から把握することが必要であろう。

アラブ社会においては、今回のイラク戦争によるフセイン体制の敗退は

中東地域における特殊な事情による例外として、北イェーメンが唯一、共

産主義国家として南のイェーメンに吸収されてその体制を消滅させたに留

まっている。アフガニスタンの動向は、ソ連の介入と対ソ戦を経過したこ

とから、今後国連管理下の情勢如何によっては予断を許さないが、新たな

憲法制定でイスラム国家を継続することは間違いない。

他のアラブ社会主義は、マルクス主義政治体制として相変わらず健在で
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あり、一般民衆の精神思潮あるいは地域政治の動向は、経済的な利権、資

本主義市場経済の嗜好だけで動く性向とは限らないことを示唆している。

中東・北アフリカ、中央・西アジア圏のアラブ・イスラム社会では、トル

コ共和国が唯一、一国だけ政教分離を憲法に謳っているけれども人口の9

割はイスラム教徒であって、イスラム社会では一般に西欧合理主義の発想

では理解し難いところのユニークな柔軟性を示している。

これらの観点は一見して余りに広範で学際的のように見える。しかし近

代の宗教・思想と政治・社会の諸相は、こうして現代に特徴的な近代思想、

イデオロギーと国際的な宗教と政治、社会の多様な相克と共存の状況にあ

る。その根本テーマは、宗教と政治の関係、即ち祭政一致とその分離を歴

史の主要な軸として、特に近代世界史の最もダイナミックな動因となり、

この政教関係が赤い糸として歴史と文化、国際関係を貫いている。こうし

て宗教における信教の自由と政教分離の課題は、社会科学の基本的問題で

あるが、それだけに一番困難なテーマとなっている。同時に人権保障の憲

法編成に関わる原則として、法制の歴史的課題ともなってきたが、この面

で日本の対応は西欧社会に大幅な遅れをとり、その固有な独特の伝統社会、

長い歴史の陋習による抵抗が強力に働いた。

日本史の宗教と政治の交錯した歴史的な経緯から、現実にはこのテーマ

は社会生活と個人の両面に亙るタブーであり、部落問題等の人権差別とも

密接に関わるなど、一般には触れたがらないアンタッチャブル、不可触の

課題であった。学問研究の面でも政治的な圧力が強く、最も手が付けにく

い遅れた分野であった。従って、松本市の信大キャンパスという地方の一

角のみに限らない、全国的に旧来の陋習が蔓延っている地域の、いわば歴

史的に“封印された”領域である。

こうして掘り起こして行くと“新しい事実”が新たな知見として露出し、

ごく普通の日常生活の中に隠されてきた事実が真実として露呈してくる。

本稿は、敢えてこの困難なタブーの宗教問題に踏み込んで、その事実を証

拠資料として提示して政教分離を図り、キャンパスに屹立する稲荷大明神

の移転を促すことを目標とする。
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社会科学の現地調査では、いわゆる“常識”を疑うことから調査研究が

始まる。日常生活の常識とされる伝統、習慣など、普段の生活習慣と地域

社会の常識を旧来の陋習として疑い、伝統的な陋習とタブーから脱却する

方法論に立っている。こうして本件違憲問題の解明は、遅れてきた信教の

自由としての宗教改革、及び政治、法制上の近代化というパラダイム範例

を掘り起こすところの社会思想のイノベーション、革新として、学際的な

アプローチである。

さて先に述べた“フィールドワーク　その1”のなかで、信州大学は、

同町会の正「法人会員」として、同町会に同大学（会計課特別会計）が賛

助会費年間12，000円を支出している。また同大学は、同町内の京都伏見

稲荷大社分祠である大天白七福稲荷神社を、町内公民館名目で増改築した

折にその資金を援助して、その後も一貫してこの特定の“その1”神社を

支持してきた。

国立大学がこのような神社費を支出することは、憲法20条信教の自由、

国の宗教活動の禁止、89条公の財産の支出・利用の諸条項、即ち政教分

離原則に違反する（以下、単に20条、89条と省略）。また同町会は、町内

の稲荷神社氏子即ち宗教団体に強制加入であり、その上町会費から神社費

を支出している。よってこの同大学の町会規約による法人としての賛助会

員名目による町会費支出は、神社費支出を含み違憲となっている。町会か

らは大学宛に請求書が出されて、大学として同会費が振り込みで払い込ま

れてきたもので、証拠は信大会計特別口座、振り込み銀行、町会会計簿に

ある。

同法条文を引用すると、同法20条は、「信教の自由は、何人に対しても

これを保障する。いかなる宗教活動も、国から特権を受け、叉は政治上の

権力を行使してはならない。（2）何人も、宗教上の行為、祝典、儀式叉は

行事に参加することを強制されない。（3）国及びその機関は、宗教教育そ

の他いかなる宗教活動もしてはならない。」とある。又同法89条は、「公

金その他公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維

持のため、叉は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、
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これを支出し、叉はその利用に供してはならない。」とある。

本件の関連する教育基本法9条には、「宗教に関する寛容の態度及び宗

教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。（2）

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その

他宗教的活動をしてはならない。」とある（以下、単に同法9条と省略）。

また同法10条には、「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対

し直接に責任を負って行われるべきものである。（2）教育行政は、この自

覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標とし

て行わなければならない。」とある（以下、単に同法10条と省略）。本件

は、学校教育法１条校として国が設置する学校に該当する事例であるから、

教育基本法のこれら条項には留意すべきであることは言を待たない。

ところで信州大学は、右の通り大学構外の同旭町内稲荷神社と同じ京都

伏見稲荷大社分社の、大学構内に在る稲荷神社大明神を崇敬してきた。ま

た同構内神社を持つ信大は同旭町内会の会員であり、併せて同町内神社氏

子であることを考えると、旭町稲荷神社の公民館名目増改築を支援したの

はむしろ自然で必然的な成り行きであった。よってこの旭町の二つの同大

学構内外の両方の稲荷神社に、同じく違憲事例が発生しているのは決して

偶然ではない。相互に関係する双子の稲荷神社であり、両者ともに憲法の

信教の自由と政教分離違反原則に関する判断基準が全く欠如していた。

ところで、この度は信大構内の神社を調べたが、これは市の公報誌に掲

載された記事によるものであった。国立大学に構内神社があり祭祀など宗

教活動が行われている事例は、全国的には一般に周知されていない。地元

では新聞に取り上げられ、口コミを含めて霊験あらたかなご利益の噂が流

されお参りした人も少なくない。しかし同大学の巧みな公報と違憲回避方

法が功を奏し、また地方独特の神社仏閣に対する信仰心と山国の地域閉鎖

性の為に、従来はその違憲、法令違反について問題化し追求されることは

無かった。

仮に本件が東京首都圏で生じていれば、直ちに問題が提起されて是正の

措置が行われたであろうから、何と言っても地方の山間部地域に特有な



「夜明け前」の後進性による面は否定できない。日本の田舎は何処に行っ

てもまずこんな状況であり、こうした後進性は閉息感を伴い、言葉を換え

ると伝統的な地域社会であるが、首都圏など大都市部に居住する者には理

解しがたい面があり、所得水準と社会の成熟度の落差とはこのことである。

従って、田中康夫知事の言ういわゆる「夜明け前」は、この点を指摘し

ているものでその政治姿勢は正しい。知事の若さとフレッシュな都会的感

覚の然らしめるもので、これが焼け跡派の世代では出てこないテーマであ

ろう。但し田中知事の言う夜明け前の根っこ、根本に信教の自由、政教分

離問題があることを、認識している選挙民、県民はまずいない。よってこ

の信大構内神社違憲問題の今後の進展は、改善されると大きな衝撃となっ

て、その政教分離の意識改革と啓発に影響するであろうと思われる。

即ち同大学神社の課題は、大学に留まらない地域社会、市と県下のエリ

アに共通の一つのテーマとして、大学プロパー、固有の問題と大学所在の

県下地域の二面性をはらんでいるところが、地方の大学立地に特有な課題

なのである。尤もこうした田舎特有の地域の後進性に嫌気が差して、住み

たがらない都会人が多いことも事実であるが、時代は急速に国際化を加速

しており、もはやタブーの稲荷神社にしがみついている遅れた感覚では

やっていけなくなっている。

また大学学内で異議を唱え学内神社を告発する勇気のある学者はいな

かったか、あるいは告発しても学内で村八分となって発言を封じられたも

のであろう。敢えて苦言を呈すれば、国立学校構内における学問の自由と

教育環境の為に、闘う教授が一人もいなかったのは残念なことであり、教

授の知性は以外とこのような思想と憲法感覚がメルクマールとなる。本件

大明神の構外移転には、莫大なエネルギーと確固たる思想的なイデオロ

ギー、歴史観がないと勤まらないのであり、個人的利益で考えるならば確

かにこんな馬鹿らしい作業に敢えて手を突っ込む者はいないであろう。

筆者にも、何故このような国立大学神社の移転問題を提起しているのか、

と問い合わせがあったくらいである。これに対しては、一応は公金、税金

の適正使用の為であり、その不正を是正するという一点であると回答する
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ことにしている。しかし本件は本来は憲法の編成に関わる原則の政教分離

問題であるから、宗教とか思想、即ち信仰とイデオロギー、そして個人の

人生観、世界観の観点が欠かせないテーマである。要するに、一言でその

理由を語れることでは無い。歴史と文化の日本史、従って世界史の過去と

未来の課題であり、国民一人一人による社会、法制、人権保障の基本的な

考え方の問題である。

公金、国の財産という視点はその切り口の一方であるに過ぎないし、他

の視点は信仰も様々にあり、主義主張もまた多様である。しかし信仰の自

由と政教分離原則と言っても、所詮は人間社会の世俗の問題であるから、

公金あるいは公の財産の観点という一点を射程に入れて切ることができ

る。これが一番簡単でシンプル・イズ・ベストとなり、最も基礎的で且つ

誰でも一定の納得ができるアプローチであろう。尤も一点で世界を切るこ

とは容易ではなく、またその方法論は結局は経済的観点となるから、イデ

オロギーの問題に舞い戻って取り扱い方が危険を含む専門的な世界経済の

体制の観点となり、従って政教分離か祭政一致かの課題に戻ることとなる。

このような多様で学際的なテーマは、一言で語り尽くせないので答えが

ないこととなり、最高裁判決でもアメリカ判例の考え方を採用して目的効

果説を採用しているが、絶対的な基準を持ち出してくる考え方を否定でき

ない面もあり難しい問題である。しかも日本の法制についてはこの点が最

も遅れていると批判があり、社会一般の意識と認識もまたこの局面が一番

「夜明け前」のアンシャン・レジーム、旧体制を引きずっているから、啓

発を要する所である。即ち公金の一点からは、語り尽くせない論議でもあ

る。便宜上から本稿も主にその視点より目標を射程に入れて検証している

けれども、この唯一の視点からアプローチ出来るほど単純な課題という訳

ではなく、信教の自由の視点はそれ以上に重要であろう。

何れにしても国立大学への信頼感と、国立大学のご当地という地元の誇

りなども絡んで、その微妙なタブー性から大学神社という現代版スフィン

クス、人面獣の奇怪なモニュメントが演出された。然るに信州大学及び文

部科学省当局は、今後もその継承を頑迷に主張し、学外移動には徹底抗戦
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を貫く構えである。しかし信大はこの大明神を抱えて、2004年4月1日新

