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参審制と信教の自由

片桐　直人（近畿大学）

はじめに

　本報告における報告者の課題は、我が国の裁判員制度と信教の自由との関係

を考察するための手がかりとして、ドイツにおける参審制１）と信教の自由の

関係を紹介することにある。以下では、この趣旨に沿って、ドイツの参審制の

概要を確認した上で、信教の自由と関係する制度並びに事件を紹介し、我が国

への示唆を得ることとしたい。

　なお、周知のことであろうが、宗教法制について、公認宗教制を採用するド

イツと我が国とでは、異なる点も多い。ただし、そのようなドイツであっても

我が国同様に信教の自由に対する憲法上の保障はなされているのであって、我

が国にとっても有益な情報が得られることと思われる。

Ⅰ．ドイツにおける「名誉職裁判官」と参審制

１．複数の裁判権と市民の参加

　まず、ドイツにおける参審制について概観する。

　ドイツは、すべての司法権が最高裁判所以下の裁判所に一元的に属する我が

国と異なり、いくつかの裁判権がいくつかの裁判所に分担されているという特

徴を有する。すなわち、審級制度の外に特別の地位を占める憲法裁判所を別と

して、刑事事件及び民事事件（通常裁判権）を管轄する通常裁判所、行政事件

（行政裁判権）を管轄する行政裁判所、財政（税務）事件（財政裁判権）を管

轄する財政（税務）裁判所、労働事件（労働裁判権）を管轄する労働裁判所、

社会裁判権を管轄する社会裁判所の５つの裁判権がある。
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　これらの裁判権の多くにおいて、職業裁判官以外の者の参加が制度化されて

いるのが、ドイツの１つの特徴である（図１参照）。これらの裁判権に参加す

る者は、広く名誉職裁判官（Ehrenamtliche Richter/ innen）２）と呼ばれる。

　行政裁判所３）は、最高裁判所たる連邦行政裁判所と下級裁判所たる行政高

等裁判所及び行政地方裁判所から成るが、このうち、行政地方裁判所及び行政

高等裁判所では、５名の裁判官のうち２名が名誉職裁判官で構成される。ま

た、連邦財政裁判所と財政裁判所から成る財政裁判所は、財政裁判所の５名の

裁判官のうち２名が名誉職裁判官で構成される４）。労働裁判所は、連邦労働裁

判所、労働高等裁判所、労働地方裁判所から成るが、このうち連邦労働裁判所

では、５名の裁判官のうち２名が、労働高等裁判所以下では３名の裁判官のう

ち２名が名誉職裁判官で構成される５）。連邦社会裁判所、社会高等裁判所、社

会地方裁判所から成る社会裁判所では、社会高等裁判所以上については、５名

の裁判官のうち２名が、社会地方裁判所では３名の裁判官のうち２名が名誉職

裁判官で構成される６）。また、通常裁判所の管轄する民事事件のうち、地方裁

判所商事部が担当するものについても、３名の裁判官のうち、２名が名誉職裁
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判官である７）。

　

