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―わが国の現状と課題―

四宮　　啓（弁護士・國學院大學法科大学院教授）

（本稿は、2010年11月６日に青山学院大学において行われた第61回宗教法学会における筆

者の報告に、本稿脱稿時 (2011年５月）の情報を加味する等して、加筆したものである。）

はじめに

　2009年５月に裁判員法が施行されて２年が経とうとしている。施行から2011

年３月31日までの間に、全国で1,949件の裁判員裁判が行われ、2,099人の被告

人に判決が言い渡された。選定された裁判員候補者総数は177,794人、そのう

ち裁判員として選定された者は11,889人、補充裁判員として選定された者は

4,241人であり、合計16,130人がすでに裁判員法廷に座って審理に立ち会った

ことになる１）。

　裁判員となることは国民の義務とされているため、信教の自由との関係が従

来から指摘されていたところであるが、本稿は、特に信教の自由を理由とする

裁判員となることの辞退（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁

判員法」）16条）について、制度と運用の現状と課題について論ずるものであ

る。

第１　裁判員制度と裁判員「義務」

１　裁判員制度の精神と裁判員「義務」

（１）司法制度改革における国民像

　周知のように裁判員制度は、1999年から始まった司法制度改革（以下「今次
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司法制度改革」）によって導入された。しかし、司法制度改革は、裁判員制度

の導入だけを目的としたものではなかった。今次司法制度改革の目的を一言で

表すならば、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、『この国のかたち』

と」することにあった２）。司法制度改革審議会は、21世紀のあるべきわが国社

会を、「個人の尊重を基礎に独創性と活力に充ち、国際社会の発展に寄与する、

開かれた社会」３）とし、そのような社会を創造するためには、「国民の一人ひ

とりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体

として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画」４）することが必

要とした。すなわち、今次司法制度改革の目的は、単なる司法制度の改革に止

まらず、21世紀のわが国社会とそれを支える国民像の転換にあった。意見書は、

21世紀のあるべきわが国社会では、「国民の自由かつ創造的な活動が期待され、

個人や企業等は、より主体的・積極的にその社会経済的生活関係を形成するこ

とになるであろう。」５）とし、あるべき国民像として、繰り返し、「統治客体か

ら統治主体へ」と説いている６）。

（２）裁判員になることはなぜ国民の義務とされたのか 

　今次司法制度改革における21世紀にあるべき国民像は、上述のとおり、統治

主体としての国民である。このような理念からは、司法制度について、「統治

主体・権利主体である国民は、司法の運営に主体的・有意的に参加し、プロ

フェッションたる法曹との豊かなコミュニケーションの場を形成・維持する

ように努め、国民のための司法を国民自らが実現し支えなければならない。」

７）との理念が導かれることは自然であった。すなわち、意見書では、国民は、

「法の支配」の受け手であるのみならず、「法の支配」の担い手へと転換するこ

とも期待されていたのである。

　司法制度改革審議会は、このような理念から、「21世紀の我が国社会におい

て、国民は、これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却

し、自らのうちに公共意識を醸成し、公共的事柄に対する能動的姿勢を強めて

いくことが求められている。国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分

野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般につい
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て、多様な形で参加することが期待される。」８）と述べて、裁判員制度を提言