しい独立行政法人化に乗り出し、全県下、全国に大学神社を喧伝して神社

神道による祭政一致の実験教育を始めて行くこととなる。前代未聞の従来

に無い重要判例ケースの憲法違反を、何の反省もなく混線して継承してい

くのは先が見えているものであり、到底理性的な選択ではないであろう。

間違いを正すにはばかること無かれ、と先哲の教えにもあるではないだ

ろうか。信大の市民開放授業、出前講座、放送講座、図書館開放などの社

会教育法48条による同大学社会教育事業を受講及び利用したいと期待し

ているところの、近県地域の市民にとっても迷惑至極である。その受講者、

及び学生、卒業生、大学所在地域社会の名誉をも棄損する行為となってい

る。稲荷大明神にとっても、信仰心を清め給えと神道の道を究めるのに、

もう少し相応しい宗教環境が望ましいのではないであろうか。

3，研究ノート（1）学校教育法一条校国立学校の事例

2003年8月15日の敗戦記念日に、長野県の松本市公民館報第16号、安

原地区版、平成15年7月30日発行の「善光寺みちより（13）“旧松本歩兵

第五十連隊の守護神であった正一位稲荷大明神”」という記事が載ってい

た。安原地区とは、旭という松本市街区の町ほか、約10の町が入ってい

る同市地区町会、あるいは公民館管轄地区（両者管轄は重複）のことであ

る。これは市という公的機関の資料としても重要であるから、全文を転載

し引用する。

「信州大学（筆者注、国立信州大学本部事務局住所は、長野県松本市旭

3丁目3番1号）の構内に、旧大日本帝国陸軍の歩兵松本五十連隊の赤煉瓦

の建物が二棟残っており、その北側に古めかしい赤い鳥居とお稲荷様の祠

が建っています。

このお稲荷様は、江戸時代にこの付近を耕作していた大杉家が、厄除け

開運の神として、京都の伏見稲荷を勧請したものです。御神体は倉稲魂
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（うがのみたま）で、五穀豊饒・商売繁盛の神様で、地主の中原家（現、

中原元一郎氏）と大杉家が祭祀を行ってきました。

明治四十一年に松本歩兵第五十連隊がこの地に設置されたとき、お稲荷

様も一緒に引き継がれ連隊の守護神として、隊員の厚い崇敬を受けてきま

した。太平洋戦争の終結とともに五十連隊も解散し、昭和二十一年には松

本医専（医学専門学校）が跡地に移転し、連合軍の指示により、お稲荷様

はどこかへ移さざるをえなくなりました。

この時神官の赤羽氏らの計らいにより、同じ神官で両下町の柴垣氏の屋

敷神として迎え入れられました。柴垣氏は有志で講をつくり、お稲荷様を

お守りしてきましたが、やがて故人となり老夫人だけではお守りできなく

なってしまいました。そこで神官の平野氏や関係のあった人々、医学部

（国立信州大学、松本医専の大学医学部昇格）の友好団体である杏陰会

（きょういんかい）等によって、信大構内の元の場所に戻して祭祀を行っ

てきました。

杏陰会は松本医専にゆかりのある人たちが結成した会で、医学の陰にな

ろうと、当時の佐藤学長（国立信州大学、元学長）が名づけたといわれて

います。連隊では以前からこの地に鎮座していた稲荷大明神と、練兵場の

横にあった八幡社を崇敬してきました。

八幡様の祠は、中原町の一角に建てられている旧五十連隊の碑のかたわ

らに、鎮護されています。」

この市広報の公民館報記事は、敗戦の日を反芻し戦争記念を特集した現

地調査の探訪記であった。国立大学に構内神社があるという話は、地元の

ローカルな伝聞は別として全国的には知られていないので、この情報は一

般に衝撃をもって耳にすることであろう。

尤も国有地の神社の話として、羽田空港滑走路脇に稲荷神社が建ってい

たのは巷間に有名な噂話であり、これは国際国内便の主要空港である為、

実際に見た人も多い。従って「国有地神社」の代名詞となっていたが、3

年前の滑走路増設工事に伴って同空港構内から構外に移転された。その国
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有地の目的外使用として、違憲問題を是正する為の移動なのかどうかは不

明である。

しかし国立大学のケースとしては、その国有地である構内にまさか神社

があるはずはないだろうと一般国民も国の行政を信頼してきた節があり、

従って研究者が調べた形跡は見当らない。会計検査院も、行政的な会計検

査データ資料はもとより、一般市民からの通報も無かった為、全く知らな

かった。国有財産であるから、本来は同検査院が検査業務として是正措置

を講ずべきであり、同検査院の不作為による違法と言うこともできる。し

かし実際には信大の神社に関する会計経理として関係するところの、信州

大学、文部科学省、財務省、会計検査院などの、何れの公文書帳簿にも記

載が無いので、これでは検査をしようにもできない。大学の自治と文部科

学行政の指導監督権限、会計検査院の財務会計検査が、全く機能しなかっ

た典型的な一例である。なお文科省会計課の管財監査班も国有財産の監査

を行う権限をもっている。

因みに会計検査院は、基本的には会計帳簿により検査業務をする役所で

ある。国有財産といっても全国に膨大なものがあるので、とても総てを現

地に行って調査し、草の根を掻き分けて実地検証を行って摘発するという

検査体制はない。従ってこれを不作為と言うのは、酷というものである。

国有財産の不正告発は同庁では制度化されていないが、情報の提供、通報

は受理する手続きとなっている。通報により現地調査を行う可能性はある

が、その検査結果を通報者に回答する義務はない。よってその通報によっ

て実際に検査したか否かを確認できない為、行政不服審査法は適用されな

い。同院も本件を契機として、行政法を改訂し不正の申告制度を作っては

如何であろうか。

是正処理手続きとしては、この他に文部科学省及び国立大学の国有財産

不動産管理を、財務省に一時移管して処理することも可能性として無いわ

けではない。財務省は、国有財産について総轄権限をもち、国有財産法

10条管理及び処分の総轄を発動できる。しかし省庁間の調整となり、内

閣の閣議マターとなるかもしれないものであり現実性はない。とにかく厄
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介な問題の提起であり、担当官庁が頬かむりしていると、一般国民は手が

出ない仕組みととなっているので、国の制度を改善する必要がある。何故

なら本件は憲法の重要な違反であり、このまま頬かむりで過ごせる種類の

問題ではないからである。

さてこの公民館報に掲載された稲荷神社の探訪記事は、信大本部構内の

前身であった五十聯隊跡地の隊内神社遺跡であった。同聯隊出陣の最後と

なった4大隊の4千名に及ぶ歩兵達も参拝したが、残念ながらと言おうか

稲荷大明神は武運長久の功徳が微塵も無かったものである。即ち同聯隊は

アッツ島に1大隊1千名を残してこれが玉砕した後、残りの約3千に他の

部隊5千名を併せて総勢8千名でテニアン島を死守すべしとの大本営命令

により、1945年8月2日同島で米国海軍機動艦隊の艦砲射撃を浴びながら

米軍海兵隊3万と死闘になった。史上ナパーム弾が初めて使われた戦線で

あった。最後に残った兵僅か千名余は、文字通り最後の突撃を敢行し玉砕

した。生き残った313名は名誉の重症者のみとなって、ここに樺太出兵か

ら始まり、満州、北支、中支（南京）、南洋と激戦地を転戦したところの、

光輝ある旧大日本帝国陸軍歩兵松本第五十聯隊は一挙に消滅した。

隊内神社の武運長久などというご利益も所詮はこの程度のものでしかな

く、稲荷大明神も人間の心が作ったもので何等格別の功徳があった訳では

無い。愚かな戦いで無駄な文字通りの犬死にであった。信大出入り業者の

宗教団体が奉納した額に書かれた、大明神の霊験とか祟り等というものも

こうして単なる嚇しにすぎず、武運長久と同様に効能などは全然期待でき

るものではない。この旧聯隊神社が昭和31年新制大学の構内神社として

復活し、憲法の内心の自由、精神の自由、あるいは学問の自由を侵害して

いるのでは、学問の志半ばで戦死した学徒出陣を含む若い兵士達の霊は浮

かばれない。

国立大学は文字通り国の機関であり、大学構内は国の所有であるから、

国有財産としての法的規制が厳然としてある。本件は、国有財産法18条

行政財産の処分等の制限、1項によって「行政財産は、これを貸し付け、

交換し、売り払い、譲渡し、信託し、若しくは出資の目的とし叉はこれに
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私権を設定することができない。」とその該当事例である。そして「（2）

項、前項の行為に違反する行為は、無効とする」とあるので、この場合神

社使用は無効のケースである。本件は同法3条国有財産の分類及び種類で、

行政財産で公共用財産であるから、その所有、使用は制限される。当然な

がら憲法違反となる宗教上の使用は許されるわけがなく、同法18条3項で

は「行政財産は、その用途または目的を妨げない限度において、その使用

収益を許可することができる。」とあるが、憲法は上位法で最高法規であ

るからそれを侵して同3項の許可となることはできない。

因みに信州大学を含む高等教育の国立大学は、教育行政から学校教育法

によりいわゆる「一条校」国立学校でありその適用を受ける。また学校教

育法により文部科学大臣が設置した大学であるから、その目的は教育研究

である。社会教育法改訂による学校の社会教育との併用で、施設利用の拡

大となる場合は別として、原則として学校施設を教育目的以外に使用する

ことは許されていない。こうして国立校の場合には公金、国有財産、会計

基準などの規制があり、本件では国有財産法からしても宗教目的使用は違

法となる。

仮に信大が、国有地を杏陰会に賃貸契約無しに無償提供しているとした

場合には、公金、国有財産の支出にあたり憲法89条違反となる。こうし

て国有財産の不動産である土地を、特定の宗教目的に使用できるとするな

らば、東京九段の靖国神社境内も国有地となれる訳である。これでは戦前、

戦時中、八百よろず（万）の神々を、天皇制の国家支配体制に組み込んだ

ところの、国家神道による祭政一致の政治が再現することとなる。

国立大学が、特定の宗教である神社神道の施設を持ち宗教活動を行うこ

とは、教育基本法9条、10条（同条項条文先述）、及びその則している憲

法20条、89条、19条思想、良心の自由（以下、単に19条と言う）、23条

学問の自由（以下、単に23条と言う）にも違反する。公立校では、この

ような特定の宗教、教団、宗派を援助し支持したりあるいは干渉したりし

て、信教の自由を含む人権保障を侵害し、政教分離原則に違反してはなら

ないのであり、これは義務教育で学ぶ一般社会常識となっている。何故な

― 91 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第29号（2004年2月）



ら義務教育の学習で一番重要な勉強は、憲法を学ぶことだからである。義

務教育の学校では宗教目的の使用は勿論禁止されているが、公立の大学、

高等教育、特に国家機関である国立大学では許される訳がない。

国立大学は文部科学省の直轄であって、大学の自治により大学が構内の

財産、不動産などを管財として管理している。国有財産の管理は、最終的

には国有財産法から指導監督権により結局同省の管轄である。教育基本法

その他学校関係の教育法を管轄し、指導監督権を有する同省と国の教育機

関の国立学校が、自ら憲法とその準憲法としての性格を持つ教育基本法、

その他関係法令に違反してはならないことは改めて言うまでもない。

さて結論が先になったけれども、以上のように本件国立大学の構内神社

事例は、法律、行政、教育などの観点から、簡単で単純明快な違憲、関係

法令違反の課題である。このように明解な違法行為が、戦後半世紀に亙っ

て継続してきたことは信じがたいもので、今後の再発を防止する為にこの

際調査研究を十分に行い実態を解明しなければならないであろう。

歴史では価値観の軸が変化するので、現代は過去の価値観とは異なった

規範として、未来から逆算した半世紀あるいは一世紀の射程のなかで捉え

ることが求められる。即ち敗戦の愚かな過ちを再び繰り返さないために、

近代史の成果としての憲法における内心、精神の自由、19条，20条、23

条、89条などを守り、憲法の編成に関わる政教分離原則を堅持する立場

である。その為には本件の事実関係を一般に公開し周知して、何故そのよ

うな事態となったのかについて問題点を検討しなくてはならない。本稿の

現地調査により、信大が組織を挙げて神社信仰に到った経緯の一端が明ら

かとなって、解決の糸口となれば幸いである。

なお筆者の視点は、本紀要の2002年度発行掲載論文、“フィールドワー

ク　その1”の冒頭に述べた。かつて大学卒業論文指導教官の恩師であっ

た梅根悟先生は、国立大学教授としては唯一人、その西洋教育史の学問的

立場から太平洋戦争に反対した学者で教授解任となった。戦後復職してい

わゆる戦後民主主義教育の改革を担ったが、その学問の自由を守る同様の

立場である。即ち憲法23条は本件の基本的課題であり、梅根悟先生の太
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平洋戦争反対と同じ立場から、旧五十聯隊隊内神社が信大構内神社として