２．刑事裁判権と参審裁判官

　さらに、ドイツでは、通常裁判所が管轄する刑事事件においても、職業裁判

官以外の一般市民が裁判官として参加することが制度化されている。このよう

な裁判官を特に参審裁判官（Sch罩ffen/ innen）と呼ぶ。司法への国民参加が

もっぱら刑事事件に限られている我が国にとって、もっとも参考になると思わ

れるのが、この参審裁判官の制度である。

　参審裁判官の就任要件などについては、あとで詳しく観ることとして、ここ

では、制度の概要を確認しておこう。

　まず、法が特別に地方裁判所又は高等裁判所の管轄と規定している犯罪を除

いて、言い渡す刑が４年の自由刑より重くなく、かつ保安処分が予定されてい

ない事件の第１審については、区裁判所が管轄する。区裁判所では、刑事単独

裁判官による裁判と参審裁判所による裁判がある。刑事単独裁判官による裁判

は、私訴罪及び２年以下の懲役刑が予定されている事件が対象であるが、これ

は、職業裁判官が単独で裁判を行う。区裁判所が取り扱う事件のうち、その他

のものについては、参審裁判所が扱う。参審裁判所は、２人の参審裁判官と１

人又は２人の職業裁判官により構成される。

　次に、区裁判所の控訴と区裁判所の管轄に属さない第１審を管轄する。これ

には、職業裁判官１名と参審裁判官２名により構成される小刑事部と職業裁判

官３人と参審裁判官２人とによって構成される大刑事部がある。大刑事部のう

ち、重罪事件を管轄するものを特に陪審裁判所（Schwurgericht）と呼ぶ。

　刑事事件については、当然のことながら上級審を扱う上級裁判所が存在する

が、これらの裁判所では、参審裁判官の参加は予定されていない。

Ⅱ．参審裁判官の就任要件と拒否事由

　本稿の目的にとって重要なのは、一般の市民が参審裁判官として活動する際

に、個々の市民が持つ宗教上の信条ないし信仰と参審裁判官としての義務が衝

突しうる場合をどのように考えているかである。そこで、次に、どのような者
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が参審裁判官と成りうるのか、それを拒否することができるのはどのような場

合かを確認する。

（１）すべての名誉職裁判官の適格要件と障碍事由

　まず、参審裁判官も、名誉職裁判官の一種であるから、名誉職裁判官に共通

する適格要件を充たし、障碍事由に該当しないことが求められる。もっとも、

ドイツ法は、この点に関する包括的な規定を置いておらず、裁判所構成法その

他の個別法で個々に規定されるにとどまる。が、これらの個別法の規定を通覧

して観察される適格要件として、① 国籍８）、② 年齢９）、③ 居住地10）がある。

このうち、裁判所構成法§31 に定められる国籍要件については、他国籍を同

時に有する者は排除されず、これによって排除されるのは外国人及び無国籍者

のみである点、ドイツ国籍を形式的に有すれば足り、ドイツ語の運用能力が必

要とされない点などの特徴がある11）。が、時に、この国籍要件を超えて、解釈
4 4

上
4

、特定の世界観又は信条を参審裁判官が有していることが欠格事由となりう

るかが議論されることがある12）。この点について、従来、憲法敵対的政党の構

成員であることをどのように評価するかという観点から議論されてきたが、現

在では、裁判官法§44a によって明文規定が置かれていることから、基本的に

は右条文の解釈問題とされている。また、近年では、特定の政治信条や宗教的

信条を有する者をどうするかという問題も議論されている（なお、後述Ⅳ－

２）13）。

　次に、障碍事由として、① 公職就任資格の喪失14）、② 故意による行為に

よって６ヶ月以上の自由刑となる有罪判決を受けている者15）、③ 経済的破綻

に陥った者（Personen, Die in Verm罩genverfall greaten sind）16）、④ 人

間の尊厳及び法治国家の原則に反する行為をした者17）などが挙げられる。

（２）参審裁判官固有の適格要件と障碍事由

　さらに、参審裁判官固有の適格要件及び障碍事由として、① 健康上の理由

から職務に適さない者18）、② 連邦大統領、連邦政府又は州政府の構成員19）、

③ 裁判官、検察官、公証人、弁護士など20）のほか、④ 聖職者と定款上共同生
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活を送る義務を負う宗教団体の構成員が挙げられている21）。

　本稿の観点からは、この「聖職者及び定款上共同生活を送る義務を負う宗教

団体の構成員」が挙げられていることが注目される。この要件は次のように解

釈されている。

　まず、聖職者とは、宗教団体の構成上、祭祀の遂行を担当する者を言い22）、

一般の信者はここに含まれない。また、聖職者は、公法上の社団たる宗教

団体の聖職者だけでなく、基本法140条によって編入されたヴァイマル憲法

137条（宗教団体結成の自由）によって保障される宗教団体の聖職者を指す。

例えば、公法上の社団たる宗教団体ではない、自由キリスト教団（Freien 

Christengemeinde）の牧師についても本条が適用されたケースがある23）。

　次に、「共同生活を送る義務を負う宗教団体の構成員」とは、典型的には、

修道会であるが、あらゆる宗派、信仰、世界観においても定款上、共同生活を

送ることとされている団体の構成員について適用される24）。

（３）拒否事由（裁判所構成法第35条）

　さらに、裁判所構成法§35 は参審裁判官に就任することを拒否できる事由

を列挙する。この列挙事由には、連邦議会、欧州議会又は州議会の議員である

こと、医師、歯科医師、看護士、薬剤師など職務の遂行によって、家族の世話

が著しく困難になる者、満65歳に達している者又は当該職務期間の終了時まで

に満65歳に達する者などが挙げられている。

　ただし、信仰を理由とした拒否は列挙されていない。本条に定める拒否事由

は限定列挙であると考えられていることからして、信仰を理由とした拒否は認

められないこととなる。

Ⅲ．参審裁判官の選任手続

　参審裁判官は、任期（５年）ごとに候補者名簿を作成し、参審裁判官選出委

員会により正参審裁判官と予備裁判官が選出され、参審裁判官名簿が作成され

る25）。

　まず、参審裁判官の候補者名簿については、「性別、年齢、職業及び社会的
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地位に鑑みて、住民の各層を適正に考慮しなければならない」（裁判所構成法

