
はじめに

　宗教団体からの脱会強制が許されるかについて，近年わが国で民事判決が出

された。脱会強制事件が生じるようになった背景にまず言及した後，代表的な

先例を二つ紹介し，判決の意義を論じる。合わせて，派生する論点，とりわ

け，子どもに対する親の宗教教育権の範囲や脱会強制事件から窺える社会的な

問題点も本稿で検討してゆきたい。

第一　事件の背景及び脱会強制の手法

１　宗教団体による違法活動の頻発

　宗教団体による反社会的活動が報じられることが近年増えている。その中で

も特に，今回の論考である「宗教団体からの脱会強制」という方法に類似して

いる違法行為，すなわち，宗教団体信者によって，誘拐，監禁，執拗な勧誘と

いう態様の違法行為がなされた事例としては，次のようなものがある。

　例えば，オウム真理教「集団リンチ殺人事件」（オウム真理教の教団信者らが，

脱会信者を集団で監禁した上，殺害した事案：東京地裁平成８年６月26日判決1)），オ

ウム真理教元旅館経営者拉致事件（教団関係者が半昏睡状態にある元旅館経営者を

自室から運び出し，ワゴン車に運び入れるという略取事案：宮崎地裁平成８年２月 29

日判決2)），統一教会霊感商法損害賠償請求事件（宗教であることを隠して勧誘し，

ことさらに害悪を告知して相手の自由意思を制約し，もって不当に高額の金員を献金

させたとして，統一教会に不法行為責任が認められた事例：大阪高裁平成11年６月29
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日判決3)など多数），法の華詐欺的商法損害賠償請求事件（宗教性を隠して執拗に

勧誘し，研修費等の名目で高額の支出をさせたとして，平成12年 12月 25日，東京地

裁が教団に対して賠償命令判決）などである。

２　いわゆる反カルトムーヴメント

　以上のような宗教団体による違法活動や反社会的とされる事件が多発するに

伴い，それに危機意識を持った一部の学者，弁護士，キリスト教系の団体など

が，社会的な摩擦を生じさせているいわゆる新興宗教団体に対して，積極的に

関わるようになった。その手段としては，訴訟の提起，マスメディアや学会，

政府機関等への情報提供，ガイドラインの作成（例：日弁連の1999年３月26日意

見書「反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針」），著作物出版に

よる一般社会への啓蒙活動，さらには，被害を受けたとする人々の相談に応じ

たり，カウンセリングをすることなどが挙げられる。

　しかし，かようないわゆる反カルトムーヴメントにおいては，ややもする

と，知識不足と偏見に基づいて誤った情報提供や宣伝が行なわれ，それを無批

判に受け入れた人々の中に，ヒステリックで不寛容な感情を助長させ，ひいて

は人権侵害を惹起する恐れがある。反社会的な活動をしているとされる宗教団

体への対応は，客観的に正確でかつ十分な情報に基づき，公正な偏りのない分

析・判断を行なうことがまず大切であるし，また，適切な方法・手段による合

法的な活動にとどまらなければならない。その点に失敗して，極端な人権侵害

に発展したのが，強制説得・脱会という事例なのである。

３　脱会請負人の台頭

　彼らは，その活動を正当化するため，いわゆる「マインド・コントロール」

によって反社会的な新興宗教団体「カルト」に捕らわれている信者を救出・保

護する，あるいは信者の家族を家庭崩壊から守るという理由付けをする。特定

の宗教団体をいわゆる「カルト」としてラベリング（labeling）をすること自体，

大きな問題であるが（後に第六で言及する），脱会請負人の行為そのものは犯罪

にも相当する違法行為と判断せざるを得ないものが少なくない。彼らが使う手
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法は次のようなものである。

　当該宗教を批判する情報（相談窓口をも記したもの）を発信し，その宗教を快く

思っていない家族がその情報に接触できるようにする。情報発信は，書籍やビ

ラを用いたり，インターネットを使ったりして行う。その後，家族からの連絡

を受けた牧師などの脱会請負人は，家族に対し，信者本人を監禁して棄教させ

る方法があることを伝え，その方法を学ぶためにセミナー等に来るように誘

う。家族が監禁という方法を用いることに決めたら，脱会請負人は家族と打ち

合わせをしながら，具体的な計画を進めていく。その後，信者本人を監禁場所

に連れ込む。すなわち，家族旅行，親族・友人の引越しや清掃の手伝いなどと

いった口実で信者をだまして監禁場所に誘導する。そして，監禁場所に到着し

てから，真の目的を明らかにする。極端な例としては，数人の男性によって拉

致し，無理矢理に自動車に乗せて監禁場所まで連れ込むこともある。監禁場所

は山荘であったり，旅館・ホテルやマンションの一室であったり，あるいは監

禁の情を知っている親族の家であったりする。いずれの場合であっても，中か

らは信者が自力では脱出できないような状況にしている。このように逃げられ

ない状況を作った上で，信者に対し，強制的に当該宗教に批判的な情報を聞か

せようとする。監禁場所内には常に複数の親族がおり，彼らはそこに同席する

脱会請負人の行なう説得活動に協力する。

　さて監禁中の状況であるが，信者は脱会請負人の話を聞こうとしないと，共

にいる親族から殴られたり脅されたりすることは珍しくない。昼夜を問わない

説得によって睡眠が奪われることもある。監禁場所から逃げられないようにす

るため，監禁中ずっと両足に鎖をつけられたという事例もある。信者に子ども

がいる場合には，「おまえは子どもをとるのか，それとも宗教をとるのか」とい

う脅しによって棄教（信仰放棄）を迫られる。最初信者は，話し合いに応じまい

と抵抗するが，話し合いに応じない限り，監禁状態から絶対に解放されないこ

とを知らされて心身共に疲弊してくる。信者が教団を離れる決意を固めさせる

ため，脱会した元信者が強制説得活動に加わることもある。以上からわかるよ

うに，脱会強制の手法は，実は脱会請負人が「カルト」が行なっていると主張

する「洗脳」の手法そのものではないかと考えられる。
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　脱会請負人は，こうした監禁・説得行為の対価として，一件当たり数十万円

から百数十万円に及ぶ報酬を，依頼した親族から受け取ることもあり，さなが

らビジネスのようである。しかるに，警察は，宗教が関係しているゆえに，ま

た家族内の問題であると考えているゆえに，監禁状態からの信者の救出に助力

しようとしない場合が多いと報告されている。

　以上，強制脱会事件が生じるに至った背景及び脱会強制の一般的な手法につ

いて概観してみた。それでは，次に，脱会強制事件に関して昨年本邦の裁判所

が判断を示した事例を紹介する。

第二　宗教団体からの脱会強制をめぐる日本の判例の紹介 

１　統一協会：鳥取監禁損害賠償等請求事件（鳥取地裁平成 12 年８月 31 日判決）

　本件は，世界基督教統一神霊協会の信者である原告が，被告ら（原告の父母及

び宗教法人キリスト教神戸真教会の牧師）は原告に対しその信仰する宗教を捨てさ

せる目的で違法に逮捕監禁等を行ったとして，被告らに対し，慰謝料等の損害

賠償及び上記強要行為等の差し止めを求めた事案である。訴訟の経緯として

は，平成11年５月12日に訴訟が提起され（訴訟物は2,150万円及び遅延利息），平

成12年８月31日に鳥取地裁が原告一部勝訴の判決を下している。

　判決主文は，次のようなものであった。「１．被告らは連帯して原告に対し，

金55万円及びこれに対する平成10年10月１日から支払い済みまで年５分の割

合による金員を支払え。２．被告らは，原告に対し，暴行，強迫，拉致，監

禁，面談強要，電話による会話強要等を行い，又はこれらの方法を用いて，原

告が信仰する宗教を棄教することを強要してはならない。」

　なお，この判決に対して，被告らは同年９月14日に控訴をした4)。

　本件の争点は，第一に，被告らの行為は不法行為に該当するかどうかという

点であり，第二に，被告牧師の行為は違法性が阻却され得るのかどうか，そし

て第三として，原告の被った損害額はいかほどか，最後に，被告らによる強要

行為の差し止めの必要性の有無ということであった。前記鳥取地裁判決は，こ

れらの点につき，以下のように判示した。

　まず，争点一の本件行為の不法行為性について，次のように述べた。すなわ
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ち，「原告の両親は，平成９年６月７日，他 10 名くらいの者と共同して，統一

協会の鳥取教会において，原告を逮捕し，用意していた自動車内に連れ込んで

監禁し，原告を徳島県鳴門市内の鳴門リゾートマンションふるさと君に連行

し，その後約３日間マンションで監禁した。続いて，平成９年６月 10 日ころ

から翌 11 日にかけて，原告を自動車で大阪市内のライオンズマンション新大

阪まで連行し，その後同年９月３日ころまで同マンションで監禁し，原告に対

し，棄教，改宗を迫った。続いて，平成９年９月３日ごろ，原告を自動車で大

阪市内の藤和シティーコープ新大阪まで連行し，以降平成 10 年８月 30 日まで

同マンションで監禁し（３つのマンションにおいて，１年２か月余に亘った逮捕・監

禁行為），原告に対し，棄教を強要し，原告をして表面上ではあるが棄教を表

明する [ の ] やむなきに至らしめ，もって，原告に精神上，肉体上，重大な苦

痛，損害等を負わせた。原告の両親は，同人らの行為は，娘である原告を統一

協会の違法な教え込みから解放するため，統一協会の妨害を受けない場所を確

保する必要から取られた措置であり，マンションでの生活は親子の生活であっ

て，拉致監禁といわれるものではない旨主張するが，本件の逮捕監禁は，その

当初において明白に原告の意思に反するものであったこと，原告が昭和 41 年

４月生まれで，本件当時，31 歳の成人であったことを考えると，本件のよう

な行為は，被告両親が原告の親であったとしても許されるものではない。」

　次に，争点第二の被告牧師の行為の正当業務行為性については，以下のよう

に判断した。「被告牧師は，原告がその両親に統一協会の信仰の棄教を強要す

る目的で逮捕監禁されているのを知りながら，同人らから援助や助言を求めら

れ，同人らの依頼により，原告に対し，統一協会の信仰を棄教するよう働きか

けたことが認められる。一般的に宗教的活動は自由であるとしても，右のよう

な状態にある原告に対し，その状態を知りながら，原告の意思に反する宗教活

動を行うことは，正当な業務活動であるということはできない。被告牧師は，

少なくとも，原告の両親の不法行為を幇助したゆえ，民法 719 条１，２項によ

り，原告に対し，原告の両親と連帯責任を負う。」

　そして，争点第三の原告の損害額につき，本件不法行為の目的，態様や原告

と被告両親との親子関係（被告牧師は原告と両親との親子関係を前提に同人らの依
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頼により本件に関与した）を考慮したと述べた上で，原告の損害額を，肉体的，