復活するという民主主義の法令違反と、法制破壊、即ちその価値観の反転

に対して棹さし物申す次第である。

また筆者は、政府経済企画庁が1973年石油危機対策のシンクタンク、

国際政治経済のシンクタンク、調査研究機関として設立した（財団法人）

中東経済研究所の創設メンバー及び主任研究者として調査研究を行い、イ

スラム教社会、イスラム教については政教分離と教育の関わりについて考

察してきた。このイスラム国家、地域における政教分離問題の視点から、

日本における信仰の自由と政教分離について、憲法と教育の課題としてア

プローチを試みた。現代における問題点として、イスラム圏の観点は欠か

すことができないであろう。

4，研究ノート（2）証拠　神社奉献額「正一位白翁稲荷大明

神の由来」

本件稲荷神社の宗教施設とその実際の宗教活動について、同神社奉献の

木板に書かれた奉納文書（参考資料、文部科学省公文書）によって検証する。

信州大学当局は、これは「習俗であり、公金が支出されていないから、

問題はない」（2003年9月10日、藤沢謙一郎信州大学副学長の公式見解。

また久賀重雄同大学事務局長も同年8月21日信濃毎日新聞朝刊において、

信大神社に関する文部科学大臣宛公開質問状の取材記事に同様の見解）と

違憲、違法を否定する見解を示した。文部科学省は、この同大学見解を鵜

呑みにして同様見解である。

しかし信大構内神社の真実は、一体どうなのか。この件は、政教分離事

例としてはむしろ特異なケースであり、なにしろ物的証拠が現場に歴然と

して現存している。従って検証は目視で出来るし解釈もさして違いはない

ものであり、実態把握はいとも簡単なケースである。即ち物証の神社境内、

社殿、また信仰の宗教活動としての祭祀、祭礼の実体が現存しているし隠

すことはできないもので、事実関係については殆ど争う余地が無い珍しい
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事件と言えよう。そこで先ず、奉納された神社由来の来歴から調べる。

この神社に掲げられた“社（やしろ）の由緒書きよりの由来”奉納木板

によると、昭和38年8月吉日杏陰会筆によるもので、同会が同神社神道を

主祭する宗教団体とのことである。同会名を元佐藤学長が命名した事実か

ら判断して、同学長が同大学を代表して同会の組織化を企画し、同稲荷大

明神を大学構内の元神社跡地へ遷座、移転復元する計画を実行した経緯が

判明する。

従って、当初は大学当局公認の同大学医学部出入り業者14社とその社

長達の組織であり、その後同学部教職員OBなども加入して現在に至って

いる。そして同会と佐藤元信大学長、学部長、事務局長、その他一般教職

員が一緒になって、この神社の祭祀を執り行ってきた。この杏陰会が昭和

38年8月同神社社殿に掲げて奉納されたところの、現存する約1メートル

四方の木板に書かれた「由緒書」には、当神社の由緒とその歴史的経緯、

宗教、宗派略歴、信仰、現世利益、霊験等が以下のように述べられている。

これは同宗教施設の物的証拠の一部を成し資料として重要なので、全文

を引用し詳しく検証することとする。

「正一位白翁稲荷大明神の由来　― （社〔やしろ〕の由緒書きより）

元和年間（三百五十年前）後水尾天皇の御宇この地の大杉家が除災開運

の神として京都の伏見から神神を勧請した。

ご本体は、倉稲魂神（宇迦之御魂神）と申し五穀を始めすべての食物に

功徳ある神で、大殿祭の祝辞は豊受姫命と同一視しているが、稲荷神社の

主祭神である。少彦名神（少名昆古那神）は、畜産の為の疫病法を創始さ

れ鳥獣昆虫の災害をはらうためのまじないを定められたと伝えられ又酒の

神でもある。保食神（筆者注：その音読みは、うけもちのかみ。別名は、

大宣都比売神、その音読は、おおげつひめかみ。）は五穀ほかすべての食

物と蚕桑などを掌るいわゆる食物の神であり、伊勢の豊受大神（豊宇気昆

売神）も同神であるがそれを稲荷というのは「神代記」に「保食神腹中に

稲生（な）れり」からきたものらしく「稲荷」の字を当てるに至ったこと
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については数数の伝説がある。以上三座即ち衣食住の神と医療の神を奉祀

して大杉家が永らく奉斉して来たが、この地に歩兵第五十聯隊が設置（明

治四十一年）された際、同隊に受け継がれそのまま聯隊の守護神として終

戦を迎えるまで厳かに奉斉されて来た。昭和二十一年松本医学専門学校が

聯隊跡に移転したが、連合軍の指令で赤羽氏の手により両下町柴垣氏の屋

敷内に移転し、正一位白翁稲荷大明神と称え柴垣氏等が五十須須教会を設

けて講中を作り昭和三十一年初頭までご守護を続けてきた。その間に柴垣

氏は故人となり老年の夫人一人のみではお守りもとかく不如意勝に見受け

られたので神官平野氏の意もあって同年三月十五日初午の日を卜し元の位

置にささやかな祠を設け、分神をお迎えして以後当会によって初午を例祭

日として斉き参らせ来たが、五十須須教会の講中を始め関係各位のご了解

により、昭和三十二年三月五日ご本体遷座の儀を行うに至ったものである。

さて正一位白翁稲荷大明神について赤羽氏の語る所によれば明治十八年大

杉家の下男がこの付近のやぶを掃除して塵芥を焼却処理をしようとした処

白狐が飛び出したが何等気にもとめずその後始末をし放尿し帰路についた

ところ自宅玄関で倒れてしまった。その後歩兵第五十聯隊の建築に当り数

数の事故が続発したのでその原因を占ったところ、稲荷大明神の祠を工事

の都合上取り片付けたままになっておるためとの、ご神託があったので、

大倉組では、大いにその非を悟って、早速現在の地に祠を営んだのである。

示来、歩兵第五十聯隊では、この正一位白翁稲荷大明神を守護神とし、

平時にあっては、将兵の信仰の的となり、戦時においては武運長久の神と

なったことは周知の事実であり、これは偏えに、白翁稲荷大明神のあらた

かな霊験を物語っている。

昭和三十八年八月吉日　　　　　　　　　杏陰会」

この“社（やしろ）の由緒書きより”とある但し書きから推測すると、

その出所となった同神社の「古文書の由緒書き」資料が少なからず存在す

る模様である。本奉納板書の文面からみると、本稿「はじめに」に引用し
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た松本市公民館報第16号記事は、この杏陰会が掛けた同稲荷大明神「由

来、（筆者注、神社縁起）」の板書に基づいて書かれたものらしく、若干抜

粋し加筆した跡が見られる。

また、この由来書きの内容は、一般的な稲荷神社、神社神道、教義など

の解説、断片的な古文書、伝聞、その他の来歴、世事事象などを織りまぜ

て、同稲荷神社の履歴と由緒、教義、教団、信仰、霊験、現世利益などを

取り纏めたものであろう。

さて昭和31年に、この稲荷大明神と神殿は、元の聯隊隊内神社跡地に

追放先屋敷神社の分神として舞い戻った。この由来書は、翌32年に遷座

式を行って正式な神社設営をして以来昭和38年まで7年間に亙ったところ

の、佐藤元信大学長、その他管理職、及び一般職員と同杏陰会による祭祀

神事の集大成として社殿に掲げられたものであった。即ち同会が、同稲荷

大明神信仰の証として、記紀に残した同神社の歴史的、宗教的検証である。

その神社由来の来歴を見ると、同稲荷神社は350年の歴史のなかで時代

の波に翻弄され、結局は現在地の大学構内に復活して奉安されてきたこと

が分かる。松本市町内の戦前、戦中、戦後における街区、町内の変遷から

見て、敗戦とマッカーサー神道指令による追放という激動の中にあって、

このように大学構内の追放以前の安泰な元神社境内の社殿跡によくも僥倖

に復元できたものと感心する。佐藤元学長以下、大学内外関係者多数の、

血の滲むような努力の跡がみられて痛ましい思いである。

しかしながら、新憲法の編成原則であった主権在民と政教分離の二大原

則の一つである政教分離原則を実現するためには、スフィンクス、人面獣

神社の国立大学の習合形態について、改めて異議申し立てを行わざるを得

ない。この習合形態は“大学の神社”であるが、神社は紛れもない神社神

道の宗教、宗派で大学、即ち学問とその守り神、守護神神社の一体となっ

た習合であるから、逆に言うと“神社の大学”、神道大学と言っても同じ

ことである。こうして学問、科学あるいは教育研究が、宗教の支配下に入

り、近世から中世へとタイム・トンネルを遡ることとなる。

これはヨーロッパ中世に例をとると、ガレリオ・ガレリーの宗教裁判時
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代と同じこととなり、戦前、戦時中の天皇制による政教一致体制、国家神

道による国体と同じく時代に逆行するアナクロニズム、時代錯誤となる。

島崎藤村が書いた“夜明け前”のアンシャン・レジーム、旧体制は、今も

信大構内にシンボルの大明神として安置されている。その明治時代以前の

陋習の世間を暴くと、旧体制の精神世界が近代化した科学、先端テクノロ

ジーなど学問分野を象徴する大学組織と一緒に、苔の生えた350歳の古老

白狐となり巣くって住みついている。

信州大学当局等は、「科学と学問には、宗教の癒しとして神社神道の稲

荷様が必要である」とか、「この神社がその伝統的な神社境内に居なかっ

た時には、災難が発生して祟りがあったから遷座して復帰とした」（先述

公開質問状による2003年9月10日質疑、藤沢謙一郎副学長談）などと

言って、稲荷大明神の正当化を計ろうとしている。これは子供騙しの虚仮

威し（こけおどし）と言うもので、文科省のみならず国も同じ見解である。

これらの言い訳はもとより何の根拠も無いばかりか、非科学的な理性が

ない言辞を弄するだけのもので、大学人としての学問、科学、思想につい

ての自信が疑わしい。これでは日本の学問も、白狐の祟りに翻弄されるば

かりであろう。このような稲荷大明神至上の“神社大学”にあっては、憲

法23条、教育基本法、及び学校教育法に則ったところの、学問の府、最

高学府としての大学の自治が行われうるかどうかが疑われる。

何よりも国の機関としての国立大学であり、納税者としては国有財産が

目的外の宗教目的の使用に供され、税金が不正、不当に使われている実態

を目にするのには耐えられないであろう。公金あるいは国税は言うまでも

なく国民の血税であるから、少なくとも憲法その他法令違反が無いように

適正に使われるよう注意義務を払う配慮が必要である。憲法99条公務員

としての憲法遵守義務も定められているので、国家公務員として本件違憲

を承知の上で同祭祀を強行するのは、同99条公務員遵守義務の違反でも

ある。

さてこの神社は、信州大学と文部科学省当局が言うところの単なる「習

俗」、即ち、慣習、ならわし、風俗、習慣などでは無い。その理解の為に
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は、日本の神社神道における様式の基礎知識が必要となる。日本神道にお