§36 Abs.2、なお裁判官法§44 Abs.1a も参照）とされている。これは、参審

裁判官は国民各層を適切に代表するものでなくてはならないという考え方に基

づくものである。

　まず、候補者名簿については、市町村が作成する26）が、原案作成には統一

の手続に関する法上の規定はなく、市町村ごとに異なる27）。市町村によって

は、自己推薦や住民登録からの無作為抽出のほかに、政党による推薦のほか、

教会や教会系の慈善団体から推薦を募る市町村もある28）。

　こうして作成された原案は、市区町村議会によって審議され特別多数（ただ

し、少なくとも法定議席数の半数以上の多数でなければならない）で同意がな

された後、市民の縦覧に供される29）。縦覧期間中に異議申立てができる30）。そ

の後、申し立てられた異議とともに区裁判所に送付され、区裁判所に設置され

る参審裁判官選任委員会が異議を採決した上で、正参審裁判官と予備裁判官を

選定する31）。

　選定された正参審裁判官と予備裁判官は、参審裁判官名簿に登載される32）。

正参審裁判官は、年に１回くじにより年間約12開廷日を割り当てられ33）、呼び

出される。

　参審裁判官名簿に登載された後に、参審裁判官が、参審裁判官の職務を果た

す能力を喪失し、又は職務を遂行しえない状況があるときなどには、裁判所が

職権で参審裁判官名簿から削除する34）。この場合にも、いくつかの法定事由が

あるが、しかし、信仰を理由とするものはない。

Ⅳ．参審裁判官の義務と信教の自由

　参審裁判官は、割り当てられた期日に出頭する義務のほか、独立し、中立的

立場で職務を行うべき義務、守秘義務などの義務35）が発生する。これらの義

務この中には、信教の自由と衝突しうる問題がいくつか含まれている。以下で

は、そのうち、宣誓の問題と中立・公正義務を取り上げる。
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（１）宣　誓

　裁判官法によれば、名誉職裁判官は皆、就任前に宣誓の義務を負う（裁判官

法§45 Abs.3f.）。宣誓には、名誉職裁判官への就任を有効にする形成的な効

果があり、宣誓が欠ける場合には就任は無効となる36）。宣誓は免れることので

きない義務であるとされ、宣誓義務に反する場合には、過料が科され、参審裁

判官名簿から削除されることとなる（裁判所構成法§56）37）。

　ところで、宣誓の文言については、裁判官法§45 Abs.3 により、明文で規

定されている。その文言とは、「私は、ドイツ連邦共和国の基本法及び法律に

忠実に名誉職裁判官の義務を果たすこと、最良の知識及び良心に基づき人の如

何を問題とせずに判決すること、真理及び正義にのみ奉仕することを、神に

誓って宣誓する」（傍線筆者）というものである。が、ここに「神に誓って宣

誓する」という文言があることから、宗教上の理由により宣誓ができない場合

が生じうる。そこで、裁判官法は、この点への配慮を行っている。

　まず、裁判官法§35 Abs.3は、この宣誓を、「神に誓って」という文言を抜い

て行うことができる（同３項）とする。さらに、同４項は、信仰上又は良心上

の理由から「宣誓」する意思がないことを申し出る場合には、「宣誓」のかわ

りに「誓約」という文言を用いることができるとする。加えて、同５項によっ

て、宗教団体独自の誓約、宣誓の文言を使用する意思がある場合には、その文

言を追加することができるとする。裁判官法は、これらの規定によって、参審

裁判官となる者の信仰の自由と宣誓義務との調整を図っていると言えよう。

　もっとも、これらの規定があるにも関わらず、宣誓拒否が宗教又は良心に基

づいてなされる場合もありうる。この場合には、本来であれば、先に見たよう

に、宣誓義務違反として、過料が科されることになる。しかし、そのことに基

づいて不利益に取り扱うのは、基本法４条（宗教の自由）に反すると考えられ

ており（連邦憲法裁判所1988年10月25日判決〔BVerfGE 79, 69〕）、参審裁判

官への就任がなされず、参審裁判官名簿から削除されるのみに止まる38）。

（２）中立・公正性

　次に、参審裁判官も裁判官であり、職業裁判官と同様に中立・公正であるこ
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とが義務づけられる。職業裁判官と同様の義務に服すことができない場合に