精神的損害等金50万円及び弁護士手数料金５万円の合計金55万円と算定した。

　最後に，４番目の争点の強要行為の差し止めの必要性については，「原告の

両親は，本件により以前にも原告を米子で監禁したことがあること，被告牧師

は統一協会信者の肉親の依頼を受けて本件と同様のことを本件以外にも多数

行っていることに照らせば，本件差し止め請求を認める必要がある。」と判示し

て，これを肯定した。

２　エホバの証人5）：監禁損害賠償請求事件（神戸地裁平成 13 年３月 30 日判決）

　本件は，プロテスタント系キリスト教の一派（バプテスト派）である「西舞子

バプテスト教会」のいわゆる協力牧師（被告）が，平成７年（1995年）７月７日

以降17日間に亘り，1児（平成２年11月生まれの男児）の母（当時41歳）であった

「エホバの証人」信者の原告に対し，強制的に棄教を迫った事件である。

　なお，原告は，正確には，いまだエホバの証人の正式な信者ではない「聖書

研究生」であった（元来自分自身の家族と同じくカトリック教徒であり，平成４年３

月からエホバの証人と聖書の研究を開始した婦人である）。原告の夫は共産党の思

想に近い考え方をしていたが，原告とその夫は趣味や仕事が共通の友人として

交際を深め，昭和54年７月17日に婚姻している。

　被告は，夫ら原告の家族を唆して，原告を兵庫県社町の山林中の孤立した別

荘内に，17 日間に亘って監禁し，原告への強制的な棄教を試みた。その山荘

は，窓の外側には格子がはめてあり，窓の内側には木の板やアクリル板が打ち

付けてあり，さらに玄関のドアは鍵がなければ内側からも出られない造りに

なっていた。それは被告が，情を知らない山荘の所有者から賃借した上（平成

７年２月 21 日），所有者に無断で改造した建物であった。山荘内では電話が設

置されていないため，一切外部との連絡が断たれた状態であった。かかる状況

の下，被告は家族と共に協力して，原告に対して夜昼を問わず信仰の放棄を

迫った。これにより原告は，身体的にも精神的にも衰弱し，加えて，監禁に関

わった家族への信頼も打ち砕かれるという被害を経験した。原告は監禁場所か

ら脱出した後，夫と調停離婚するに至った（平成９年８月22日）。そして，子ど
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もとの面接交渉もままならなくなった原告は，被告に対し，平成 11 年１月４

日，上記監禁・強要等の不法行為に関して神戸地裁に損害賠償請求訴訟を提起

した。同年１月６日には，裁判所による監禁場所（前記山荘）の証拠保全が行わ

れた。原告の夫は，監禁に協力したこともあり，被告側の補助参加人として，

本件訴訟に関わるようになった。平成 13 年３月 30 日に，神戸地裁は原告一部

勝訴の判決を言い渡した。それでは，以下，各争点ごとに，本判決の要旨を紹

介する。

争点一　被告及び補助参加人（元夫）らは，本件共謀に基づく本件監禁及び本件

強制棄教により，原告の身体的自由及び信教の自由を違法に侵害したかどう

か。

　これについて，本判決は，親族ら（補助参加人を含め）は，保護説得の目的を

秘して原告を本件建物まで同行させ，平成７年７月 11 日から同月 27 日までの

間，改造した本件建物に原告の意思を無視して滞在させたものであるから，そ

れが原告の身体の自由を違法に拘束，侵害する監禁行為であることは明らかで

あること，また，本件監禁が継続している状況下で，原告の信仰するエホバの

証人とは異なる信仰ないし聖書の理解を示す被告との対話を執拗に求めること

自体，原告の信仰に不当に干渉し，その信教の自由を違法に侵害するものであ

ると判断した。その上で，被告及び親族らは，原告に対して本件監禁をなし，

その身体の自由及び信教の自由を違法に侵害したとし，不法行為の成立を認め

た。

争点二　本件監禁及び本件強制棄教に関する親族の行為は，原告による親権及

び監護権の濫用に対する正当防衛として，違法性が阻却されるかどうか。

　この争点については，共同親権者の一方である補助参加人（夫）の子どもに対

する適正な監護教育権，ひいては親権の行使が，実質的に危機的状況にあった

ことは推察することができるが，これを直接的に除去，打開すべく本件「監禁

を伴う保護説得」（監禁をした上で，強制的に対話をさせて棄教を求める行為を，本

判決はこのように表現した）に訴えることは，原告の信仰に干渉して，結果的に，

原告に棄教を迫り，ひいてはエホバの証人を信仰するに至る以前の宗教観ない

し信仰や価値観に原告を引き戻すに等しい局面を招来することも否定できない
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と述べた上，親族による本件監禁を伴う保護説得について，正当防衛が成立し

て違法性が阻却されると認めることはできない，と本判決は判断した。

争点三　被告の行為は，牧会活動としての正当業務行為として，違法性が阻却

されるかどうか。

　被告は，牧会活動として本件行為に関与したものなので，違法性は阻却さ

れてしかるべきと主張していた。本判決は，まず，牧会活動一般の違法性阻

却の可能性につき，牧師の職にある被告にとって，援助を求める者に対し

て，個人の人格や魂への配慮を通して社会に奉仕するということが，牧会活

動として，重要かつ正当な業務であることは自明であるということができ，

牧会活動が，一定の権利又は法的利益の侵害を惹起する場合であっても，そ

の目的及び手段がいずれも相当なものであることなど一定の要件の下では，

権利等の侵害についての違法性が阻却されるとした。しかしながら，本判決

は，本件においては，牧師の職責である牧会活動の一環としてこれに関与し

たものであるが，本件監禁を伴う保護説得が，教え込むことを抑制するとい

う不作為の目的を超えて，原告の信仰に干渉して，結果的に，原告に棄教を

迫り，ひいてはエホバの証人を信仰するに至る以前の宗教観ないし信仰や価

値観に原告を引き戻すに等しい局面を招来するおそれがあるものである以

上，少なくとも手段において正当な牧会活動の範囲を逸脱するので，正当業

務行為として違法性が阻却されることはない，と断じた。

争点四　原告の損害の評価

　本判決は，原告が，本件監禁を伴う保護説得により，その身体の自由及び

信教の自由を違法に侵害され，それによって精神的苦痛を蒙ったことを認定

した。そして，原告と補助参加人（元夫）との間に，原告の信仰や子どもに対

する監護教育の在り方をめぐって深刻な対立が存在するなどしたからといっ

て，原告が本件監禁を伴う保護説得を受忍すべき理由はないとし，本件監禁

に至る経過，本件監禁中の経過等本件において認められる一切の事情を考慮

すると，原告の蒙った精神的損害は30万円であると評価した（それに加えて，

弁護士費用は10万円とされた）。
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第三　宗教団体からの脱会強制をめぐる前記判例（主にエホバの証人への

脱会強制事件神戸地裁判決）の分析

１　信教の自由と脱会強制の問題

　まず，前記神戸地裁判決は，信者本人の意思に反して監禁することは身体の

自由を侵害する違法な行為（不法行為）であることは論を待たないが，それに加

えて，逃れられない状況下で，異なった宗教上の考えを強制的に聞かせようと

する行為（棄教強要）自体，信者の信教の自由を違法に侵害することになること

を明示したものと評価できる。

　積極的な宗教活動の自由たとえば布教の自由は，言うまでもなく，憲法上保

障された基本的人権である（第20条第１項）。他方，いかなる信仰をも持たない

自由あるいは，特定の信仰をやめる自由も，やはり信教の自由の内容に含まれ

得る。そして，ある信仰をやめるよう勧誘するという行為は，ある場合には表

現の自由によって保障されようし，ある信仰をやめて別の宗教を勧める行為は

最初に述べた布教の自由の一環として保障されることがあろう。

　しかしながら，かような自由を行使する際に，相手の人権を侵害することが

許されるわけではない。本件のような，監禁や脱会強要という行為は被害者の

身体の自由や信教の自由，あるいは人格権を侵害する不法行為であり，刑事犯

罪にも相当するものとさえ言えよう。このことは被害者の家族によってなされ

た場合であっても同様である6)。なお，脱会請負人は，しばしば「拉致・監禁は

家族がやったことであり，自分達は家族の要請に応じて本人と話し合いをした

だけだ」と主張するが，それは単なる詭弁にすぎない。監禁状態にあることを

知りながら信者本人の棄教を強制している以上，少なくとも監禁・強要の幇助

に該当するからである。以上より，前記両地裁判決が，家族の行為及び牧師の

行為を，ともに不法行為に該当すると判断したのはしごく当然のことと言えよ

う。

２　違法性論

　次に，信者に対する監禁や棄教強要の行為が不法行為に該当するとしても，
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配偶者や親等の身近な親族がいわば家族の危機であると感じて，信者である家