いては、殊更に様式を重んじるのが一つの大きな特徴となっている。よっ

てこの稲荷神社の事例では、宗教法人京都伏見稲荷大社の分祠であること

は重要であり、宗教法人の神社神道としての様式、祭祀を総て兼ね備えて

いて一つも欠けるところがなく、神社神道の紛れもない宗教となっている。

日本のようにアニミズム、自然崇拝、祖先崇拝、呪術等の固有宗教に、

北アジア特有のシャーマニズムが合体したところの独特の多神教で、一神

教の創始宗教形態ではない場合には、本来は神道宗教として別に宗教法人

とか歴史的な宗派、教団の由来とか教義は特別必要ではない。極端に言う

ならば、田の神、山の神、蚊・蜻蛉、一木一草、風神、雷神、水神、臍の

神様、裸祭りと、将に八百よろず（万）の天が下、神ならざるは無い多神

教のオンパレードとなる。

それでも法治国家における行政的な手続きとしての宗教法人化は、宗教

法人法による一定の宗教政策、行政上の意味を持つものとして、国家の宗

教行政の宗教規範に沿うものという意味で、宗教の規範をクリアーしてい

るものと言うことができよう。その意味では、宗教法人神社の分社として、

同稲荷大明神を分祀した神社であることは無視できない。従って信州大学

当局の言う単なる「習俗」として、大木とか岩の陰に転がっている名も無

き祠、慣習、ならわし、風俗などとは、明らかに訳が違うカテゴリーであ

る。いわば本物の宗教として、神社神道の稲荷大明神である。

こうして当稲荷神社とその大明神は、少なくともれっきとした宗教法人

宗派、教団であり、宗教信仰の教義と祭祀、神主という神官による祭礼、

儀式が、粛々としてこの国立大学本部キャンパスの真ん中で行なわれてい

る。しかも国家公務員であるその学長、その他管理職、出入り業者の宗教

団体等の信仰集団によって、半世紀毎年欠かすことなく信仰と祭祀が継続

されてきた。その結果として、大学当局により特定の宗教、宗派、教団に

対する援助と支持が行われ、反面ではその他の宗教、宗派等に対する干渉

と侵害が行われてきた。人権保障の最も基本的な宗教と信仰について、倫

理道徳と思想の基盤をなすところの人権の根元である信教に対する侵害行
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為となっている。

これは文明開化、特に戦後新憲法の世の中では、誠に信じがたいことで

ある。明治以来の西洋模倣の面が化けの皮を剥がされ、倫理の根本、社会

科学の思想、歴史研究について、特に国家体制としての憲法の政教分離原

則について研究と教育が疎かであった結果である。歴史の節目でも、その

場限りの誤魔化しで過ごしてきた報いが現れたものであるが、この点は憲

法、法制の歴史的研究で既に指摘されたところである。その例として憲法

学の権威とされた宮沢俊義元東京大学法学部教授について、「宮沢憲法学

の陥穽」として指摘されている位である。

当の元宮沢俊義教授も絶筆となった随筆のなかで、戦後の憲法学の中で

政教分離原則問題の研究が疎かになってきたことは否めないとして、非常

に残念であるとの趣旨を述べているのは良く知られている。そしてこの話

は少なくとも法学を学ぶ学徒の間では常識となっている。この意味で、信

州大学の構内神社は、政教分離問題が外ならぬ学問の府、それも国立大学

のキャンパスに存在している点から、その陥穽と後進性を示すシンボルと

言うことができよう。

しかもこれを支持し継続を図って隠れ神社により、大学本部構内の“地

図にない神社”という、会計管財に記録の無い空白の密封され封印された

アーカイブズの空間で、盛大な祭典、祭祀を演出し継承してきた。会計経

理、管財に記載せずに神社境内の宗教空間を独占をしてきたことは、これ

を意図し企画し実行してきたところの歴史的な伝統の精神世界が、厳然と

して存在したことを示している。それは日本固有の伝統精神、その“心

（精神）の原点”という陋習の産物として、思想闘争の歴史的一面でもあ

る。この構内神社は現地の境内を見ると明らかなように、ただ単に350年

前の古い祠が国有地に取り残されて、古寂れて建ってはいるが朽ち果てて

いくという代物ではない。

従って憲法の政教分離原則に基づいて、神社を国立大学構内から移転し

てその陋習の精神、非科学的思想を切り放し、宗教と思想の変革を志すべ

きであろう。カルビン、ルターの宗教改革も、このような地方に残る中世
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カソリック社会の陋習を嫌い理性による社会変革を試みることにより、

ヨーロッパの精神世界、近代史を切り開くこととなった。しかし日本では

この歴史的過程が欠如していたことから、本件を一つの契機として教育基

本法、憲法の政教分離原則に基づく、戦後体制における宗教と教育の新た

な地平線を切り開く一つの岐路とすることができよう。

他方この信大における神社事例は、かつて地方の何処にでもあった旧陸

軍聯隊跡地の隊内神社遺跡が、偶然そのまま神社社殿を含み国立大学構内

敷地の前身であったという、特殊な地方のケースとして捉える向きがある

かもしれない。確かに何れの国公立学校、大学でも、新たに用地造成する

折に、戦前、戦時中の何処でも当たり前であったこの様な構内神社を設置

する訳ではない。しかし問題は、地方的とか、部分的で特殊性の事例とす

るほど簡単なものではない。本件は教育基本法の現行改訂問題と直接深く

関わり、教育の本質的、基本的な問題を提起しているからである。

仮に先に指摘してきたように、本件を憲法違反と教育基本法に違反する

ものではないとする立場をとると、国立大学における神社の構内設置が法

律上許容されることとなる。その結果、各大学の国有地に神社が乱立する

事態が出現することとなり、教育基本法改訂に弾みがつくことは避けられ

ないであろう。この点は国公立大学の独立行政法人化が施行、実施されて

も、その国立大学独立法人に国家財産が出資され、その上国庫により補助

金助成される同法人法の観点からみて、大学が国有財産を使用する点では

事情に変わりは無い。

またそのような政治的な動向を睨んで、同大学神社を深慮遠謀の末に戦

略的に稲荷神社復活の遷座式を挙行したものであったと考えられる。さら

に国立大学本部中枢の同神社境内における祭祀を敢て継続して挙行してき

たのも、そのような意図であったものであろう。因みに、この神社の復元

移転が行われた昭和31－32年前後には、義務教育のカリキュラム改訂に

よる“道徳教科”の導入、あるいは“教育課程の大幅改訂による再編成”

が行われた背景の経緯がある。

こうして佐藤元信大学長が、同神社遷座祭として元聯隊隊内神社を復元
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したのは、この復古調という歴史的な潮流の一幕であった。即ち敗戦によ

る7年間の連合国占領から解放されて、復古的な世論と政治勢力に迎合す

る中で憲法を踏みにじった事件である。

5，研究ノート（3）実地検証　信州大学管財正一位白翁稲荷

神社

正一位白翁稲荷神社（大明神を祭神とする公式神社名称）を、信州大学

構内の神社境内で実地に検証する。即ち証拠として正一位白翁稲荷大明神

とその神社を現場において検討する。まず大明神は、明治時代以降の神道

における「大神」以前の神仏習合時代における、神と仏が習合して一体と

なった神仏習合の神名「大明神」である。これは明治元年の神仏習合禁止

令により非合法化され、それ以来法的に現存しない前世紀の遺物であり、

その本社である宗教法人京都伏見稲荷大社の登記簿謄本にも存在していな

い。さて常識的に言って、神を理性的且つ客観的に事実関係として神社の

現場で実地に証拠として検証することは、神が超自然の存在であるという

定義からして至難の業となる。

一般に可視出来ないあるいは天からのご降臨が客観的に認識できない存

在を、証拠として検証する試みは、人間の探求心がしからしめる為か古来

から古今東西で様々に行われてきた。それらの記録とか理論は別として、

科学的な神の検証はいまいちその“科学的根拠”が不十分であり、神の存

在を科学的に確認する方法は未だ無いようである。

信仰による神の実在あるいは認識は、内心の精神的なものであるから、

信仰心が不足すると直ぐに神は消滅してしまうのでこのアプローチでは難

しい。所詮、神は主観的、概念的なものであり、人間が作ったものと言う

ことができる。よって本件は、法律行為の違反を検証する対象として神を

考察するのであるから、内心における神の実在という方法は採用しない。

従って現場検証として、神社宗教施設、歴史的経緯、及びその宗教、教団、

宗派の組織、神主等の神官、信徒団体、宗教団体、信徒代表などの宗教活
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動、あるいは祭事、行事等の祭祀などを検討して、稲荷大明神の宗教性、

神社様式とその宗教活動状況を実態として把握することとする。

先ず、神社稲荷の様式を見ると鳥居であるが、鳥居はその先が神域とし

て重要な意味を持っている。太平洋戦争の時日本軍は占領地に処嫌わず鳥

居を設置して、仏教、イスラム教、キリスト教、ヒンズー教など現地住民

異教徒の顰蹙を買ったけれども、元はと言えば日本神道の典型的で重要な

宗教様式の特徴の一つが鳥居だったものである。この信州大学神社の場合

も、良かれ悪しかれその鳥居の存在が、同神社の信仰にとって宗教上の重

要な意味を持ってくる。

神社規模あるいは社殿の大小は、宗教行為の本質としては重要ではない。

しかし同神社のケースは、350年前と古い時代の当時の様式による稲荷神

社の規模としては、境内約50坪、参道約10米、社殿屋根建坪約30平方米、

正面間口約4米、奥行き約8米と結構な大きさである。その様式は、鳥居

と同社殿に立派な稲荷大明神の額が献額され、生垣の玉垣が囲み、社殿を

囲む境内後方二隅に常夜灯の石柱を配し、社殿入り口には二本の石灯篭が

奉献され、大きな神木が立っている。これ等の鳥居、灯篭、鈴、玉垣、社

殿、額、神木など、宗教法人稲荷神社の分祠としての基本的な神社神道様

式は総て整っている。

尤も昭和31年同神社の分神遷座による復元再建の折に、どの程度原型

を留めていて増改築あるいは新築したかは不明であるが、大体のところ原

型を留めているものと考えられる。その建築工事の設計図等の文書は、信

大、文科省及び杏陰会が持っているものと思われる。少なくともこの神社

遺跡の跡地に、同神社境内と社殿、鳥居などを再建したことは、遷座の経

緯からして推測に難くない。神社再興の目的は、地の神というアニミズム

また日本古来における神道の性格からして、その遺跡にあった神社を復元

する形での復興であったものと考えられる。何れにしてもこれを以て神社

ではない、あるいは現場で一見して叉は検証して神社ではないという謂れ

は無い。即ち同神社は、紛れもない古来よりの日本の神社そのものである。

宗教法人京都伏見稲荷大社の伝統である初午祭（2月初午）を、例大祭と

― 102 ―

藤原：教育基本法と憲法政教分離原則の新しいケース



していることも重要な証拠である。その他神主は常駐しないので招聘して、

神主即ち正規の神官が主祭し祭祀など神事も整然として行っている。

さて一棟の社殿であるが、正面に向かい向殿と言い、神社の正一位白翁

稲荷大明神の立派な額がその頭上に掛かっている。次に拝殿となり、たた

きの間の頭上に大きな鈴があり、木の格子戸の奥が奥殿で、格子の向こう

に30センチ×1メートルほどの古びた木製の賽銭箱が置かれている。この

賽銭箱には現在も実際に参拝者の賽銭が投げ込まれ、杏陰会の神社会計と

して神主が主祭する祭祀、社殿の改築、境内整備等の神社費として使用さ

れている。これら賽銭あるいは神社費会計は、宗教活動の実態とその解明、

法律的な検証にとって重要な意味を持っている。

稲荷神社の社殿奥殿には、奉納された供物台と神棚上に、稲荷大明神の

神体である鏡を奉って大明神が鎮座し、その神の化身ともお使いと言われ

る白狐3対6体がこれを守って座っている。3対6体とは豪勢なもので、普

通一対の2体で十分であるから信仰心の盛んな証拠でもある。神棚の脇に

は、祭礼に用いられる長さ約5米ほどの竹竿製の幟が数本あり、祭り用の

小道具箱が置かれ現在も祭礼に使用されている。同神社建物は、同大学当

局によると大学の所有では無く、無主との公式見解である。杏陰会の花岡

和雄会長によると、「現在の神社の所有者は、“登記していないが、杏陰会”