は、裁判所構成法所定の制裁がある。近年では、このような中立・公正性との

関係で信教の自由が問題となる事案が観られる。それは、イスラーム教の女性

信者がいわゆるスカーフ（ドイツでは Kopftuch〔頭巾〕といわれる）を着用

したまま参審裁判官として活動しようとするという事案である。

　まず、ビーレフェルト地方裁判所2006年３月16日決定39）の事案は、女性参

審裁判官が、公判中、イスラーム教のスカーフを着用したままで参加すること

ができなければ、宣誓を行うつもりがないことを表明し、参審裁判官名簿か

らの削除を求めたというものである。これに先だって、同年1月、ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州の法務省は、イスラーム教のスカーフを着用する参

審裁判官を、裁判所構成法176条に定める法廷警察権を根拠に除斥でき、免職

できるとの見解を公表していた。

　この事案に対して、ビーレフェルト裁判所は、この参審裁判官の名簿からの

削除を認めなかった。

　その理由は次のようなものである。裁判所は、当該参審裁判官が十分にドイ

ツ語を操ることのできるドイツ国籍保有者であって裁判所構成法§32 の適格

要件を満たすことを確認した。次いで、この参審裁判官がスカーフ着用を許可

するか、宣誓を拒否するかを求めている点について、裁判所構成法には何ら服

装規定がないことなどから、法定の拒否事由には該当しないことを示した。さ

らに、基本法４条１項並びに２項が宗教的シンボルの着用を含む信教の自由を

保障していることから、右基本権の侵害にあたるのではないか、という点につ

いては、本件において国家機関の中立性維持のためにかかる基本権の法律によ

る制約の可否を判断する必要はなく、ただ将来の個別の刑事事件に参加する際

に、事案の性質などに応じて、参審裁判官の非党派性に疑義が生じないかを検

討すれば足りるとした。

　次に、ドルトムント地方裁判所2006年11月７日決定40）では、女性参審裁判

官がイスラーム教のスカーフを着用して公判に現れ、公判中に脱ぐ意思がな

かったことが問題となった事案がある。

　裁判所は、当該参審裁判官は、裁判所の中立性と客観性を傷つけ、社会にお
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ける女性の地位が特定の宗教において制約されているという印象を与える世界

観を保持していることを示すものであるとして、裁判所構成法32条違反を理由

に、同法176条に定める法廷警察権を行使し除斥（ausschlieⅦen）した。

　このような対応について、学説の中には、厳しく批判するものもある。ある

論者は次のように主張する41）。確かに裁判所には高度の宗教的中立性が要請さ

れるが、他方で、参審裁判官の任命や解任などは、裁判官の独立性の観点から

しても法律によって明確に規律される必要があり、裁判官法もこれを参審裁判

官に対して保障している。さらに、参審裁判官が司法に関与するのは、裁判を

民主化するという意義があるのであって、そうであるからこそ、参審裁判官は

社会のあらゆる層を反映する必要があるとされているのである。加えて、参審

裁判官の信教の自由の保障の観点ももちろん、無視することができない。だか

ら、少なくとも個別具体的な事案との関係で除斥ないし忌避するのであればと

もかく、事案との関係をまるで考慮することなく参審裁判官名簿から削除した

り、あるいは除籍したりするのは妥当ではない、と。

　このような主張は、参審裁判官が活動する際にも、信教の自由その他の基本

的人権との調整が必要となることを示唆するものであろう。

Ⅴ．おわりに

　以上の概観を通じて得られたことを以下にまとめておこう。まず、ドイツの

参審制と信教の自由との関係については、まず、就任要件などにおいて、聖職

者や修道会の構成員に対する一定の配慮が行われているのが注目される。しか

し、それでも、このような配慮は一般の信者に対して行われているとは言い難

い。通常の信者は、基本的には参審裁判官に選定されれば就任し職務を遂行す

る義務がある。その意味で、ドイツでは、一般市民が参審裁判官となることに

ついて、信教の自由との関係で問題とされてきたことはあまりないように思わ

れる。

　むしろ注目されるのは、参審裁判官に就任し職務を遂行する上でも、信教の

自由との緊張関係が生じる場合があるという点である（宣誓やスカーフ着用の

問題）。この点については、国家の宗教的中立性の要請と信教の自由との調整
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問題になり、慎重な対応が求められるが、個別具体的な事情を酌みつつ、参審