族の一員に対して監禁・棄教強要をすることは正当防衛あるいは自力救済とし

て違法性が阻却され得るかどうか。特にエホバの証人神戸地裁判決の事例の場

合は，配偶者の意思に反して，教団の教義を幼い子どもに教え込むというのは

信者（原告）の親権の濫用であるとし，円満な家族関係の破壊を抑止するための

行為として，監禁・棄教強要は正当防衛あるいは自力救済として，違法性を阻

却しうるか，が問題となる。また，牧師が本件のような監禁・棄教強要に関

わった場合に，いわゆる牧会活動という正当業務行為として違法性が阻却され

得るものなのかという点も問題とされる。それで，以下，これらの点を検討す

る。

　１．まず，正当防衛の成否について考察してみる。正当防衛（民法第720条１

項）が成立するためには，①他人の不法行為（少なくとも，客観的に違法であるこ

と）に対する行為であること，②自己又は第三者の権利を防衛する行為である

こと（自己又は第三者の権利に対して侵害の危険が差し迫っているか，現に侵害が行

なわれている場合であること），③防衛のためやむをえず加害行為をしたこと（す

なわち，a.加害行為以外の適切な方法が存在しないこと，及びb.法益の権衡を欠かな

いこと）のいずれも充足することが必要とされている。

　しかるに，前記エホバの証人事件神戸地裁判決は，正当防衛の成立要件を具

備しているかどうかにつき緻密な分析を怠っており，かつ偏った事実認定さえ

している。すなわち，次のような判示をした。「一方の親権者が，他方の親権

者の意思に反して，自己の信仰をそれが唯一無二の正当なものであるかのよう

に児童に教示することは，児童の健全な育成をも妨げるおそれがあることか

ら，不相当なものである。本件においては，原告が，補助参加人の意向を無視

して，原告の信仰するエホバ教団の教義内容を，執拗に，反復して子どもに教

え込もうとしていた（ここには事実認定の誤りがある。…括弧内筆者）状況や，エ

ホバ教団の教義等の内容に照らせば 7)，共同親権者の一方である補助参加人の

子どもに対する適正な監護教育権，ひいては親権の行使が，実質的に危機的状

況にあった（ここにも事実認定の誤りがある。…括弧内筆者）。補助参加人が意図

した婚姻関係や親子関係の破綻を回避しつつ，上記状況を排除，改善すること
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ができる適法かつ実効的な手段をたやすく想定，提示することは，相当に困難

である。しかし，上記危機的状況を直接的に除去，打開すべく本件監禁を伴う

保護説得に訴えることは，原告がエホバ教団の教義を子どもに教え込むことを

抑制するという不作為を確保すれば足りるという目的を超えて，原告の信仰に

干渉して，結果的に，原告に棄教を迫り，ひいてはエホバ教団を信仰するに至

る以前の宗教観ないし信仰や価値観に原告を引き戻すに等しい局面を招来する

ことも否定できないのであって，そのような効果を伴う本件建物における保護

説得をもって，本件監禁等の違法性を阻却するということは，なお躊躇せざる

を得ない。」とした。

　本判決は，以上のように，結論としては正当防衛の成立を否定したが，次の

諸点において問題が残った。

　まず正当防衛成立の第一の要件である，①他人の不法行為（少なくとも，客観

的に違法であること）に対する行為であることという要件であるが，本判決は，

一般的に一方の親権者が他方の親権者の意思に反して子どもに宗教教育をする

ことは「不相当」と表現した（これ自体の問題点については，第四で論ずる）。しか

しながら，本件でも，判決は原告の子どもへの宗教教育は不法行為（客観的に違

法）になるとまで判断することはできなかったわけであり，この段階で正当防

衛の①の要件を欠くことになる。親権者による親権の行使は原則として適法で

あり，「子の福祉に著しく反する環境の下に置いてこれを全面的に支配し，他

方親権者の関与を完全に排除するなど，実質的に夫婦共同親権行使の趣旨を没

却し，親権の濫用と認められる特段の事情がある場合には，例外的に違法にな

る」にすぎないのである（大阪地裁平成９年７月28日判決8)）9)。

　また，正当防衛の成立要件の②である，自己又は第三者の権利を防衛する行

為であること（自己又は第三者の権利に対して侵害の危険が差し迫っているか，現に

侵害が行なわれている場合であること）についてはどうであろうか。本件の原告

は，通常の家庭生活を営みながら，謙抑的に自己の信仰を子どもに教示してい

たに過ぎず，父親の影響を完全に排除したり，子どもに宗教的苦行を強いた

り，外部と完全に遮断された宗教施設に隔離したりするなど子の福祉に著しく

反する環境の下に置いてこれを全面的に支配したというような事実はない。ま
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た，原告が自己の信仰を子どもに教示したために，子どもの健全な育成が阻害

されていたという客観的事実も見当たらない。したがって，地裁判決は証拠の

取捨選択及びその評価を誤った事実認定をしたとして，原告側は控訴審で主張

している。

　さらに正当防衛の要件の③である，加害行為以外の適切な方法が存在しない

こと，及び法益の権衡を欠かないことは本件で認められるであろうか。判決

は，共同親権者の一方である補助参加人の子どもに対する親権の行使が実質的

に危機的状況にあったと認定したが，補助参加人は自宅で行う仕事をしながら

原告及び子どもと同居して生活しており，自分の親権の行使は十分可能であっ

たし，また，親族会議や家庭裁判所での調停という手続きはなされていなかっ

た。そうであれば，監禁というような加害行為以外の適切な方法は存在してい

たと言わねばならない。そして，侵害されている原告の人格権，信教の自由や

身体の自由（これらはいずれも憲法的価値を有する）と比較して，補助参加人の親

権には具体的な危険が生じていないし，子どもの福祉はあまりに抽象的にとど

まるため，後者を守るためと称して前者を侵害する行為は法益の均衡を超えて

いることになる。

　以上より，本件においては，いずれの要件をも満たしておらず，正当防衛が

成立することはあり得ないと言えよう。

　２．では，自力救済による違法性阻却の余地はあるだろうか。親族による脱

会強制行為には正当防衛による違法性阻却が認められないと考える論者の中に

は，反社会的な活動をしている宗教団体に属し，既に侵害されてしまっている

本人の宗教的人格権の回復を図るため，あるいは信者の家族が有する平穏な家

庭生活を享受する権利や信者でない親の子に対する教育権を回復するためにな

される脱会強制行為は，いわゆる自力救済として違法性が阻却されてしかるべ

き場合があると考えるものがいる10)。

　一般に自力救済とは，法的手続を利用していたのでは，権利の実現や回復が

著しく困難ないし不可能になるような場合に，実力で権利の実現や回復をはか

る行為とされている。最高裁はこの概念に言及し，「私力の行使は，原則とし

て法の禁止するところであるが，法律の定める手続によったのでは，権利に対
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する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難である

と認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ，その必

要の限度を超えない範囲内で，例外的に許されるものと解することを妨げな

い」と述べている（最判昭和40年12月７日11)）。このように，自力救済は原則とし

て禁止されている。例外的に許される場合であっても，自力救済は，正当防衛

のような受動的な反撃（防御行為）にとどまるのみならず，既に権利侵害行為が

なされて一定の法秩序が成立した後に，自己の権利の救済ないし回復を求める

新たな攻撃行為である。また，法律上明文の規定がないゆえ，法的安定性の確

保の面からも，正当防衛以上にその要件が厳格に解されるべきであって，安易

に自力救済を認めることは厳に慎まねばなるまい。

　現に，裁判事例においても自力救済の主張がなされることは数多いが，裁判

所が自力救済の主張を容認することはまれである。「自力救済として違法性阻

却が現実に認められた例としては，占有の奪回についてのいくつかの下級審判

決例くらいである，というべきかも知れない12)」とか，「自力救済は新たな攻撃

行為といえる。この意味で自力救済の許容には慎重を期さねばならず，判例が

許容を渋る所以でもあろう13)。」とも評されている。

　講学上，自力救済が認められるための要件として，①権利に対する違法な侵

害の存在，②権利を回復するという正当な目的の存在，③適法な手続を待って

いては権利の回復が不可能ないし著しく困難になるという緊急性の存在，④権

利を回復するために必要最小限であり，かつその手段や方法が社会的に相当な

範囲内にとどまることが挙げられている。

　前記昭和 40 年最高裁判決も述べるとおり，まず，「権利に対する違法な侵

害」が存在しなければ，自力救済は成立し得ない。正当防衛の成立要件①の成

否においても述べたとおり，本件神戸地裁判決は，原告の子どもへの宗教教育

は違法とまで断定することはできなかったわけである。そもそも，子の福祉に

著しく反する環境の下に置いてこれを全面的に支配し，他方親権者の関与を完

全に排除するなど，実質的に夫婦共同親権行使の趣旨を没却し，親権の濫用と

認められる特段の事情がある場合にのみ違法になるにすぎないから，自力救済

における成立要件の①をも充足していないのである。そして，違法な権利侵害
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がないのであるから，権利を回復する目的という②の要件も満たさない。

　自力救済の成立要件の③は，前記最高裁判決が述べるとおり，「現状を維持

することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の

事情が存する場合」であることであるが，簡易・迅速な手続きである仮差押・

仮処分でも間に合わないほどの緊急性が必要とされる 14)。原告が子に対して行

なった宗教教育は，何ら違法ではないが，もし補助参加人が違法だと考えるの

であれば，とりあえず別居を試みたり，家裁に調停を申し立てることも可能で

あった。その他，宗教教育禁止の仮処分や親権の停止を求める法的措置を求め

る時間もあったはずである（無論，原告の行為は違法ではないので，かかる請求を

裁判所が認容するとは思えないが）。

　加えて，自力救済による違法性阻却が認められるには，前記最高裁判決が述

べるとおり，「その必要の限度を超えない範囲内」の行為であることがさらに必

要であり，その程度は，過去の権利侵害に対する権利回復行為であることから

みると，「不正対正」の関係にあるとはいえ，正当防衛における必要性の程度よ

りも厳格に解されなければならない15)。

　本判決も，本件において，正当防衛による違法性阻却を否定している。自力

救済による違法性阻却は，正当防衛よりも手段・方法の相当性がさらに厳格に

審査されるから，本件監禁行為がその手段・方法として相当と解される余地は

ない。

　自力救済が違法性阻却事由足りうるには，以上に加えて，法益均衡も必要で

あるが，その法益均衡の程度は，それが過去の権利侵害に対する権利回復行為

であることに鑑み，正当防衛よりも厳格なものでなければならない16)。

　以上の検討から理解できるように，監禁による脱会強要の行為には，正当防

衛も自力救済も成立し得ないと言えよう。

　さて，家族間の紛争においては違法性が緩やかに判断されるとの論理は一見

もっともらしく聞こえるが，かような考え方自体がもはや失当なのである。確

かに，「法は家庭に入らず」という法諺が妥当する局面は今もなお存在する。し

かし，家族間のトラブルであっても，本件監禁のような生命・身体に対する重

大な法益侵害を伴う場合には，警察や裁判所も介入してきた。例えば，東京高
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裁平成８年１月 17日判決 17)は，オウム真理教の信者であった親権者が 19歳の