（2003年10月21日松本市民タイムス記事）」とのことである。

さて近代の日本人に一番欠けていたのは責任の問題である。責任を回避

するのは当面良さそうであるが、皆で渡れば怖く無いと遣っていると、結

局太平洋戦争の敗戦とかバブル経済の破綻といったカタストロフィー、恐

慌状態に陥って壊滅的な打撃を受け始末が出来なくなる。本件も最高裁判

所の憲法判断が出るまで十年の間、無責任な構内神社を継続して、神社に

よる人権侵害、名誉棄損の害悪をキャンパスとその周辺にばらまき続ける

のであろうか。社会的責任をきちんととれない大学は、仮に独立法人と

なっても社会に受け入れられないか、それ以前の問題として大体、憲法、

教育法の法律を社会的責任として守らない大学にその社会的な存在価値が

あると言えるであろうか。
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仮に同神社所有が定かでないとすれば、登記が無いというだけのことで

ある。国有地であるから、所有関係が不確かであるとすれば、登記法違反

であって百万円の罰金ケースとなる。同神社境内の現実に存在する不動産

土地建物が、会計上は無いとか不確かであること自体が奇妙である。問題

は実際に既に同神社境内に土地不動産と社殿建物の実体がある為に、これ

が無いと嘘をいっても仕方ない仕儀であり、だからといって今更大学当局

が社殿などをかき消す訳にもいかないのであろう。同大学管理者の佐藤元

信大学長、同敷地を管轄する医学部の学部長、同大学全体の事務取り扱い

の事務局長、各学部事務局長等は、この神社遷座式、祭典に列席し、神社

祭祀などに深くコミット、関与し関係して宗教行為に実際に参加している。

よってその神社祭典が、明らかに宗教祭祀であることを十分に認識してい

る。当局が今となって知らぬ存ぜぬでは、済まない。

従ってその所有関係、神社不動産、祭礼等祭祀の宗教行事、宗教活動を、

信大当局、関係者は実行者として熟知し十分に認識しておりまた総ての関

係資料も持っているはずであり、一枚の神社関係記録公文書もないという

のは不自然で可笑しい。しかも神社仏閣の場合には、超自然のいわば観念

的な敢えて言えばフィクション、仮想の世界であるから、人間様の登記業

務とは関係が無くても良いものである。宗教における神とは、法律に関わ

り無い存在が神の本質であるから、このように神社等が登記されていない

事例は少なからずある。このことは一般には知られていないだけで、全国

に幾らでも例がある。

しかし国有地のなかに現に存在しているにもかかわらず、不動産登記は

行われていない違法状態の物件について、学外の第三者である杏陰会が使

用しその管理をしているのは国有財産法の違法である。よって国有地管理

者当局がこれを十分に承知の上で、一緒になってその使用を公認している

のは、不作為若しくは故意ならば一種の犯罪行為である。何れにしても公

明正大一点の曇りも無いとは言えないもので同法違反である。

昭和31年当時、佐藤元信大学長の依頼で杏陰会が同神社を再建した折、

その社殿を同神社稲荷大明神に奉納、奉献、寄進したものであろう。ある
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いは仮に元の神社建物を増改築したとして、何らか所有の登記をすること

も可能であった。しかし元々は同会所有の神社不動産ではなかったことか

ら、同大学学長の依頼で行った同大学構内敷地の同神社復元工事であった

ので、登記の必要性が無く実際に登記しなかったというまでのことであろ

う。同大学も、国有財産土地不動産の上に宗教施設の登記をすることに

よって、その違法な神社が法的あるいは会計経理上に顕在化し違法が発覚

することを恐れたものである。こうして本来は会計財務上登記しなくては

ならない神社関係が、一切記載されなかった所以であり、登記法上の間

違った処理であった。

言うまでもなく、この「依頼」というのが曲者である。これは指摘した

ように憲法、教育法規、諸法令の違法性を回避する手段として、このよう

に同会へ依頼する窮余の一策としての手段となったものである。必然的に

その後の同神社管理も同会任せとなった。これも国有財産の土地不動産で

あるから、同会との間で賃貸関係等が発生するべきもので違憲違法となる。

その結果として、教育基本法9条、10条の違法となるので、神社管理、祭

祀を許可した大学当局の違法な法律行為である。教育法令の指導監督権を

有する文部科学省も、これを放置したとして故意あるいは不作為の違法を

免れることはできない。

因みに稲荷神社境内の土地を含む信州大学土地台帳の口座は同大学医学

部となっており、土地不動産は松本地方法務局松本支部に文部省所有とし

て登記されていることが、同大学公文書の登記簿謄本で確認されている。

その土地台帳口座、登記簿謄本、及び文部科学省所管国有財産取扱規程

（訓令23号平成13年1月6日）の「使用現況及び見込み」には、何等の稲

荷神社関係の記載事項も見当らない。本件の使用目的は神社であり宗教活

動も日常的且つ恒常的に行われているのであるから、使用目的の土地及び

建物不動産に関する記載が、これら公文書に必ず載っていなければならな

い。なお管理については国有財産法18条が適用される。

さて不動産建物、構造物として、土地関係から前身の旧陸軍歩兵第50

聯隊管理国有地の上に立っていた同聯隊所有物であったから、その土地は
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もとより建物も登記の有無に関わらず、同大学、文部科学省管理の物件で

あることは間違いない。これは情報公開法の開示請求で入手した上記の信

大土地不動産台帳、法務省土地登記簿、及び上記訓令23号「使用現況及

び見込み」でも確認したが、文部科学省所有で同大学口座の医学部管轄で

あり、これによれば同神社は不動産として公文書に記載がないので、実在

している物件が無く帳簿上は存在していないこととなる。

しかし実際には指摘してきたように、稲荷神社は本部キャンパス構内に

現実に実在するので不可思議な出来事であり、霊験あらたかなお稲荷様か

そのお使いのお狐様に誑かされた心境である。実際には構内に神社不動産

の現物があるのに、大学、文部科学省の記録には一切無いわけで極めて重

大な事態である。

しかも先述したように、杏陰会はこの「神社（全体の構造物、建物ほか）

を所有」していると主張し、「登記を偶々してないだけ」と同会長は正式

に表明している。言うまでもなく登記は、その所有を証明する証拠を以っ

て法務局において行なう。本件は国有地の上の物件でもあり、国の機関で

ある大学の管理、文部科学省の所有、指導監督、許認可権、会計法その他

財務省などの規則、通達、訓令等がある。よってこのような憲法違反、国

有地不法占拠の不動産侵奪あるいは横領の物件は、それらをクリアーして

法務局の登記をパスしようにも、それら書類は登記の審査で拒否となるの

は必定である。よって同会が「神社所有」を主張する根拠は全く無く、い

わゆる世間を甘くみた虚偽発言である。

何れにしても当局の“解釈”は「習俗」であって、「宗教施設、活動で

は無い」との理由で公文書には一切上がって来ないで良いとする処置が、

本当に正しいものと思ってきたのであろうか。本件は解釈問題ではないの

であり事実関係から一見して正常ではない。仮に習俗として即ち神社では

なくて宗教では無いとしたら、大学の言う「市民の宗教団体である杏陰会」

は「習俗団体」でなければならず、主祭する神主の神官は神官ではなく唯

の「習俗行為」であり、俗人でも勤まるレベルの非宗教行事をパート・タ

イムの作業として行うだけとなる。
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また「習俗施設」を文部科学省所有の国立大学管理で設置して、賽銭箱

を「習俗賽銭箱」名目として置いて、その習俗団体が鍵を管理し「習俗活

動」に使用している。賽銭箱の前には、名目上は神社の由来（縁起）を書

き連ねた現世利益の額を掲げ、いわば宣伝、PRをして一般大衆から「習

俗寄進」をさせている。

さらに学長以下の全学組織を挙げての「習俗祭礼」を常時行って、学内

外の学生ほか市中、県下の「習俗信者」を獲得している。これら総ては、

非宗教行為名目である習俗の賽銭、即ち「習俗費」集めの為の、文科省、

信大と杏陰会が一体となったトータル・システムである。

教育研究を行うべき国有地で、宗教活動名目の詐称により故意の組織的

集金活動、いわばビジネス経営となるものであり、ペテン以外の何もので

もなく刑法246条詐欺の犯罪である。即ち、「習俗」であり神様の神社と

いう宗教ではないのにも関わらず、神社神道の宗教として誤認されるよう

にして賽銭箱を習俗の建物に設置し、宗教上の寄進、賽銭を集めている。

これは自ら主張するように「習俗」であるのに、宗教行為と騙しているこ

とを認識しているものであり、いわば実体は神を信仰する宗教ではないの

に、偽ブランドの宗教、宗派の神を喧伝し周知せしめて詐欺を働いている。

何しろ同大学に出入りする主要な納入業者であるから、何を遣っているか

の分別が無いとか詐欺商法を知らないとは言わせない。今まで半世紀の間、

誰も不思議に思わなかったこと自体が不思議なことである。

仮に建物不動産が無主であり所有者がいないということであれば、無主

の不動産は建物であっても、裁判手続きを経て総て最終的には法的に国家

に帰属するので、何れにしても国の所有物件であることには変わりがない。

神社管理関係について大学当局及び上記の杏陰会によると、この神社は杏

陰会が管理し奥殿入り口格子戸の鍵を所有しているとのことである。しか

し実際には医学部総務課にその鍵を預けてあり、同医学部同課もこれを認

めている。これらの事実関係については確認されその後も否定されていな

い。

大学構内の不動産物件管理を、出入り業者の宗教団体がその宗教施設と
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して神社社殿の管理権を持ち、同学部管理者であるはずの同管理担当課が

その鍵をただ単に預かっている。このこと自体が本末転倒であり、奇妙な

話で不法且つ不当である。一言で言うとお互いに、なあなあで出鱈目を

遣っていると言うことである。両者の関係として、何等の正式な契約、申

請手続き等の行政行為、賃貸関係、権利義務関係が無いもので、いわば両

者が一体となってこの神社を有無相通じあって一緒に共有の管理をしてい

る。要は親子丼の癒着であり、よって余所者が余計な差し出口はするなと

言うだけのことである。

とにかく大学当局管理の国有財産物件としては、異常な扱いであり心外

である。即ち故意による不法行為として、とても過失で知らなかったとか、

あれは単なる習俗の事例でしたと誤魔化して済む問題ではない。国有財産

法18条及び財務省（旧大蔵省）通達の、通称「クラカン1号」等の明確な

違反となることは疑いない。こうして大学当局事務局は同神社管理を同事

務当局が認めた同神社宗教団体の杏陰会に任せており、これは正式に委託、

委任あいは準委任したことを認めるもので、いわば公認となってきたこと

を明らかに示している。警備あるいは清掃なども大学当局が医学部管轄で

行い、その費用は公費で行っているから当局の言明「公金の支出が一切無

い」とは言えない。

即ち日本の悪しき慣習の一つでもあり、特に宗教のタブーに関わると、

何処でもまあ難しいことは言わないで適当にやろうというのが一般的であ

る。しかし事が国有財産となると、どうしても厳格な法規に則った管理が

不可欠であり、このような公務員の管理者と国立の国家機関における公私

混同は許されない。

6，研究ノート（4）証拠文書　「信州大学医学部二十五年史」

この事実を示す証拠として、「信州大学医学部二十五年史」昭和39年の

第8節に“藤村紫郎医学部長時代”（文部科学省公文書）の題として、次

の記述がある。
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「（昭和39年10月）14日　11月より毎月15日杏陰会主催のもとで、医学