裁判官にできる限り就任できるよう配慮するのが基調であると思われる。

　それでは、このようなドイツの概観から我が国にたいする示唆を得るとする

とどのようなことが言い得るだろうか。

　まず、我が国では、裁判員への就任が義務として把握されることとの関係

で、信教の自由と裁判員制度との間に存在しうる衝突が、「信仰上の理由で裁

判員になれない場合に、義務の免除が認められるか」という文脈で語られるこ

とが多いように思われる。しかしながら、裁判員になることが、たとえ義務で

あるとしても、それは基本的には納税同様の一般の市民的義務なのであって、

そのような免除が認められる余地は少ないように思われる。

　むしろ、ドイツの例から明らかにされるのは、裁判員制度と信教の自由との

間に存する問題は、そのような義務の免除に限られるわけではなく、裁判員制

度の制度設計上、一定の宗教的信条を有する者が構造的に排除される可能性を

どのように考えるかという論点である。我が国のこれまでの議論を観ている

と、どうしても、議論が義務の免除に集中しがちになって、この問題が見落と

されてきたと言えるのではないだろうか。とくに、（イスラーム教のスカーフ

に限らず）宗教的シンボルを着用したまま裁判員として活動したいというケー

スは、我が国でも十分有り得る問題である。

　積極的に司法参加をしたいということは、積極的に政治参加をしたいという

ことと同様、公的幸福の追求の１つであろう。それが、宗教を理由として妨げ

られてしまうことの方が文脈によっては信教の自由に対するよりシリアスな脅

威となると思われる。他方で、公的義務に服するからといって、常に信教の自

由に対する制限が無制約に認められて良いはずもない。我が国においても、十

分に検討する必要があると思われる。

註

１）ドイツにおける参審制については、これまでいくつかの紹介があるが、その

うち主なものとして、さしあたり、最高裁判所事務総局刑事局監修『陪審・参審

制度　ドイツ編』（司法協会、2000年）、斎藤哲『市民裁判官の研究』（信山社、

2001年）、村上淳一「ドイツ参審制の現在（上）、（中）、（下）」UP 第30巻５号１



157参審制と信教の自由

頁以下、同巻６号１頁以下、同巻７号１頁以下（いずれも2001年）を参照。ただ

し、以下で参照する際には、2001年以後に法改正があった箇所については、本稿

執筆時点の情報に改めている。

２） 名誉職裁判官の定義については、各裁判権における裁判手続法の中の裁判所構

成に関する規定に委ねられており、統一的な概念規定はないが、一般に職業裁判

官以外の裁判官であって、法律にもとづき、裁判所において職業裁判官と同等の

表決権をもって関与する者とされている（斎藤・前掲註１・124頁参照）。

３）斎藤・前掲註１・157頁以下。なお、行政裁判権における名誉職裁判官の適格

要件などについては、同書178頁以下参照。

４）斎藤・前掲註１・161頁以下。なお、財政裁判権における名誉職裁判官の適格

要件などについては、同書178頁以下参照。

５）斎藤・前掲註１・150頁以下。なお、労働裁判権における名誉職裁判官の適格

要件などについては、同書175頁以下参照。

６）斎藤・前掲註１・153頁以下。なお、社会裁判権における名誉職裁判官の適格

要件などについては、同書177頁以下参照。

７）斎藤・前掲註１・146頁以下。

８） 参審裁判官について、裁判所構成法§31。

９） 参審裁判官については、任期開始時に25歳以上であって、任期終了時に70歳以

下であることが求められる。裁判所構成法§33 Nr.1f.

10）参審裁判官については、候補者名簿作成時に、名簿作成市町村に実体的に住

所を有することが求められる。裁判所構成法§33 Nr. 3. なお、Kissel/Mayer,G

erichtsverfassungsgesetz, 6. Aufl., S. 666f.