実子を逮捕した上，約２週間にわたって監禁した行為につき，「被告人の本件

行為は，正当な親権の行使とはいえず，違法性は阻却されない。…教団施設内

の信者に娘の監視や娘からの外線電話を取り次がないように依頼するととも

に，娘と行動を共にして脱出を困難にしながら，約２週間と比較的長期にわた

り監禁したものである上，もし関係者の機転により救出されなければ，さらに

長期の監禁が継続された可能性があったもので，悪質である。」と判示し，有罪

とした。

　平成13年10月13日より「配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法

律」（いわゆるＤＶ防止法）が施行されたことから分かるとおり，本来違法であり

ながらこれまで不問に付されがちであった配偶者間の比較的軽微な暴力でさ

え，不法行為であるとの当然のことがようやく認識されるようになっている。

夫婦でも人間としての尊厳は尊重されねばならず，本人の意思に反した行為を

強要したり，暴力を振るったりすることは許されない。夫婦間だから人権侵害

行為も許容される範囲が広がるという発想自体，時代に逆行するものである。

　３．次に，本件では，脱会強要に関わった牧師の行為は，牧会活動を理由に

いわゆる正当業務行為として違法性が阻却され得るかどうかも問題となった。

　そもそも牧会活動とは，本判決が一般論で述べたように（「援助を求める者に

対して，個人の人格や魂への配慮を通して社会に奉仕するということ」），信者が宗

教の職にある者に援助を求める意思がある場合に行なわれるものに限られるの

である。本件では，原告信者は被告牧師に援助を求めていないのであるから

（むしろ，牧師に会うことを拒んでいる），信者本人の意思に反して話し合いを強

いる行為は，いわゆる正当業務行為に該当し得る「牧会活動」の範疇に入る余

地がない。本判決は，被告は「牧会活動の一環として承諾，関与した」と表現

し，被告の本件行為を安易に「牧会活動」に該当するかのように扱って論議を

進めている点で，適正な検討を放棄している。

　また，本件の場合，本判決は，「少なくとも手段において正当な牧会活動の

範囲を逸脱するものである」と表現するにとどめたが，実際のところ，被告の

行為は目的（「無理にでもその信仰を止めさせること」）及び手段・方法ともに正当
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とは言えないであろう。

　牧会活動による違法性阻却の可能性については，神戸簡裁昭和 50 年２月 20

日判決 18)が参考となる。その判決によると，牧会活動の定義としては，「一般

にキリスト教における牧師の職は，…個人の人格に関する活動所謂『魂への配

慮』等をとおして社会に奉仕することすなわち牧会を行ない…。牧会とは，牧

師が自己に託された羊の群れ（キリスト教会では個々の人間を羊に喩える）を養い

育てるとの意味である。…牧会活動はその行為の性質上これをなす者と受ける

者の心対心の問題であって，…これをなす者がこれを受ける者の人間的信頼を

得て始めて成功するもの」とされた。そして，また当該判決は，「正当な業務行

為として違法性を阻却するためには，①業務そのものが正当であること，②行

為そのものが正当な範囲に属することを要する。」とした。その上で，当該判決

は，「牧会活動は，もともとあまねくキリスト教師（牧師）の職として公認され

ているところであり，かつその目的は個人の魂への配慮を通じて社会へ奉仕す

ることにあるのであるから，それ自体は公共の福祉に沿うもので，業務そのも

のの正当性に疑いを差しはさむ余地はない。」とし，牧会活動と認定されたな

ら，「具体的諸事情に照らし，目的において相当な範囲にとどまり，手段方法

において相当であるかぎり，正当な業務行為として違法性を阻却する。…目的

に関しては，それが専ら自己を頼って来た個人の魂への配慮としてなされたも

のであるか否かによって決すべきであり，手段方法の相当性は，その行為の性

質上必要と認められる学問上の諸条件を遵守し，かつ相当の範囲を超えなかっ

たか否か，それらのためには法益の均衡，行為の緊急性および補充性等の諸事

情を比較検討することによって具体的総合的に判定すべき。」とした。当該判決

の考え方は，学説においても一般に支持されているといえよう。

　そこで，本件につき，神戸簡裁判決の基準を適用してみると，被告牧師の行

為は原告本人の意思に反した説得（棄教強要）であるから，そもそも「牧会活動」

の定義にあてはまらない。加えて，被告牧師は，対価を得て，棄教目的で複数

の人間に対しその意思に反して強制的に説得を繰り返しており，かような活動

が公認されているなどとは到底言えず，業務そのものの正当性も欠く。行為の

目的についても（本人の意思に反して説得をして信仰を止めさせること），手段方法
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についても，正当業務行為の要件を充足しないのである。

　ところで，神戸簡裁判決は，宗教活動の自由と国家の刑事司法作用の適正な

実現の保護という利益とが衝突する場合において，宗教活動の認められる範囲

を示唆したものである。しかるに，脱会強要行為は国家的利益とは直接関係が

なく，ここでは，牧会活動の一環のような宗教活動が私人の人権（他宗教の信者

の人格権，信教の自由あるいは身体の自由）を侵害した場合に，いかなる根拠で，

またいかなる範囲で正当化されうるかが問われている。このように，脱会強要

事例は個人的法益を侵害しているのであるから，犯人蔵匿事例よりも，加持祈

祷などによって傷害致死を惹起した刑事判例の事案（最高裁大法廷昭和38年５月

15日判決19)の方にむしろ類似していると言えよう20)。

３　損害論

　本判決で認容された損害賠償額は 40 万円ということであるが，これは低額

に失するように思う。まず，原告信者が蒙った被害の実態が正確に理解されて

いない。すなわち，監禁という状況下で他人に洗脳されようとしている被害者

の精神的動揺や恐れへの理解が裁判官に不足していたのではないか（棄教強要に

よる精神的苦痛ないしトラウマ（アイデンティティの喪失など）については，精神医学

的観点からの論文もある 21)）。人格権ないし信教の自由の重要性に対する意識も

乏しく，被告牧師によって本件当事者家族の絆が崩壊したという因果関係も看

過されたきらいがある。また，本判決は，監禁に関係した当事者が夫婦であっ

たということから，このような家族関係を過度に配慮してしまってはいない

か。さらに，被告牧師らの動機を過度に好意的に評価し，被告牧師による脱会

強要行為の反複性や営利性を看過したことにも問題があろう。

第四　子どもに対する親の宗教教育権の根拠と限界

　前記エホバの証人神戸地裁判決は，その判決理由の中で，信者の配偶者が信

者の監禁や棄教強要を行った動機に関係した部分において，一方の親権者が，

他方の親権者の意思に反して，自己の信仰をそれが唯一無二の正当なものであ

るかのように児童に教示することは，児童の健全な育成をも妨げるおそれがあ

109宗教団体からの脱会強制



ることから，不相当なもの（違法とまでは言っていないが）と述べた。この判断

は，配偶者と信仰を異にする親が，子どもに対して宗教教育を行うことが親権

の行使の範囲内として許容されるのはいかなる範囲においてであるのか，とい

う別の問題を我々に提起した。それで，以下，この問題点についても論じるこ

とにする。

１　子どもに対する親の宗教教育権の根拠

　１．両親が子どもに自己の好む宗教を教育し，自己の好む宗教学校に進学さ

せる自由も，信仰の自由の保障から派生する。これを宗教的行為の自由の一形

態と考える説もあるが，いずれにしても，親が自分の子どもに宗教教育を行う

自由は憲法第 20 条によって保障されることに争いはない 22)。もちろん，この

ような自由も，それに優越する重要な公共の利益のためには，必要最小限度の

制約に服することは否定されない。しかし，かような制約が許容されるために

は，自然犯に触れるような場合を除いて，規制の目的及び手段について，厳格

な基準による審査が必要である。すなわち，規制目的が必要不可欠な公共的利

益（compelling public interest）であり，規制手段が必要最小限度のもの（least 

restrictive means）でなければ，制約は許されないと解される23)。

　したがって，少なくとも両親の信仰が一致している場合には，自己の信仰を

それが唯一無二の正当なものであるかのように子どもに教示する行為が一般に

不相当とは言えない。

　２．そもそも，自己の信仰を最もよいもの，あるいは唯一無二の正当なもの

として考えることは宗教の本質とされている24)

　実際にも，両親の宗教が一致する場合にこれを正しい真理と考えて子どもに

教示する行為は許容されている。例えば，日本では寺や神社の家に生まれた子

どもたちがその家庭で受ける宗教教育は問題視されていない。イスラム圏では

両親の信仰を子どもに教え込む行為が当然視されているし，欧米においても，

修道院のような宗教施設に子どもを預ける行為さえ通常は不当なものとはされ

ていない。このような場合に，「自分の信仰はこうだけれども，他にも様々な

宗教があるから，自分でよく考えるように」などと親が子どもに教えるという
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ことは到底考えられず，親の信仰は正しいものとして子どもに教示されている

のが普通である。

　３．これに対し，未成年者自身の「信仰の自由」は保障されるべきであり，

そのためには，将来，成熟した判断能力を備えた段階でその権利行使ができる

ように，子どもが未成熟な段階では宗教教育を棚上げにしておくのが妥当とす

る考え方が一部にある（いわゆる「保管状態」説25)）。

　この点，日本も批准している「子どもの権利条約」が親の宗教指示権を重視

していることを参考にできよう。すなわち，同条約においては，総則的規定と

して第５条に親の指示権が規定されているが，これとは別に個別規定の中で

は，思想・良心・宗教の自由を定める第14条にだけ，親の指示権が明記されて

いる。これは，思想，良心，宗教に関する教育が親の教育権の核心を占めるた

めに，重ねて明示されたと解されている 26)。子どもの価値観は，やがて子ども

自身が形成するのであるが，その初期の段階においては，子どもの最も近しい

存在である親の価値観を信頼しようというわけである。

　とはいえ，「子どもの権利条約」が，親の宗教指示権について，「子どもの能

力の発達と一致する方法で」との制約を課す文言を含めていることも事実であ

る。このような制限は，親の権利より子の福祉を中心にとらえた見方の反映と

言えるが，上記文言は子どもが選択する宗教と親が選択している宗教が異なる

場合に，両者の調整原理として機能するとされており 27)，未成年者も成熟の度

合いにしたがって自己決定できる範囲が広がっていくことを念頭に置いて，こ

れに対する親の宗教指示権は一定程度制約されうるとの趣旨をいうものと解さ

れる 28)。したがって，上記の文言は，幼い子どもに対して特定の教義を教え込

んではならないという趣旨までいうものではないのである。

　さらに，いわゆる「保管状態」説に対しては，①憲法上認められた親の宗教

教育権を制限してしまう結果になること，②子どもが自分の親から宗教を学び

たくても学べないということになり，「子どもの教育を受ける権利」を制限する

結果にもなること，③「宗教」とはそもそも，「道徳」あるいは「価値基準」と

区別が容易でなく，どの範囲までをいうのか境界が不明確であって，「保管状

態説」によると，道徳さえも子どもに教えてはならないということになりかね
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ないこと29)，④「保管状態」下においては，子どもに代わって判断を行えるのが