部構内にある『白翁稲荷大明神』の祭事が行われることとなる。この神は

『正一位白翁大明神縁起』によれば、『元和年間後水尾天皇の御宇この地一

帯は森林であった。当時の住民大杉氏が災を除き福を授ける開運の屋敷神

として京都の伏見から招請した（以下略）』ものだといっている。」（第3

章 p175－176）。

国立大学の編纂史に違憲の祭事記載とは呆れるばかりで、この違法事実

が既成事実として定着し、宗教の稲荷信仰が同学部に浸透し支配して一般

化したために理性が麻痺してきたものであろう。当時はこうして毎月15

日に、稲荷神社祭事が同大学本部キャンパス医学部構内の神社において、

大学当局公認として同大学管理職、教職員と一緒に挙行されてきて、平成

15年現在も恒例により年間4回の祭礼が引き続き行われている。

毎月のご祭礼とは立派なもので、大学の組織を挙げての如何に熱烈な信

仰であったかを証明している。これが大学当局の言う「習俗」の実態であ

り信仰以外の何ものでもなく、一種のユーフォリア、麻薬による慢性的な

麻痺症状を呈している。本部事務局及び医学部公認の下に行われているこ

とは重大である。“年間”行事どころか“月間”行事として、盛大且つ連

続して一年中ひっきりなしという、オウム真理教など新興宗教教団に特有

な一種の信仰による病的な集団心理状態に陥っていた。お稲荷様無しには

夜も日も暮れないという状況で、もはや殆ど神憑りである。

因みに世界で最初の一般市民をサリン襲撃した松本サリン事件は、同構

内約500メートル南西の松本城付近で発生したので、もう少し散布が強け

れば稲荷大明神から大学本部まで全滅したはずであった。これも霊験あら

たかな大明神によるご加護の賜で、オウム教サリン襲撃を免れたと言うの

であろうか。

大明神様、白狐様とも何しろ350歳のご高齢であるから、このように酷

使したのではかなりお疲れだったであろう。同学部公式記録として誇らか
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に明記されていて立派なものである。しかし毎月の祭礼とは若干遣りすぎ

と言うもので、同大学における学問の自由が完全に神社神道の宗教支配下

に入り、現在に脈々としてその封建時代の神仏習合、邪宗伝統、陋習が継

承され継続されていることを如実に示す証拠となっている。

宗教とか信仰というのも、一面で信仰告白として他人に周知し信仰、教

義を布教していくという、いわば一種の啓発行為、教宣活動である。見方

によればマーケッチングの一つで、サービス料としてお布施、賽銭、祭典

費、神社費などがある。ビジネスとは形態は異なるが、社会活動の組織で

あるから金銭、お金と切り離せないもので、この祭礼費用、神社会計は重

要となる。即ち神社費は宗教の寄進であり、寄進は信仰の証である。古今

東西の宗教において、信仰、教義、宗教行為として戒律などに定めがあっ

て宗教行為の基本となっている。その例を挙げれば、イスラム教、仏教、

キリスト教など、枚挙に暇がない。オウム真理教のハルマゲドンお布施な

ど、カルト、新興宗教も同様であり、もとより現世利益を尊ぶ本件稲荷神

社大明神の信仰もその例外ではない。

さて熱心さが高じると、どうしてもその信仰成果を発表したり広報PR

となり、大学の会計帳簿には神社記録は無くとも信仰は大学構内を越え内

外に知れ渡って不特定多数の参拝となる。昭和31年復活当初の「地図に

ない」空白空間における公文書にない「隠れ神社」の信仰形態は、もはや

永続性を失うこととなる。

やがて宗教信仰と宗教活動として宗教の本質である布教と、キャンパス

内制約という矛盾から、政教分離違反の馬脚が現れる。仮に当局が「習俗」

と称してこの信仰形態の拡大をどんなに食い止めようとしても、“宗教は

心の伝播”であるから何時までも隠し続けてキャンパス内に都合良く繋ぎ

止めることはできない。そして段々と大学構外の一般市民の参拝を歓迎す

るようになり、新聞等によるPR，公報にも熱が入ってきて参詣も増えて

きたが、これは何処かで狂っている。

仮に日本社会伝来の伝統的な稲荷信仰は一般化した習俗であると捉え、

創始宗教、外来宗教、新興宗教などの、いわば余所者の新参宗教教団、教
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義とは異なるという見方は間違っている。所詮は稲荷信仰も、信仰形成の

最初、あるいは空海が寺院の守護として招請したとされる興隆期において

は新興宗教の一種であり、宗教としての本質である信仰とか信心という宗

教教義と信仰心という点では全く変わりがない。

信大及び文科省当局が「習俗説」の主張に拘るならば、冗談ではあるが

“習俗などとは情けない”と神様の怒りに触れて、大学が霊験あらたかと

喧伝している祟りがあるのであるまいか。要するに、教育基本法9条、憲

法20条にもあるように、信教の自由として即ち神は神として宗教上の尊

重の姿勢が大切であり、義務教育でも文部科学省教育課程ではそのように

教えられている筈である。神と大学の習合というスフィンクスは、決して

その宗教を尊重するものではなく神を貶めるところの冒涜となり、大学に

とっては憲法19条思想・良心、23条学問の自由を侵害することとなる。

また同神社、即ち宗教法人京都伏見稲荷大社分社の祭礼が、単なる習俗

であるとするならば、その本社である京都の例大祭、諸祭事、神事など、

更に全国に2万とも3万とも言われる稲荷神社の大半を占めると誇称する、

同神社関係分社、分祠の総ての祭事、祭祀は、単なる「習俗」で片づけら

れることになって宗教行政上も一大事となるであろう。その結果として、

仮に日本の神道神社の四分の一を占める2～3万の稲荷神社が、みんな習

俗であって宗教ではないとすれば、神社神道は宗教として成立しないこと

となってしまいかねない。即ち信州大学の構内稲荷大明神は、日本の神社

神道様式に則った、立派な神社であり神社神道宗教活動である。

一方で法令違反を逃れる為だけに、このような便宜的な稲荷大明神「習

俗説」を場当たりで流し、他方ではご祭礼の際に神主を賽銭を含む神社会

計の謝礼を支払って呼ぶなど神様扱いをするという便宜主義はあまり感心

できない。また恐らく大明神もこれは好まれないであろう。さらにお賽銭

を神社費として支払った敬虔な参拝者については、特にこの場合は学内の

学生、受験生あるいは大学病院入院患者などが多いこともあり、無垢な信

仰心を無碍に踏みにじることとなる。奉納板に書かれている霊験あらたか

という神社由緒書きが泣くこととなり、大明神様を裏切る行為と言えよう。
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おまけに由緒書きの神様詐称で、習俗の構内施設に賽銭箱を設置して、賽

銭名目で金を巻き上げる仕組みの刑法246条詐欺、詐欺罪となってしまい

頂けない話となる。刑法246条には、「人を欺いて財物を交付させた者は、

十年以下の懲役に処する。（2）前項の方法により、財産上不法の利得を得、

叉は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」とある。

仮に習俗として、佐藤元学長ほかの大学管理職、各学部事務局長、医学

部長ほか教授達の、総勢59名もの昭和32年5月大明神遷座祭列席者が、

単なる習俗、即ち慣習、しきたり、風俗の類の為にだけ参加したのであれ

ば、最高学府である大学の責任感と知性は一体何処に行ったというのか。

その後の同様管理職、教授など教職員公務員の神社祭典参加は、その様な

馬鹿げた白狐様の祟り伝承、風説で「習俗」となった、軽薄な杏陰会の言

う「伝統」を頑なに守るところの物品納入出入り会社と談合フェスチバル

に堕落して、現世利益取引の伝統的習俗、即ち宗教、信仰の衣を纏った談

合の場となっているのであろうか。

そして仮に杏陰会の神社奉納「由緒書きによる大明神由来」に書かれて

いる信仰が虚偽であると言うことであれば、刑法246条違反であるから詐

欺、詐称の犯罪で当局を刑事告訴、告発しなくてはならない。因みに筆者

も大明神の境内を写真撮影の折、お賽銭百円を大明神への寄進として賽銭

箱に入れた。しかし9月10日の大学当局との話し合いのなかで、藤沢謙一

郎副学長から稲荷は習俗であるとの回答であったので、念のために神様が

居ない単なる習俗、即ち慣習、しきたり、風俗などならばその百円を返し

てくれるか、あるいは国庫収入として会計簿に記載するようお願いしてみ

た。しかし信大当局の見解として、宗教施設の賽銭であるから信仰による

神社への寄進であり、返還はしないとの返答であった。

筆者も百円の返金を是非とも求める訳でもなく、本論は別にあったので

諦めた。しかし何処か腑に落ちない内心忸怩たる思いが残ったのも事実で

ある。これはダブル・スタンダード、二重基準いわば二枚舌ではなかろう

か。日本人の悪い癖で、何事もすぐに二重基準とか二重目的とかを適用し

て、丼勘定で混迷を招いたり不正を企てる悪習が蔓延るのは困った習慣で
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ある。本件ではこの手でお狐様を出汁にして筆者を誑かしてみても通用は

しない。もっと神社神道、宗教、国立学校、教育法、憲法などについて、

本質論の筋を通して考えて頂きたいものである。

しかしながら大学、学問の分野にお賽銭論というのは無いし、宗教経済

学というのも聞いたことがないので、この論戦はこれ以上は本論から外れ

るし止めることとした。尤も仏教経済学というのはあり世の中は広いもの

である。しかしこの神社の賽銭問題は非常に重要なテーマであり、たかだ

か百円といって馬鹿には出来ない課題である。百円でも百万円でも、寄進

として信仰上の信心、神に対する崇敬の度合いに差はないからである。

何れにしても不特定多数による賽銭が、国立学校構内の神社で神社費と

して集められているのは尋常ではない。騙してお賽銭を召し上げる道具と

して、この神社の神様を利用してはならない。日本における最高学府の道

義道徳は失墜し地に落ちることとなる。何れにしてもこの神社は宗教施設

であり祭祀は宗教行為、活動であることは厳然たる事実であり、誤魔化し

て済まされるものではない。少なくとも学内学生とか受験の中高大生を騙

して、賽銭を召し上げる如きは控えていただきたいものである。大学の倫

理性と国を代表する公務員としての道義、特に大学としての知性と、法治

国家としての順法精神が求められている。

さて杏陰会と言う宗教組織は、どの様な経緯で同大学の構内神社を主催

するに到ったか、証拠資料から検討してみよう。

7，研究ノート（5）証拠文書　「杏陰会の歩み」

信州大学が、白翁稲荷大明神の宗教団体であると公に認めている「杏陰

会」の同神社宗教活動について、同大学が公認した同会正式記録（文部科

学省公文書）によって、同会が創設され同神社祭祀を司ってきた経緯によ

り検証する。稲荷大明神信仰の宗教活動証拠資料として重要であるから、

全文を記載する。
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「杏陰会の歩み―白翁稲荷大明神の由緒を添えて―