11）斎藤・前掲註１・167頁以下、Kissel/Mayer, a. a. O., S.661f.

12）Kissel/Mayer, a. a. O., S. 662f.

13）Kissel/Mayer, a. a. O., S. 662f.

14）ここには、確定判決によって、公職就任資格を喪失している場合と、公職就

任資格の喪失が予定されている行為を理由によって告訴されている場合とがあ

る。裁判所構成法§32 Nr. 1f.

15）裁判所構成法§32 Nr. 1.

16）この点については、以前は、裁判所構成法§32 Nr. 2 にて規定され、「裁判

所から財産上の処分の制限の命令を受けている者」とされていたが、1994年倒

産法改正により、1999年に同§33 Nr. 5 に移され、さらに文言も「経済的破綻 

（Verm罩gensverfall）に陥った者」に改められた。ここにいう経済的破綻に

陥った者とは、従前の規定よりも広い概念であるとされ、基本的には、破産手続

が開始された者などが該当するとされる。Kissel/Mayer, a. a. O., S. 668. 

17）この要件は、2006年に挿入された（BGBl. Ｉ .S.866）裁判官法§44a で規定



158

されている。本条は、本来、ドイツ社会主義統一党に加担した者を排除する

ものであるが、裁判官法に恒久的規定として挿入されたことから、この問題

に限定する趣旨ではないとする見解がある（Schmidt-R罘ntsch, Deutsches 

Richtergesetz, 6. Aufl., S. 601f）。この見解によれば、ナチ加担者がこの要件

に該当することはもとより、将来的にもこの要件に該当する者は生じうることに

なる。また、領域的にも、本条の要件に該当する行為は、当時の東ドイツ領域内

で行われたものに限られず、ドイツ連邦全体又は外国で行われたものも含まれる

ことになる。これまでの邦語文献ではこの要件に言及する例があまり観られない

が、後述のように、本稿の観点からはこの規定は非常に重要な意味を有すると考

えられる。というのも、この要件が不当に拡張されれば、信教の自由に対する侵

害となる可能性があるからである。

18） 裁判所構成法§33 Nr. 5.

19） 裁判所構成法§34 Nr. 1f.

20） 裁判所構成法§34 Nr. 4.

21） 裁判所構成法§34 Nr. 6.

22） Kissel/Mayer, a. a. O., S. 673.

23） OLG K罩ln, Monatsschrift f羹r Deutsches Recht, 1970, S. 864f.

24） Kissel/Mayer, a. a. O., S. 673.

25） 以下に紹介する手続きについては、最高裁判所事務総局刑事局・前掲註１・30

頁以下で詳細に紹介されている（ただし、2000年以後の法改正は反映されていな

いので注意されたい）。

26）裁判所構成法§36 Abs. 1.

27）最高裁判所事務総局刑事局・前掲註１・35頁以下及び斎藤・前掲註１・192頁

以下にいくつかの市町村の例が紹介されている（ただし、教会や教会系の慈善団

体による推薦の例は紹介されていない）。

28）村上淳一「ドイツ参審制の現在（下）」UP 第30巻第７号２頁。

29）裁判所構成法§36.

30）裁判所構成法§37f.

31）裁判所構成法§45.

32）裁判所構成法§44.

33）裁判所構成法§45. なお、これは、年間12事件のみを担当するということでは

なく、割り当てられた開廷日に第1回公判期日が指定された事件を担当するとい

うことである。

34） 裁判所構成法§52f. なお、詳細については、最高裁判所事務総局刑事局・前

掲註１・88頁以下ならびに斎藤・前掲註１・201頁以下を参照。

35） 詳細については、斎藤・前掲註１・270頁以下及び303頁以下を参照。



159参審制と信教の自由

36） Kissel/Mayer, a. a. O., S. 660.

37） 裁判所構成法§56 Abs. 1 は、参審裁判官が適時に在廷せず、又は、その他の

義務に反する場合には、過料を賦課することができること、またそれによってか

かった費用を弁償することを定めている。

38） Kissel/Mayer, a. a. O., S. 660f.

39） LG Bielefeld, Beschluss von 16. 3. 2006, NJW 41/2007, 3014.

40） LG Dortmund, Beschluss von 7. 11. 2006, NJW 41/2007 3013.

41） Johann Bader, Die Kopftuch tragende Sch罩ffin, NJW 41/2007 2964f.