誰になるのか不明であること，⑤「保管状態」がいつ解除されるのか不明確で

あること，などの批判が可能である。

　４．また，親が未成年者の宗教的立場を「決定」してしまうことと，親が子

どもに自己の信仰を伝え教えることとを混同してはならない。「決定」というの

は，たとえば，カトリックの幼児洗礼やユダヤ教における割礼（出生直後に男子

性器の包皮を切り取ること）などのように，一定の儀式をもって幼児の宗教的立

場を親が定めてしまうことを指すものと思われる。

　しかし，親が子どもに自己の信仰を教えること自体はそれとは異なり，子ど

もがそれによって任意性・自発性を奪われるわけではないし，十分判断能力が

備わった際には，自分で宗教を定めることが可能なのである。もっとも，幼児

洗礼や割礼でさえも，親の宗教指示権の行使として社会的には許容されてい

る。

２　親の一方が子どもに宗教教育をする権利とその限界

　１．より問題となるのは，エホバの証人神戸地裁判決でも指摘されたよう

に，一方の親権者が他方の親権者の意思に反してその信じる宗教を子どもに教

えることが不相当といえるか否か（法的に意味のあるのは，違法かどうかという点

だが）である。

　２．神戸地裁判決は，「親権は，本来父母が共同で行使するべきものであり，

他方で，未成熟で十分な判断能力を有しない児童に対する監護教育は，・・・児

童の生育度に適合した社会的に相当な方法及び内容でなされるべき」とする。

確かに，婚姻中の父母はともに親権者であって，父母の共通の意思によって親

権行使の内容が決定されなければならないというのが原則である（民法第818条

３項）。

　ただし，未成年者の婚姻に対する親の同意は，父母の一方の同意で足りると

されていることからも理解できるように（民法第737条２項），法は常に父母両者

の合意に基づく親権行使を求めているわけではない。したがって，親権共同行

使の原則から，どんな場合にも児童の監護教育は両親の合意に基づいてなされ
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なければならないということにはならない。物事の性質に応じ，親権の共同行

使が不可欠かどうか，さらには一方の親の親権行使が他方の親権の行使を実質

的に侵害するものといえるかどうかを個々の事例ごとに吟味する必要がある。

　３．まず，夫婦の信仰が一致しない場合に子どもに特定の教義を教えること

は，子どもに親の価値観の相違による両立しがたい対立を持ち込み，子どもに

深い精神的障害を与えるとして，夫婦の一方が子どもに自己の信仰を教えるこ

とは避けなければならないとの考えがあるが，一般の調査結果はかかる主張を

裏付けているだろうか。

　ジェームズ ･ フリデレスは，「両親の宗教が違う子どもたちと，両親の宗教

が同じ子どもたちの間には，ほとんど相違が見られなかった。この点に関連し

たデータは，両親の宗教が違う子どもたちは心理的な面で，より不安定である

ことを示唆する以前の研究を裏付けていない。」と述べた30)。

　また，スティーブン・ルーベンは，「親が，…秘密主義で，宗教の話題を避け

るような生き方をしていると，子どもたちは混乱する。親が率直で，正直で，

自分自身の信条，価値，祝祭日の祝い方について明白であるならば，子どもは

安心感と宗教の領域で自分には価値があるという意識を持つことができるが，

それは全般的な自尊心の発達と，世界の中で自分の占める場所を認識するため

に非常に肝要である。」と述べている31)。

　宗教について話題にすることを制限することを強制することは難しい。宗教

とは何か？死，正直さ，戦争，性的交渉，特定の医療についての質問は，ある

人にとっては，宗教的確信に基づく反応を引き起こすかもしれない。他の人は

そのような話題を純粋に世俗の事柄として見るかもしれない。しかし，両方の

親との十分に開かれた意思の疎通があるならば，子どもが大人になるにした

がって，選んだり退けたりする宗教信条を評価することが可能になる。

　当該論点が法廷で実際に取り挙げられることの多い米国では，どんな判断が

示されているのか参考に見てみよう。

　例えば，離婚したカトリックの父親とモルモン教の母親の間で争われた事件

で，ワシントン州最高裁判所は，「二つの宗教信条に触れさせてきたことに

よって，子どもに良くない影響があった，あるいはこれから後にある，と認定
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することを支持するような証拠はない。…証拠が欠けているので，我々は，宗

教信条の二重性それ自体が若者の心に衝突を生じさせることに納得していな

い」と述べた32)。

　また，マサチューセッツ州最高裁判所は，「法は，両親が信仰において分か

たれていても，両方の親の宗教の影響力に子どもを触れさせる点において寛容

であり，勧めてさえいる。なぜなら，法は，両親と子どもが『頻繁で継続的な

接触』を持つことと，そのようにして，両親の別々の宗教的好みに接触させる

ことの価値を認めているからと思われる。子どもがごく幼い時でさえ，その後

の人生において選ぶようになるかもしれない宗教的手本を見させることには価

値があるようだ。そして，時折，宗教的経験の多様性そのものが，子どもに

とって健全な刺激になることが示唆されている」とも述べている33)。

　以上のとおり，子どもの健全な育成の観点から見ても，夫婦の信仰が一致し

ない場合に子どもに特定の教義を教えることは子どもに深い精神的障害を与え

るという主張は，一般的には根拠のないものと言えよう34)。

　４．もっとも，子どもに実質的な害悪をもたらすことが明白な宗教教義が一

方の親によって教えられることを他方の親が何ら制限できないと解することも

疑問である。それでは，一方の親の宗教教育権の行使の範囲・限界について，

いかなる基準が妥当であろうか。

　子の福祉を中心として考えるとしても，何がその子にとっての最善の福祉に

なるかは，多分に将来の見込みや推測が関係する 35)。また，それぞれ個性を

持っている子どもやその家族によってもまちまちであろう。この問題を安易に

定型的に判断しようとするならば，国家その他の第三者が考えるところの「理

想」の環境を押し付ける結果になる危険性がある。

　また，第四の１で論じたように，信仰の自由から派生する親の宗教教育権へ

の配慮も重要である。家庭の平安や子どもの福祉への抽象的な恐れだけで判断

するとすれば，不当に親の宗教教育権を制限してしまう結果になる36)。

さらに，安易に片方の親の宗教と子どもとの接触を制約してしまうなら，子ど

もの権利，換言すれば，両方の親からの，円滑かつ継続的な接触（frequent 

and continuing contact with both parents）が子どもには必要であるという要
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請37)をも満たせなくなるであろう。

　以上の要素を考慮すると，たとえ他方の親の意思に反してなされるとして

も，一方の親が自らの子に対して行う宗教教育は，子どもの福祉に著しく反

し，現在，あるいは，切迫した将来において子どもに著しい害が及ぶことが実

際に証明されているという例外的な場合にのみ，その宗教教育を「親権の濫用」

と評価して制約しうると解すべきである。すなわち，子どもへの教育が宗教的

なのかどうかが問題なのではなく，その教育があくまでも当該子どもの福祉に

とって著しく有害であり，すぐにそれを制約する必要性があると言えるのかど

うかということが重要なのである38)。

第五　宗教団体からの脱会強制に関する欧米の論調

　アメリカでディプログラミング39)として知られているプロセスは，いわゆる

カルトのメンバーがその信仰を撤回するよう，本人の自発的意思により，ある

いは強制的に説得することと定義されるが，本稿で取り上げているのは，後者

の強制的なディプログラミング（宗教団体が必ずしも人々を洗脳して信者にしてい

るわけではない以上，involuntary confinementなどと呼ぶ方が適切であろう）であ

る。

　これまでのアメリカの判決例によって，これは刑事犯罪と認定されるに至っ

ている。誘拐や監禁をする際に，害悪が急迫しているという（将来における害悪

では不十分）具体的な脅威が存在すること，他の合法的手段がおよそ不可能で

あることを立証できない以上，それは刑事的に犯罪が成立することとなる。ま

た，裁判所は，脱会強制の対象となる信者が信奉している宗教教義の当不当な

いし合理性を評価することは注意深く避けている 40)。これらは，法的な観点か

らは当然なことと言えよう。

　実際，反カルト側が敗訴する事例が続出し，反カルト運動団体の事務所が閉

鎖させられたり，誘拐や不法監禁，暴行などの罪に問われた脱会請負人も多

い41）。このように，脱会強制は，誘拐や不法監禁，暴力などを伴う人権侵害行

為であるとの批判が高まり，支持者が減ってきているのがアメリカの最近の傾

向である。
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　ヨーロッパにおいても，脱会強制を違法視する考えが多い。すなわち，家族

の同意の下であっても，肉体的拘束や本人の意思に反した脱会強制はしてはな

らないことであり，たとえ強制的に脱会させても，脱会後の後遺症の方が恐ろ

しいとも言われる42)。

　そして，反カルト運動が依拠する「マインドコントロール（もしくは洗脳）理

論」に対しても，学会の中からその科学的根拠を否定する見解が示され，アメ

リカの裁判でも，「マインドコントロールによる信者の勧誘」の事実が認定され

なくなってきた43）。

第六　おわりに

　以上，「宗教団体からの脱会強制」に関して，日本での裁判例を中心に検討し

た。脱会強制の行為は法的に許されないことはもちろん，社会的に見ても問題

の多いところである。３つの点に絞ってまとめると，次のとおりである。

１　強制脱会活動のいわば錦の御旗として使われている「相手の宗教団体はカ

ルトだ」という宣伝の危険性

　価値中立的とはいえない「カルト」という用語の使用は，人々の正当な思考

や判断を停止させる，ラベリング（labeling）の危険性がある。自分の嫌いな宗

教あるいは自分が反社会的と思う宗教を危険な団体「カルト」だ，とレッテル

を貼ってしまうのは独善的ではないだろうか。それは中世に生じた魔女狩りの

ようなものであり，寛容とはほど遠い排他的な社会をもたらす恐れがあろう。

信者や宗教団体の信教の自由を侵害する危険なアプローチであると言わなけれ

ばならない44)。

２　信者に対しての違法なパターナリズム

　強制脱会の被害者になる信者は，本当の事が理解できず騙されている人間で

あるから，本人のために脱会させてやるのだという理屈付けが，脱会強制の行

為者によってとられている。強制説得活動をする者の中には，誠実な動機を有

している者もいるかもしれない。
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　しかし，かかるパターナリスティックな考え方は，信者の人格や能力を過小