S19．4．1ー26．3（筆者注、Sは昭和）に開設された松本医学専門学校

を開校し、松本医科大（現信州大学医学部）を開設するに当り、開校式を

盛大に挙行するための集まりが昭和26年2月に催された。この集まりが現

在の杏陰会（きょういんかい＝杏〔あんず〕は薬で使われるもので昔から

の医療関連の用語、医学の陰〔あんず〕という意味）の発足となり、当時

の佐藤学長により会の命名がされた。杏陰会は大学の協力会社が主体と

なって結成され、このような催しものの世話役をするとともに、当時戦後

まもなくで予算が少なかった大学への開校式の協賛金援助をしたり、また

卒業式等に招待されたこともあった。発足当時の会員は14名で、うち世

話人は8名（原　甲子司〔原組〕、島　幸太郎〔鍋林〕、中島　次太郎〔中

島尚誠堂〕、林栄一〔百瀬電気〕、石川政一〔石川木工〕、走川將雄〔中央

製作所〕、山口嘉寅〔印刷〕、｛敬称略｝）であった。

さて信州大学医学部構内の一角には、白翁稲荷大明神が祀られている。

「正一位白翁稲荷大明神縁起」によれば、“（370余年前）元和年間後水尾

天皇の御宇この地一帯は森林であった。当時の住民大杉氏が災を除き福を

授ける開運の屋敷神として京都の伏見から招請した（以下略）”（信州大学

医学部25年史175ページより）、ものだといっており、大杉氏が転居され

たその後（文化年間）地主の中原半右衛門さんが祠祭者となり、社（やし

ろ）は中原さんの名前から半弥牟（はんねむ）稲荷とも称されて戦中まで

中原家で奉祠した。

しかし明治6年（1873）兵制が敷かれ、松本に第3軍名古屋鎮台が置か

れることになり、筑摩郡（当時）は桐村（現信大キャンパス）に、62．

000坪の軍用地を整えた。分営は来なかったが、明治40年（1907年）に歩

兵第50連隊がこの地に設けられ、稲荷大明神は松本連隊の守護神となっ

て、出陣の際は武運長久が祈願されていた。

終戦で連隊跡は松本医専になる（それまで松本医専は市内のお寺や中学
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校を校舎として使用していた）。しかし進駐軍（著者注、連合国占領軍）

は稲荷社の学外退去を命じたため、両下町の柴垣さん方へ迎えることと

なった。ところが昭和30年代に信大医学部で改修工事中、火災や事故が

相次いだ為「この地の守護神白翁稲荷が不在のためでは」といわれるよう

になる。

しかし政教分離のため、大学側では白翁稲荷社の遷座ができない。そこ

で大学側は以前より懇意にしていた杏陰会に白翁神社の祭礼を依頼、依頼

を受けた杏陰会が中心となって、昭和32年3月5日に59名の出席者のもと

で鎮座祭を行い、稲荷社を元の地に戻した。

そして昭和39年10月14日には、その11月より杏陰会主催のもとで、白

翁稲荷大明神の祭事が行われることとなった。（信州大学医学部25年史

175ページより）。

杏陰会では、遷座時当初は毎月祭礼を開催したが、現在は正月の大祭と、

初午祭、5月祭、9月祭を定期的に行っている。大学の御関係者も祭礼時

にはいつも出席されており、遷座当初は学長・医学部長を含めて多数の方

が参加されていたが、現在は各学部事務長を含めた10－20名の方が参加

されている。

また信大病院入院中の患者さんの病気平癒祈願の参拝も多く、多数の千

羽鶴が奉納されている。そして信大受験生の御詣りの姿も時折見うけられ

る。

現在の杏陰会会員は16名である。途中、当初の世話人の林氏、山口氏

が脱会されたが、昭和37年の会員17名が基礎になり、信大OBの方々も会

員となられ、亡くなられた方、脱会された方数人を除いて現在の会員が構

成されている。また37年頃から杏陰会の中での無尽会等が企画されるよ

うになった。

このように親睦・交流を深める中で、白翁稲荷大明神の祭礼にたいする

会員相互の意識を高め、今日に至っている。」
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先ず注目されるのは、この中で「政教分離のため、大学側では白翁稲荷

社の遷座ができない。そこで大学側は以前より懇意にしていた杏陰会に白

翁神社の祭礼を依頼。」の記述であり、本件の憲法20条、89条違憲テーマ

に直接関連する箇所であろう。

これは信州大学当局が、憲法の政教分離原則に違反することを十分認識

し、杏陰会もまた大学側と同じ認識で懇意に相談していることを示してい

る。即ち同大では本件を「習俗」ではなく、「宗教における神の信仰」で

あることを認識している。その上で信教の自由、政教分離の違法に当たる

行為となる遷座を、自ら手を下して行うことを避けるため同会に依頼した。

しかし大学がその構内で神社神道における神の遷座を同会に依頼し、国有

地に宗教施設を作らせ大明神を構内に遷座して正式に祭る信仰行事を指示

することは、管理する構内土地を宗教の為に使用させる違法の教唆であり

遷座の実行行為以上に罪は重い。さらに大学当局の公務員が遷座祭に正式

に列席して、その遷座祭祀を共に挙行し宗教活動を自ら行う故意の悪意あ

る行為であった。

さて、この信州大学の公認記録文書「杏陰会の歩み―白翁稲荷大明神に

添えて―」が、同会の正式文書であることは重要である。同会は同大学が

通称“外郭団体”乃至“教職員OB会”と称して稲荷社信仰の下に結集し、

その宗教行為を主催してきた同大学公認の宗教団体である。信大は、この

団体を“市民の神社宗教団体”とも称している。しかしこれは単なる一般

市民の通常あるいは普通のボランチア、任意の自由意思による自由結社の

宗教団体ではない。

仮にも一般市民がボランチアとして、国公立大学の国有地構内に特定の

宗教行為、行事、祭祀等を行う目的を持って立ち入る為には、その申請と

大学当局の許可が必要である。大学の学則、その則る処の学校教育法など

の教育法、国有財産法など、上述の法規、諸関係法令の規制として、大学

施設の使用制限、関係者以外の構内立ち入り禁止などが定められている。

（図1、信大正門写真）

この点からしても杏陰会が大学公認の団体であり、特定宗教、教団、宗

― 116 ―

藤原：教育基本法と憲法政教分離原則の新しいケース



派の祭祀を挙行することについて、大学から公式に認められていることは

明らかである。即ち同会は、大学当局の言うところの「市民の宗教団体、

信徒団体」即ち一般の市民団体ではなく、大学当局と同大学学部のビジネ

ス・パートナー、納入関係業者即ち外郭団体の同神社信仰として、国有地

神社境内で習合、癒着談合している実態が同習合形態の眞相である。

少なくともこのように疑いを持たれる様な、何処から見ても違法な状態

を継続すべきではない。国の機関で国家公務員が業務を行うに当たっては、

「李下に冠を正さず」位の気持ちでその国民の負託に応えて戴きたいと

言っても過言ではなかろう。

中世、江戸時代には、神社は仏教と習合して大明神を称したものも多く、

一般の稲荷大明神もまた例外ではない。現代ではターゲット、目標を大学

と学問、教育研究施設、活動に定めて、稲荷神社と大学の習合を実現して

いる。これは構外に所在する旭町2丁目の神社公民館が、神社と公民館、

社会教育法の42条類似する公民館（町内公民館または自治公民館）、更に

松本市公民館と習合し癒着談合しているところの、上記「はじめに」

“フィールドワーク　その1”に指摘した事例と同じ基本的構造である。

即ち稲荷神社が教育施設および活動と習合している実態の、事実関係とし

て同様の構造である。

日本の神社神道は遥か仏教が伝教された昔から、習合の歴史を辿ってき

たところの独特な性格を持っている。これは神社神道の教義が、殆ど無い

に等しい希薄なものであったところにその原因があり、外来宗教と習合し

ながらその弱点を補ってきた。習合することにより永らく生き延びてきた、

世界でも独特な性格を持ち柔軟に適応し影響力を確保してきたのである。

何れにしてもこうして旭町内の二つの稲荷神社は一方では学校教育とし

て、他方では社会教育として習合し癒着して、両者は共にそれぞれ公金、

管財不動産、国有地などが神社費支出あるいは財産として提供されるとこ

ろの、政教一致または祭政一致の形態となっている。この関係は、戦前、

戦時中の復元であり蘇りであって、キリスト教の聖書にある「基督の復活」

ならぬ教育現場の「神社復活」となっている。尤もキリスト教でもロー
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マ・カソリック教会が中世において各地方、地域のアニミズム信仰と習合

し、祭政一致で宗教裁判と免罪符により俗世界を支配してきたのは歴史教

科書の教えるところであり、邪宗門のキリスト教は社会に害毒を流布した。

杏陰会記録文書に記された歴史的な創設とその後の経緯から、同会が佐

藤元信州大学学長の肝煎りで大学協力の納入等出入り会社によって組織化

され命名されたことは、同大学との関係が如何に密接であり大学と不可分

な関係にあるかを示している。その関係は形式的で表面的なものではなく、

実質的で教育研究、教育経営の実践と深く関わっていた。それは同大学開

校式あるいは卒業式等の催しものの、世話役、招待出席、開校式協賛と援

助などの諸活動に示されている。

因みに大学においては入学、卒業また開校等は学校教育法59条教授会

の「重要事項」審議事項に当たり、大学の自治の中枢であるから不可欠の

「重要事項」であるが、憲法23条学問の自由がこうして侵害されている。

白翁稲荷神社と同宗教団体の宗教活動による憲法20条、89条侵害によっ

て、大学の自治、学問の自由が侵害されている点に本件の特質が見られる。

こうして憲法上の内心即ち精神の自由が侵害されているもので、看過でき

る許容範囲を遥かに越えている。

要するに杏陰会は、同大学医学部教育の重要な教育行事、運営管理を、

大学当局と表裏一体となって協力支援し共に共栄発展を図ってきたもので

ある。信州大学に関わるビジネスのパートナー、物品あるいは施設設備、

教材等納入業者であるが、その一線を越えて同大学管理者、教育公務員と

共通の信教、宗教の下に、教育経営、運営、教育実践で手を携えて一体と

なっている。即ち同会は協力の名目で教育研究、運営管理に参画し、コ

ミット、関与して大学当局公認の資格として神社管理と祭祀を主催して、

守り神を僭称しその大明神の御名によって大学キャンパスの内心を精神的

に支配してきた。

これは昭和32年3月5日に信州大学元学長依頼で稲荷神社遷座式を盛大

に挙行し、59名の教職員を含む信徒が式に列席したという証拠文書の中に

明確に示されている。そこには学長、医学部長、各学部事務長、その他教
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職員を含む大学管理職、教職員が多数参列している。将に大学と業者団体

合同の神社遷座式典が、信州大学トップの管理職、教授以下、関係教職員、

即ち大学組織を挙げて総出で行われた。佐藤元学長が、主要出入り業者に

主催を依頼、即ち委任し、大学本部のほぼ中央である医学部敷地約50坪

の旧神社跡地に神社再建の遷座として、神式の正式様式を踏まえ神官、即

ち神主主祭によりしめやかに行われた。これが国立大学の公式宗教行事で

なくて、一体何であろうか。

その後毎月の祭祀が、学長列席の下に整然として挙行された。大学管理

職、教授職、いわば行政職職制と教育職職制の最高職権を有する同佐藤学

長の依頼、即ち委任、乃至は準委任により公認となったところの、大明神

信徒団体としての同会が主催した。その後は初午祭の例大祭、年4回の祭

礼として、現在まで一年も絶えることなく続けられてきた。これが本件宗

教の事実関係であり真相である。信仰と現世利益によって、大学当局と納

入ビジネス業企業両者が、宗教とビジネスのシナジー、相乗効果により結

束を強化して継続したものであった。

これを以て大学当局の言う単なる「習俗」として、同会の「大学発足以

前からあった350年来の“伝統”を続けている」という言い訳は納得でき

ない。習俗、即ち慣習的な伝統行事というまやかしであるが、中身を詳細

に検証すれば隠された真実はこうして暴露される。大学の構内国有地50

坪を神社境内に復興し、信州大学当局が「公金は一切支出していないから

憲法の政教分離原則に違反しない」と強弁するのは、到底一般社会では通

用しない屁理屈と言うべきであろう。

仮に境内の土地不動産が賃貸されたら、その神社境内使用賃料は国庫収

入となるべきものであり、賃料分を公金として特定の宗教、教団、宗派に

援助することになる。この大学本部一帯は、市内の文教地区として土地の

賃料を設定することが可能であり同構内敷地も例外ではない。よって土地

賃貸料は国庫に入るはずであるが、公文書として歳入の記録は全く無い。

同社殿建物について、一方の大学当局は所有者がいない無主の物件との公

式見解である。しかし他方の杏陰会会長は「登記していないが杏陰会の所
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有」との正式言明であり、杏陰会は国有地を不法占拠するもので、刑法