評価し，自分たちの方が理解力があり正しいのだといった，僭越なエゴイズム

を基礎とする。

　本人の意思に反して隔離や監禁が可能なのは，刑事訴訟法に規定された捜査

機関による逮捕・勾留の場合や，感染症蔓延防止のための入院（感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律第 19 条～），精神障害者による自傷他害

防止のための措置入院（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条～）のよ

うに，法的に制度化されているものに限定される。本稿で取り挙げた監禁・強

制棄教を許容するということは，思想操作を目的とした誘拐・監禁を許すこと

を意味する。これは，いわば私的保安処分行為とも言い得る人権侵害行為であ

り，法治社会を否定した行為と言えないだろうか。

　なお，脱会強制を行なおうとする親族について付言すると，そのような人々

には一般に，家父長的封建的精神や独占欲の行き過ぎが見られ，これは，ドメ

スティック・ヴァイオレンス（DV）にも見られる，懸念される精神的傾向であ

る。宗教に対する態度は別としても，たとえ親子や夫婦といった親族間であっ

ても，監禁や強要などの暴力（精神的なものを含む）は絶対に許されないのだ

という意識・感覚が求められているように思う45)。

３　信者のトラウマと脱会信者の「憎悪の固定」という悪影響

　脱会強制の被害者には，事件継続中における身体的・感情的ストレスの他，

心的外傷後ストレス障害PTSD（post-traumatic stress disorder）の発症という

損害が生じている。強制棄教に関わった家族への信頼が失われ，かえって家族

の絆が切れてしまう（別居，離婚，子どもとの別れ）ということが多々見られる。

強制的な思想注入は，仮にその目的どおりに信者がその信仰をやめたとして

も，自己のアイデンティティを喪失させる危険が高い（自分自身の考えはもとも

とあったのかどうか，あるとしたらそれはどこにあったのかわからなくなる。自分の

人生を自分でコントロールしているという感覚を失う。）。その上，脱会信者のエネ

ルギーがその後，もっぱら教団に対する憎しみに転化し，その憎悪が固定さ

れ，彼ら自身が継続的に精神的安らぎを欠くに至る46)。
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　宗教の勧誘であれ，逆に，信仰をやめることを働きかける行為であれ，適法

な手段・方法によってなされなければならない。もしそれらが明らかに，他の

人権を侵害する違法なレベルになった場合には，法的に抑制されるべき対象と

なる。このアプローチは，実は宗教に関係するか否かを問わず取られるもので

ある。これは当然のことのように見えるが，宗教をめぐるトラブルが多発し，

ヒステリックに反応してしまうおそれが大きい昨今，かかる公正な見方を維持

することは簡単ではないかもしれない。歴史的に形成されてきた信教の自由の

保障に対する深い洞察が，また，客観的かつ正確な情報に基づく，偏見や独善

を避けた健全な判断が我々に求められていると言えよう。

　［追記］　本文で検討した、エホバの証人への脱会強制事件神戸地裁判決に対

する控訴審判決が、平成14年8月7日に大阪高裁で下された。認容された損害

賠償額は原審同様、40万円であったが、牧師と夫の行為は信者の身体・精神の

自由を侵害する不法行為と断定された。また、同高裁判決は、正当防衛や正当

業務行為、自力救済という違法性阻却に関する牧師側の各主張を退けた。一方

の親権者の子どもに対する宗教教育の是非については、一定の制約を受ける場

合のあることを一般論で言及するにとどめ、原審の判示した、「一方の親権者

が、他方の親権者の意思に反して、自己の信仰をそれが唯一無二の正当なもの

であるかのように児童に教示することは、不相当である」という表現や、「エホ

バ教団の教義内容を、執拗に子どもに教え込もうとしていた状況や、教義等の

内容に照らせば、補助参加人の親権の行使が実質的に危機的状況にあった」と

いう表現は取り消した。この大阪高裁判決は、宗教団体の信者に対してその意

思に反して棄教を迫ることは違法であるという判例の流れの中で、このことを

再度確認したものと言えよう。

注

１）  判時1578号39頁，判タ921号93頁

２）  判時1569号150頁

３）  判タ1029号250頁

４）  控訴審（広島高裁松江支部）判決は平成14年２月22日に言い渡された。この判
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決も，脱会強制のための逮捕・監禁行為は不法行為を構成すると判断した。そして，

被害者の権利・法益が侵害される可能性があったわけではなかったので自力救済

が許される場合の前提を欠き，また，牧師の行為も，違法な逮捕・監禁行為がなさ

れることを予測してなされたものであるから，正当な宗教活動を逸脱していると

述べた。その上で，本判決は，被害者の損害については，本件不法行為が親の子に

対する愛情に基づいてなされたこと，及び監禁中は特段の有形力が行使されてい

ないことなどを根拠に，一審判決よりも減額し，慰謝料を10万円，弁護士費用を５

万円と算定した。強要行為の差し止め請求については，すでに被害者は夫や娘と共

に韓国で家庭生活を送っていることもあり，今後同様の強要行為がなされる現実

的危険性はないとして，退けた。損害賠償額の判断については，異論のあるところ

であろう。

５）  オウム真理教や統一協会などと異なり，エホバの証人の場合は，宗教団体とし

て彼らが違法行為をしていると認定された事件があるわけではない。しかし，近年

エホバの証人信者側の勝訴事例とはいえ，輸血拒否や武道授業拒否などが広く報

道され，あるいは，離婚関係判決例が法律家により時折紹介されたりしたため，こ

のようなことが，エホバの証人に反対の立場を取る牧師や脱会者などにより，マイ

ナス・イメージを植え付けるのに利用されてきたようである。また，別の宗教団体

に対する脱会強制のノウハウが，エホバの証人に対してもそのまま導入されてい

るようである。

６）  仮に夫婦間であっても，配偶者の信仰を止めさせようとすることが許されない

ことは当然のことであるが，参考として，次のような判例がある。「確かに，無宗

教に近い者同士で結婚しながら，相手が何かのきっかけで一つの宗教を信仰する

ようになった場合，あるいは同じ信仰の下に結婚した相手方が，違う信仰に走った

場合，信仰には理由，理屈はないだけに，他方はそのことを理解できず，とまどう

であろうし，相手方を，理解できない疎遠な存在になったものと感じるであろう。

けれども，婚姻は同等の権利を有する者同士の協力によって維持されるべき共同

体であって，夫婦は互いに共同体の維持を危うくしない範囲で信教の自由を有す

る。結婚したからといって互いに信仰を一致させておく要がある訳ではないし，新

たな信仰に入ることが禁じられる訳ではない。こうした場合に信仰の棄教を迫る

ことは，夫婦の間において，一方の他方に対する服従を迫ることになる。互いの信

仰の自由は，夫婦としての共同生活に深刻な影響を及ぼさない限り，保障されるべ

く，とまどいや不信感は，寛容さをもって克服されるべきである。共同生活に影響

のない信仰を理由とする離婚を認めることは，信教の自由を否定することにな

る。」（神戸地裁平成11年９月８日判決 事件番号平成10年（ﾀ）第88号：エホバの

証人でない夫の離婚請求が棄却された事例）

７）  これとは反対に，親権をめぐる訴訟において，エホバの証人の教義の内容が有
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害とは言えないとされた判決例として，「被告が信仰するエホバの証人の教義自体

が，原告との婚姻生活を妨げ，あるいはこれを取り巻く親族関係や地域共同社会の

維持の妨げとなるとは認められない。」（富山地裁魚津支部平成９年９月10日判決 

事件番号平成８年（ﾀ）第６号：エホバの証人でない夫の離婚請求が棄却された事

例）や，「エホバの証人は，①輸血は行なわない。②葬儀・法事の際の崇拝行為は

しない。国歌や校歌を歌わない。③正月，節分，ひな祭り，節句の行事や儀式に参

加しない。④武道はしない。⑤投票は認めない。⑥エホバの神は絶対である。等を

教義として信者に教えており，右の点だけを見れば，多くの日本人の考え方と異

なっているが，輸血については，それを必要とする事態が発生することは極めて稀

であり，その時は別途生命を守るための最大限の努力がなされることが期待され

るところである。その他の教義についても，それが社会生活において有害であると

いえないことは明らかであり，また，エホバの証人を信じるか否かは子供ら自身が

決めることであるから，被控訴人がエホバの証人の信者であることを理由に，直ち

に親権者に適しないということはできない。」（名古屋高裁平成10年３月11日判決 

判時1725号146頁：エホバの証人でない夫の離婚請求が認容され，すべての子ども

の親権者はエホバの証人である母親と定められた事例）などがある。

８）  判タ964号192頁。これは，オウム真理教信者の妻が，夫に無断で二人の子を連

れて出家し，子の福祉に著しく反する養育環境のもとにおいて拘束し，かつ，夫の

引渡し請求を拒否し，子を隠すなどしたのに対し，夫が妻に対して損害賠償を請求

したという事案である。大阪地裁は，次のように判示している。「被告一子による

二人の子に対する右全面的支配は，被告一子の有する親権に基づくものであると

解されるところ，一方親権者による子の全面的支配は，一応自己の有する権限に基

づくものといえるので，原則として適法と評価されるものであるが，子の福祉に著

しく反する環境の下に置いてこれを全面的に支配し，他方親権者の関与を完全に

排除するなど，実質的に夫婦共同親権行使の趣旨を没却し，親権の濫用と認められ

る特段の事情がある場合には，例外的に違法になると解するのが相当である。」そ

して，同地裁は，かかる「特段の事情」が存在するか否かを詳細に検討し，例えば，

被告一子が二人の子と生活していたオウム真理教施設内の暮らしにつき，①子ど

もが十分な家庭教育，社会教育，学校教育を受けられる環境には程遠く，オウム真

理教の教義に立脚した一種の修行という形式で教育がなされていたこと，②一日

二食が原則で，概ねオウム食と呼ばれるメニューの繰り返しで十分な栄養が取れ

た食事とはいい難かったこと，③睡眠時間も一日４，５時間内に抑えられることも

少なくなかったこと，④部屋の中をハエやゴキブリが動き回るような事態も珍し

くなかったこと，⑤子どもが風邪を引いて高熱を出した場合であっても，ほとんど

医学的手当てをされないまま放置される場合がしばしばあったこと，⑥教団施設

内の生活は，基本的に外部との接触を完全に絶ったものであったことなどを挙げ，
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食住環境が劣悪で教育や医療等の面でも二人の子どもの健全な成長の妨げになる