235条の2不動産侵奪罪、あるいは同法252条横領罪となる。刑法235条2

には、「他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。」とあり、

同法252条には、「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の

懲役に処する。（2）自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場

合において、これを横領した者も前項と同様とする。」とある。

国有財産の宗教目的使用は、それ自体が同法信教の自由、政教分離条項

違憲であるから申請許可が下りないので、使用申請、許可の手続きは不可

能となる点は既に言及した。よって所有者の文部科学省、同省と共に協議

するべき国有財産法上の責務がある財務省、管理義務のある信州大学、会

計法上の権限を有する会計検査院は、この杏陰会の刑法235条2不動産侵

奪罪あるいは同法252条横領罪による不法占拠を、排除すべき義務がある。

従ってこれが行政上の故意あるいは不作為による悪意ある行為であること

は自明である。何れにしても憲法違反であり、憲法は基本的な法律である

から、結果的にその余の法令には総て違反となる。以上の神社神道を巡る

経緯の結論として、信州大学は本部構内の旧神社跡地を、同神社自体に無

償で奉献提供し大明神を遷座する結果となった。

この間一貫して大学当局、行政の最高権力者及びその組織機構は、稲荷

神社を崇拝し新憲法に違反することを承知の上で、政教分離原則違反に当

たらないように最大限の工夫と工作、策略を巡らしてきた。同神社遷座を

計画して実行しこの違憲システムが永続するマニュアルを大学内の機構で

徹底して、半世紀に亙り成功してきたもので相当に緻密な熟練と忍耐を要

する業務の一環であった。

これは憲法を始め諸法令に違反するものであるから、難しいポリシーと

その対策及び精神的支持が必要なものである。このいわば宗教大学制度、

宗教学校システムを支えて、反対勢力の干渉から防衛する権力構造と一緒

になり、神社神道における精神世界の一部となってきたものである。神道

の宗教界、世俗的政治勢力とその精神世界が、激動の半世紀間に亙り隠然

としてあるいは顕在化して、そのメカニズムを支え励ましてきた成果であ
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る。

こうして同国立大学は、遂に稲荷大明神の配下となり支配に服した。正

一位白翁稲荷大明神、即ち神社神道宗教が、学問の府、国立信州大学を支

配するに至ったものである。

おわりに―国立大学法人法

本件は国立大学国有地の一角が神社境内に提供され、宗教活動に使用さ

れている管財の国有財産法18条違反として比較的単純な事件である。国

立大学の本部構内に全学を管理する本部事務局があり、その目と鼻の先約

二百メートル程のところにある約50坪の公共の用地が、こうして憲法に

反する形で半世紀の長期間に亙り白昼堂々の神社祭礼というのは余り芳し

いことではない。信濃の山国とは言え50坪といえば、立派に一戸建て住

宅が建つ敷地面積である。

信州大学旭団地（構内名称）は旧陸軍聯隊跡地であり、広大な敷地を有

しているとはいえども、キャンパス内には本部事務局、4学部、付属病院、

同看護職員寮、短大、大学院、共通教育センター、付属小・中学校、各種

研究所、国際学生センター、生協、体育グランドなどと既に満杯となって

いる。従って今後も拡張発展する蓋然性を考えると、50坪の用地といえ

ども構内は校舎ビル群が高層化し校舎建物が林立しているので、大学用地

としても貴重な空間である。「地図にない」空白の敷地を、遊ばせておく

余裕は無い筈であろう。国有地の違法使用は論外であるが、その効率運用

にも注意義務を怠らないことが大切である。

さて、2003年7月16日に国立大学法人法が成立、同年10月1日施行とな

り、その2004年4月1日実施を控えている。このまま神社不動産の国家財

産として独立行政法人の信州大学に出資され、違憲神社の大学独立法人へ

と移行するということは、国民の心情としては避けたいものである。

国の教育行政当局としての文部科学省、現場の国立学校当局である国立

信州大学が、「習俗で公金を一銭も出していないから問題ない」等として、

― 121 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第29号（2004年2月）



この教育基本法違反、憲法信教の自由、政教分離原則の違憲状態を、頬か

むりでこのまま押し通すのは如何なものであろうか。その結果、最高学府

としての大学とその学問の品位を貶めるのを見ることは、とうてい耐えら

れるものではない。

因みに同大学神社から西方約百メートルの建物内には、信州大学国際学

生センターがあり、その事務取り扱いが行われている。また全学共通の教

育課程（本部構内の共通教育センター、1年間）で必修科目を履修する必

要から、県下4都市・地域の各学部キャンパスに散在する海外留学生も、

この松本本部キャンパスに集まり神社脇の道路を通り抜けることになる。

これが日本における国立大学、公立学校の実態であると、“実物教育”

として留学生達に提供するのは好ましからざることであろう。これら世界

各国の留学生達が、志を持って日本に遊学するは良いけれども、日本の文

化、教育について誤った認識を持つことはいかがであろうか。さらに日本

の大学における、その憲法、法令とキャンパスにおける実態とのギャップ

即ち理想と現実との乖離を、反面教師として学んで帰国するというのは良

くない。留学生は長期に亙り外交関係に多大な貢献をできる逸材であり、

国策としても外交下手の謗りを免れないであろう。

尤も日本に留学して帰国すると大抵日本嫌いになるとも言われ、事実そ

うした傾向があるのは否めないが、このような留学生の心情に配慮するこ

とが足りないのがその理由の一つであろうか。日本外務省の国際外交は世

界一下手だという定評があるので、今更少々頑張ったところで効果は期待

できない。しかし時代は大きくグローバル化の趨勢にあり、外交は一人外

務省の独断場ではなく、日本社会の地方、地域社会、大学、文部科学省な

ども、国際化の潮流の中でそれぞれ日常的に外交を展開する時代に入って

いる。信大も国際学生センターを設置しており、もう少し現代的な国際感

覚をもって、長期的な外交の一環を担っているという意識を持つべきであ

ろう。

海外のイスラム教圏、キリスト教圏、仏教圏、ヒンヅー教圏、その他儒

教、ゾロアスター教など、世界は広いもので様々な宗教がある。それらの
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地域から留学生が来日していて、日本の宗教事情、政教分離状況に対して

も、極めて敏感な関心を示していることを忘れてはならない。海外の各国、

各地域では政教分離事情も様々で、イスラム教、ヒンズー教、ユダヤ教、

キリスト教、仏教など、多様な宗教、教団、宗派が、世界中のあらゆる地

域で「文明の衝突」その葛藤、角逐を繰り広げている。このなかで国際政

治の新しい展開をモチベート、動機づけているその中心の基本的課題こそ

政教分離問題なのである。

バルカン半島、パレスチナ、イラク、インド・パキスタン、インドネシ

ア、米国、北アイルランド、北アフリカ、中央アフリカ、中南米、チベッ

ト、ロシア・カフカス地方（チェチェン共和国）と、こうした政教の紛争

地帯は数え上げたらきりがない有り様となっている。日本への留学生はそ

うした文明の衝突として、宗教と政治、教育の微妙な感受性を心に秘めて

日本の大学で学んでいる。彼らの政治と宗教についての関心はこうして強

く切実であり、個人と社会における政教分離の影響は、一般の日本人より

も遥かに厳しく切実なものがあるからである。

そして日本の学生あるいは若い世代も、米国の世界貿易センター・テロ

事件、イラク戦争と、こうした宗教、政教分離の政治との関わり、あるい

は文明の衝突と社会について強い関心を寄せている。日本の憲法信教の自

由、政教分離問題も、この新しい国際関係の中で国内外ともに重大な政治

経済、外交上の課題となってきた。

少なくとも大学、文部科学省、外務省など直接に留学生と関わりを持つ

分野においては、こうしたことに注意し配慮を払ってもらいたいものであ

る。これは国際的なマナーであり国際感覚としての一般常識となっている。

彼等らがこの国立大学の構内神社を横目で見ながら毎日神社側を通りその

キャンパスで学んでいるということを、外国人である異教徒の心情と社会

的、国際的背景に立って考え良く思いを致すことが求められる。

では信大本部構内ではなく、例えば伊那の中部アルプスにある同大学農

学部演習林ならば、同様の祠、神社があっても良いかというと勿論良いと

言う訳ではない。因みに筆者が在籍した国立東京大学本部本郷キャンパス
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の三四郎池片隅にも、小さな鳥居と何十センチ立方の祠が置かれ、一説に

よるとかつてその昔この池で前田家藩邸時代に入水があって祠が設けられ

たとのことである。また同大学植物園にも小さな鳥居と祠が安置されてい

るが、大学当局がこれらの小さな祠の祭祀を執り行ったかどうかは明らか

ではない。少なくとも同大学当局に、これらの祠があるという認識すら無

いからである。

本件国立大学の神社問題を考える時、全国の津津浦浦に8万あるとも言

われる神社の数から見て、問題は一見すると簡単そうであるが以外や単純

ではない。羽田空港滑走路脇にあった鳥居と稲荷神社の事例ではないが、

かなりポピュラーな国立大学あるいはその他国有地に神社が散在している

という「隠された神社」のテーマが浮上してくる。特に一般の稲荷神社は、

各町内神社、あるいは屋敷神社と農業商業の信仰から、現世利益を求めて

身辺に数多ある。その結果「目くじらを立てないで、お稲荷様くらいは良

いではないか」という、いい加減な気持ちで事を処し勝ちであるが、その

日本特有のお稲荷様風土が一因となって、国立信州大学が神道の精神的支

配下に下った面も否定できないから要注意である。

こうして信州大学の構内神社問題は、内容を詳細に検討するならば、戦

前、戦時中の天皇制、現人神の祭政一致、国家神道の信仰に根づいた復元

力が強いという特徴がある。今般の教育基本法改訂の復古調によっても、

容易に公立学校神社が復活する文化土壌がある。言うまでもなく、ソ連邦

が崩壊し地球規模でグローバル化した国際社会のなかにあって、日本の二

世代前の古い封建的で偏狭な天皇制の専制主義文化が、神武天皇の「八紘

一宇」などとアジア圏はもとより世界で普遍性を持つという錯覚はもはや

時代錯誤であり通用しない。

要するにこれは日本文化の原点に遡る歴史的な課題であって、法律的観

点はもとより歴史、文化、思想、社会科学等の幅広い学際的な検討を要す

る。しかし従来はタブーの領域としてアンタッチャブルであり、問題が提

起されて来なかった。日本社会と文化の封建社会における陋習、良く言え

ば歴史的伝統文化が、このような国立学校における神社の温床となってき
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た。

全国の国立大学、短大総計89校のなかには、信大以外の他大学キャン

パス構内に、同様の“地図にない神社”が歴史的遺構として実在する蓋然

性は高い。即ち信州大学の隠れ神社による祭祀の実体から、これが唯一の

モデル例ではなく、その他の国立学校にも同様事例があるものと推測され

る。

従って憲法及び教育基本法を巡る学校教育の事例として、国立学校の大

学における神社神道の一例をクローズアップして問題提起とし、その学際

的な調査研究に参加するよう期待する。
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帝京大学藤原英夫研究室　028-627-7146（代 7111）fujiwara@uccl.teikyo-u.ac.jp

teikyo@infoseek.to
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図1 国立信州大学本部の構内神社　正一位白翁稲荷大明神（写真）
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