要素が極めて多かったと認定した。加えて，被告一子が終始原告乙山を排除して，

完全に二人の子を自己の事実的支配下に置き，原告乙山の引渡請求等に対し全く

応じようとしなかったことも認定した。大阪地裁はかかる事情から，「特段の事情」

の存在を認めたが，本件においては，かかる「特段の事情」がないことは言うまで

もない。

９）  その他，親権の濫用が違法と評価される例外的な場合の事例として，東京地裁

平成８年１月17日判決がある（オウム真理教｢元日劇ダンサー｣事件 有罪(確定)）。

本件は，元日劇ダンサーでオウム真理教の信者であった被告人が，共犯者と共謀し

て，未成年者である長女を路上で拘束し，上九一色村の教団施設(サティアン)まで

自動車で連行した上，同施設内において約２週間にわたり監視下に置いて監禁し

たという事案であり，裁判所は次のように判示した。「…教団施設は，一般社会か

ら隔絶された劣悪な環境であり，未成年者の健全な育成にとって決して好ましい

施設でないこと，被告人は，本件犯行当時，本人の意思に反してでも教団施設で修

行させることが本人のためになるという教団特有の教義や11月に地震が起こると

いう予言を信じていた結果，親権者として有すべき健全な判断能力を欠如してお

り，D子の本件被害当時の生活状況や教団施設の環境について十分な理解，理性的

な判断を欠いた状態で本件犯行に及んでいること，本件犯行の手段は，判示のとお

り複数の教団信者が暴行を加えて強引に教団施設に連行した上，教団施設内では，

外部との連絡を遮断し，絶えずその行動を監視したという悪質なものであること

などの事実が認められる。以上の事情からすると，被告人の本件行為は，正当な親

権の行使とは言えず，違法性は阻却されない。」（判時1563号152頁）

　　最高裁も，人身保護請求の事案ではあるが，一方配偶者が夫婦共同親権に服する

未成熟子を他方配偶者の意思に反して拘束している場合に，その拘束が違法とな

るのはいかなる場合かという違法性の判断基準につき，「拘束者が幼児を監護する

ことが，請求者による監護に比して子の幸福に反することが明白であることを要

する」「幼児にとって，請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるの

に，拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり，満足な義務教育

を受けることができないなど，拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点

からみてもこれを容認することができないような例外的な場合がこれにあたる」

としている（最判平成６年４月26日　判タ882号152頁）。

10）  棚村政行「宗教の自由と家族」，宗教法第20号263頁，2001年

11）  判タ187号105頁

12）  幾代通「不法行為法」106頁，有斐閣，平成５年

13）  明石三郎「自力救済の研究（増補版）」３頁，有斐閣，昭和53年

14）  米倉明「自力救済」，法学教室1982．２－Ｎｏ．17，16頁
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15）  内藤謙「自救行為（二）」，法学教室1983．４－No．31，68頁

16）  内藤謙「自救行為」（二），法学教室1983．４－No．31，68頁

17）  判時1563号152頁

18）  判時768号３頁

19）  判時335号11頁

20）  小泉洋一「信教の自由と加持祈祷治療」有斐閣別冊ジュリスト憲法判例百選Ⅰ

86頁参照

21）  「（約20日間の監禁を受けた30歳代の本症例女性患者は，）監禁の体験を突然思

い出し恐怖にとらわれる，他の人の特徴ある話し方で牧師を連想し恐怖感を覚え

るといったフラッシュバックと，再監禁を恐れ職場にも行けないという回避によ

るひきこもりは特に強く，少なくとも７カ月持続した。…本症例は，強制的脱会を

目的とした監禁という状況因に加え，宗教的信条に関する自己決定権を近親者か

ら一時的にでも剥奪されたことによるトラウマがPTSDを引き起こしたと考えら

れる。監禁という状況がPTSDを引き起こし得ることはよく知られている。」（池本

桂子ら「宗教からの強制脱会プログラム（ディプログラミング）によりPTSDを呈

した１症例」臨床精神医学第29巻第10号1296，1297頁，2000年）

22）  芦部信喜「憲法学Ⅲ人権各論（１）」[増補版]124頁，有斐閣。また参考として，

国際人権規約（自由権規約）第18条４項にも，「この規約の締約国は，父母及び場

合により法定保護者が，自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保

する自由を有することを尊重することを約束する。」との規定がある。

23）  前掲芦部「憲法学Ⅲ人権各論（１）」[増補版]133頁参照

24）  たとえば，前出芦部「憲法学Ⅲ人権各論（１）」[増補版]」124頁は，「信仰は多

かれ少なかれ，すべて絶対主義の境地である」と述べている。

25）  日弁連の1999年３月26日意見書「反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害

等の救済の指針」31頁も，未成年者の「保護状態にある権利」と呼んで，この考え

方を支持しているように見える。

26）「児童の権利条約－その内容・課題と対応－」249，250頁，石川稔・森田明編，

一粒社，1995年

27）  前掲「児童の権利条約－その内容・課題と対応－」250頁参照。

28）  ちなみに，日本弁護士連合会「子どもの権利マニュアル」222頁（こうち書房，

1995年）は，「子どもの成熟の度合いにしたがって，子どもが自己決定権を行使し

うる範囲が変化し，自己決定権の範囲が広がる分，親権が制限される」とする。

29）  子どもに自分の宗教実践に触れさせるという親の権利を否定するなら，子ども

に深刻な悪影響を及ぼすかもしれない。正直さ，戦争，婚前交渉，あるいは避妊の

使用など道徳的な問題に関する親の洞察や教育は，宗教的な意味合いを含むとい

う理由で，子どもに与えられなくなってしまう恐れがあるからである。実際のとこ
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ろ，「宗教教育を禁止すれば，価値観の教育も禁止することになる」（Linda Eyre 

& Richard Eyre, Teaching Your Children Values 12（1993））とさえ言える。

30）  "Frideres, Offspring of Jewish Intermarriage: A Note, 35 Jewish Society Study" 

149, 156 (1973)

31）  S. Reuben, Raising Jewish Children In a Contemporary World 115 (1992)

32）  Munoz v. Munoz，79 Wash. ２d 810，813，489 P.２d 1133，1135(1971)

33）  Felton v. Felton, 383 Mass. 232, 234-35, 418 N.E. 2d 606, 607-608(1981)

34）  ちなみに，エホバの証人の親による子どもへの宗教教育についてのわが国の判

例としては，次のものがある。

　「［子どもに対する一定の教示・指導が］一定の親の宗教的信条に基づいて行われる

としても，そのこと自体により，直ちに，監護の仕方・内容が，不適当なものにな

るということはできない。…控訴人[エホバの証人]の子どもらに対する接し方は，

エホバの証人の信仰による影響が強くなった後についてみても，右のような意味

で，著しく子の利益に反する態様のものであるとはたやすく認め難いところであ

る。また，仮に，控訴人の宗教的信条に基づく子どもらへの働きかけが，同人らの

人格形成に一定の影響を与えているとしても，他面，一般に，子の意識や考え方は，

可塑性に富むものであり，その肉体的・精神的成長や社会的体験を経る中で，次第

にいわゆる親離れが進み，やがて親に対する批判的態度も培われていくのが通常

である。したがって，子どもらが一般社会と隔絶された環境で過ごすというのであ

ればともかく（控訴人が子どもらをかかる状況に置こうとしている様子は全くう

かがわれない。），そうでない限り，右のような宗教的信条に基づく子どもらへの働

きかけの影響を，しかく過大に重視することは，正当であるとはいい難い。結局，

［子どもの宗教教育の問題］の点につき，控訴人を子どもらの親権者と定めるのを

不適当とするほどの特段の事情は認められないものというべきである。」（名古屋

高判平成２年３月27日　事件番号昭63年（ﾈ）第397号　結果：エホバの証人でな

い夫の離婚請求が認容され，３人すべての子どもの親権者はエホバの証人である

母親と定められた。なお，この判決は最高裁で確定している（最判平成２年10月11

日））。

　　「親には，子どもに対する教育の自由があり，右教育の中には宗教教育も含むこ

とは明らかであるから，請求者（エホバの証人である方の親）が母親として子ども

たちに対して自己の信ずるところに従い宗教教育を行ったこと自体をもって，教

育上適当ではなかったということはできないし，…各種行事への不参加などの事

実があったことをもって直ちに請求者が子どもたちに対して行ってきた宗教教育

が偏ったものであり，子どもたちの円満な精神的発育を阻害するものであるとま

で断ずることはできないというほかはない。」（名古屋地判平成元年７月19日　事

件番号平元年（人）第1号，同第３号　結果：エホバの証人ではない夫が３人の子
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どもを拘束したのに対する，エホバの証人である母親の人身保護請求認容）

35）「実質的には宗教上の偏見であるものを，科学的に支持され，尊重されていると

見せかけるために，子供が二つの宗教にさらされるなら子供の感情的福祉に悪影

響があるであろうということを証明するための証言が，しばしば心理学者や精神

病医の専門家によって提出される。このような流れを観察して，一人の注解者は，

『心理学上の推定』は子供の宗教訓練が関係している親権訴訟において，親の権利

と利益に対して，『最も大きな脅威を課すものの一つである ｡』と結論した

（Mangrum, Religious Constraints During Visitation: Under What Circumstances Are 

They Constitutional?, 24 Creighton L.Rev. 445,460 (1991)）。…事実認定者も精神衛

生の専門家も，例えば，教育，面接交渉，医療，宗教教育に関して課するかもしれ

ない特定の条件を正当化したり，長期間に渡って実行可能にしたりするような将

来の出来事や必要を見通す能力がないというのが現実である。…誰も（精神分析は

何の例外も設けていない），子供あるいはその子供の後見人が，どんな経験，どん

な出来事，どんな変化に遭遇するか予測することはできない。誰も，長い目で見て，

子供やその家族の進展してゆく成長が子供の人格特性や特徴の形成にどのように

反映されるのかについて，詳細を予想することはできない。」(以上，Carolyn R. 

Wah, Religious as a Factor in Child Custody and Visitation Cases -Principles and 

Pitfalls, American Journal of Family Law, Vol. 6, 159-166 (1992))

36）「Harris 対 Harris事件においては，Harris夫人は，ヘビを扱うことがその宗教

の崇拝の一部であると信じている教会の会員であったが，その宗教に所属してい

るゆえに息子の親権を失った。その後再審理の際，ミシシッピー州最高裁判所は，

記録を注意深く再吟味するなら，（１）Harris 夫人はヘビを扱わないこと，（２）

Harris夫人はヘビを扱う資格がないこと，またそのような機会を開くために教会

内での地位を変わることを検討もしていないこと及び（３）Harris夫人と息子は

崇拝の手順のなかで，ヘビの近くにいたことは一度もないことが示唆されている

との判断を示した。それゆえ，ミシシッピー州最高裁判所は，Harris夫人はその

宗教に所属しているゆえに不利に扱われてしまったのであり，事実上，彼女の伝統

的でない宗教的実践は子どもにいかなる有害な影響も与えたものではないと結論

した（Harris v. Harris, 343 So. 2d 762 (Miss. 1977)）。Harris夫人の状況では，

その害とはまったくの推論によるものであり，あまりに将来のことであった。国家

による介入を正当化する，現在する，あるいは切迫した実質のある（害）というテ

ストに合致しなかった。Harris夫人がヘビを扱わず，ヘビに触れもしなかったと

いう事実は，彼女の宗教的信条及び宗教的実践は，その子どもに対して有益な影響

も有害な影響も与えていないということを示している。」（Carolyn R. Wah, 

EVALUATING  "NONTRADITIONAL"  RELIGIOUS  PRACTICE  IN  CHILD 

CUSTODY CASES, FAMILY AND CONCILIATION COURTS REVIEW, Vol. 
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35 No.3, July 1997, 306）

37）  ちなみに，日本が1994年３月批准し，同年５月発効させた，1989年国連採択の

子どもの権利条約の第９条３項には，「締約国は，親の一方または双方から分離さ

れている子どもが，子どもの最善の利益に反しないかぎり，定期的に親双方との個

人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重する。」とある。

38）  アメリカ合衆国における判例は，片親の子どもへの宗教教育の範囲・限界につ

き，どのような基準を提示しているだろうか。

　まず，Zummo 対 Zummo事件を取り挙げてみる。ユダヤ教徒の母親とローマ･カ

トリックの父親の夫婦は，婚姻する前，どの子どもについてもユダヤ人の信仰の下

で育てると合意していたが，離婚の際に，親権（legal custody）については共同

親権，監護権（physical custody）については母親が主位的な監護権を有すると

いうことで合意したという事案において，原審が父親に対し，子どもたちをユダヤ

教の信仰に反して宗教的儀式に連れて行ってはならないと命令した。これに対し

て父親が上訴したところ，ペンシルバニア州上位裁判所は，「我々は，親がその子

どもに宗教的信条を教え込む権利に制限を加えるのを正当化するためには，その

制限を求めている当事者が，制限されるべきとされる当事者の信条又は実践が，提

案される制限がないならば，関係しているその子どもあるいは子どもたちに，現在

あるいは将来において身体的または精神的に有害であるとの実質的な脅威を示し

ているという十分な証拠を示さなければならないし，そして，その制限も，特定の

害を防ぐために適切な最小限の手段でなければならないと考える。」と判示した

（Zummo v. Zummo, 574 A.2d 1130, 1115(Pa. Super. Ct. 1990)）。

　　次に，Pater 対 Pater事件を紹介する。Robert PaterとJennifer Paterは，1984

年に結婚した。長男のBobbyは，生まれてからまもなく，ローマ・カトリック教

会で浸礼を受けた。Bobbyがまだ幼児だった時，Jenniferはローマ・カトリック

教会をやめ，エホバの証人に加わった。その後，Robertは離婚手続きで親権を得

た。同じ事実審の裁判官は，Jenniferの面接交渉権に，Bobbyに対して自分の宗

教信条を引き続き教えることはしないと確約するという条件を付けたが，オハイ

オ州最高裁判所はこの親権命令を覆し，Jenniferの面接交渉に課された制限を無

効にした上，以下のように述べた（Pater v. Pater 63 Ohio St.3d 393,588 

N.E.2d794（1992））。「我々が，JenniferはBobbyに祝祭日を祝うこと，課外活動

に関係すること，国旗敬礼をすることを積極的に禁止するであろうという前提を

受け入れたとしても，これらの行為は直接的に子どもの身体的あるいは精神的健

康を危険にさらすということを表しているわけではない。…子どもの社会に対す

る適応を測ることは難しい。そして様々な社会活動の相対的重要性は非常に主観

的なことである。このような理由で，裁判所が特定の宗教行為が子どもの精神面で

の健康に有害であると判断する場合のその判断は，子どもがある社会活動に（将
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来）参加しないであろうという事実以上の事柄に基づかなければならない。…事実

認定者は子どもの最善の益を保護するために親の宗教行為について考慮するかも

しれないが，…合衆国憲法は事実審裁判所が宗教の教理の価値を鑑定したり，教理

の内容を定義することをはっきりと禁止している。」

　　このように，アメリカでは，他方の親の宗教教育に異議を述べている親の方が，

当該宗教上の慣行や宗教教義に子どもを触れさせることによる直接的な結果とし

ての現在の害ないし差し迫った実質的脅威（「将来の害悪」をいう判決例もあるが）

について，明白で確固たる証拠（clear and affirmative evidence of present 

harm or substantial threat of imminent harm）によって立証できるのでなけ

れば，他方の親は，その宗教を自分の子どもに教えることができると解されてい

る。また，「（州が親の宗教信条に対して）介入するには，子供の福祉への切迫しか

つ実質のある脅威の実際の表われがあることが要求される，と（親権訴訟諸判決

で）示唆されている。そして，そのような場合であっても，利用することの出来る，

より制限的ではない他の選びうる手段がないのでない限り，当該介入は正当であ

るとはいえない。」（R,Collin Mangrum, EXCLUSIVE RELIANCE ON BEST 

INTEREST  MAY  BE  UNCONSTITUTIONAL:  RELIGION  AS  A  FACTOR  IN 

CHILD CUSTODY CASES, Creighton Law Review 25 (1981)）との分析もある。

39）  ディプログラミングとは，ある宗教グループのメンバーに対して，その宗教的

信条をひるがえさせようとして，洗脳やマインドコントロール計画の支配下に置

くプロセスである，と述べる判決例もある（Baer v. Baer, 450 F. Supp. at 481, 

485）。

40）　以上，Shawn McAllister HOLY WARS: INVOLUNTARY DEPROGRAMMING 

AS A WEAPON AGAINST CULTS Thurgood Marshall Law Review Spring, 

1999参照

41）  ディプログラミングをめぐるアメリカの司法判断について，藤田尚則「アメリ

カ合衆国における『新宗教運動』をめぐる法的諸問題」（宗教法第13号119頁）も

参照。

42）1997年３月23日付け毎日新聞朝刊

43）「一般的に言って，キリスト教の修道院や仏教の出家における修行にも，マイン

ドコントロール的要素はある。修道院や寺院にこもり，世俗から隔離された状況で

生活し，スケジュールを管理され，食事や睡眠も制限され，孤独を強いられる。そ

うした修行生活は，古くから，精神を覚醒させ，信仰を深めるために必要と考えら

れてきたし，現在でも広く受け入れられている。しかし，反カルト運動側から見れ

ば，こうした伝統的修行法も，場合によっては，洗脳やマインドコントロールとし

て批判の対象となり，その宗教団体は「破壊的カルト」のそしりを受けてしまう。

反カルト運動の唱える洗脳やマインドコントロール理論は，こうした行き過ぎの
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危険性も含んでいる。」（池田洋一郎「カルトと反カルト―信仰のるつぼ・アメリ

カの経験」61頁，朝日新聞社総合研究センター調査研究室，1996年）。

44）  インディアナ大学パーデュ大学教授のアンソン・シュウブは，「反カルト団体は，

事実を誇張し，単純化してステレオタイプを作り，過大に危険視している。あくま

で尊重すべきは，個人の信教の自由である。」と述べている（1996年２月19日付け

朝日新聞夕刊）。なお，カルトのラベリングやマインドコントロール論の問題点に

ついては，櫻井義秀「オウム真理教現象の記述をめぐる一考察 ― マインド・コ

ントロール言説の批判的検討」（現代社会学研究第９巻，1996年）に詳しい。

45）  この点，Shawn McAllisterは，「子どもが親とは異なる宗教を信じるようにな

り，家や学校や仕事を変えたいと希望するようになることで，その親は悩むことに

なるかもしれないが，そうではあっても，親には，成人した子どもの宗教，生活態

様や友人を変えるよう非合法の方法で強制する権利はないのである。他人を勝手

に裁き，誘拐し，その奉じている宗教は間違っていて悪であると話すことは誤りで

ある。」と述べる（HOLY  WARS:  INVOLUNTARY  DEPROGRAMMING  AS  A 

WEAPON AGAINST CULTS Thurgood Marshall Law Review Spring, 1999）。

46）「アメリカでは自発的に『カルト』を辞めた者とディプログラミングを受けた者

との比較研究がなされているが，一般に前者は精神の健全度を維持できている者

が多いが，後者の場合には強度の不安や精神の不安定に脅かされている者が多い

という結果が出ている。」という（渡邊学「≪カルト≫論への一視点　アメリカの

マインド・コントロール論争」86頁，南山宗教文化研究所，研究所報第９号，1999

年）。
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