した。したがって、裁判員となることが国民の義務とされることは、司法改革

の理念からは、極めて自然なことであった。

　しかし忘れてならないのは、意見書の理念から見てとれるように、裁判員と

なることは国民主権の表れであって９）、国民にとって重要な政治的権利でもあ

る、ということである。つまり、裁判員となる義務とは、裁判員となる政治的

権利を裏面から表現しているのである。それはちょうど、たとえばオーストラ

リアのように、選挙における投票は、政治的権利であると同時に法律上の義務

であるとされているのと同じ関係にあると言えるだろう10）。意見書が、裁判員

の選任方法として選挙人名簿からの無作為抽出方式を提言したことも、裁判員

となることの政治的権利性を物語っているであろう11）。

（３）裁判員法上の裁判員の義務

　国民は、裁判員法上、裁判員候補者、裁判員、補充裁判員となること、ある

いはなったことによって、さまざまな義務を課されている。それらの義務を概

観しておきたい。

①裁判員選任手続と義務

　まず、裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、選任することと

されているから（裁判員法13条）、原則として、成人の日本国民には、裁判員

となる資格・権能が与えられる。裁判員候補者名簿は、地方裁判所ごとに調整

される（裁判員法23条１項）。呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任

手続の期日に出頭しなければならない（裁判員法29条１項）。この義務に違反

すると、10万円以下の過料の制裁がある（裁判員法112条１号）。

②選任後の手続と義務

　選任された裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところによ

り、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければな

らない（裁判員法39条２項）。この義務に違反すると、10万円以下の過料の制

裁がある（裁判員法112条３号）。

　裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき
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公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証

の日時及び場所に出頭しなければならない（裁判員法52条）。この義務に違反

すると、10万円以下の過料の制裁がある（裁判員法112条４号）。

　裁判員は……評議に出席し、意見を述べなければならない（裁判員法66条２

項）。刑事訴訟法333条の規定による刑の言い渡しの判決……及び同法336条の

規定による無罪の判決……の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭し

なければならない（裁判員法63条１項）。この義務に違反すると、10万円以下

の過料の制裁がある（裁判員法112条５号）。

　裁判員は、評議の経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその

多少の数については、これを漏らしてはならない（裁判員法70条１項）。これ

に違反すると、刑罰による制裁がある（裁判員法108条）。

２　裁判員義務の辞退

　裁判員となる義務は、例外なしに強制されるものではない。裁判員法16条

は、「次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の

申立てをすることができる。」と定め、辞退できる事由を掲げている。裁判員

となることは国民の義務であるが、国民の負担を過重にしない、義務負担の公

平を図る趣旨、あるいは、他の重要な公務を全うする必要を考慮したものとさ

れている12）。しかし、信教の自由や思想・良心の自由は、独立の辞退事由とは

されなかった。それは、個人の内心にかかわる問題であると同時に、単にやり

たくないという申立と区別する基準を立てることが困難だからであろう。しか

し、法案審議の過程ではこの点を積極的に考えるべきだとの議論があり、法務

大臣も「思想、良心の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような義務付け

を行うことは許されないのであって、そのような場合には辞退することができ

ることを政令において何らかの形で明らかにすることとしたいと考えておりま

す。」と答弁していた13）。

　裁判員法16条８号は辞退申立ができる者として、「次に掲げる事由その他政

令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補

者として第27条第１項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困
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難な者」と定めており、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第８

号に規定するやむを得ない事由を定める政令（以下「裁判員辞退令」）」が制定

された。同令は、１号から６号までの事由を定めているが、信教の自由との関

係で問題となる辞退事由は、同政令６号の「前各号に掲げるもののほか、裁判

員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第27条第１項に規定する裁判員等

選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に……精神上……の重

大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること」である。

　そもそも裁判員義務が思想・良心の自由、信教の自由を侵害するかについて

は、次項において若干検討するが、裁判員義務は思想・良心の自由、信教の自

由を侵害しないと考えた場合、信教の自由が裁判員辞退令６号の「精神上の重

大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある」と言えるのは、どの

ような場合であろうか。辞退制度が、負担に関する国民の公平感に配慮して創

設された趣旨に鑑みると、他の国民からみて「辞退はやむを得ない」とある程

度の共感が得られる程度ものものであることを要すると考えるべきであろう。

このように考えると、思想・良心の自由または信教の自由との関係で辞退を認

める場合とは、たとえば「裁判員としての職務を行うという外形的行為が、あ

る者の思想・良心等から生じる心情との間で精神的な矛盾や葛藤を生じさせ、

その結果として、その者が裁判員としての職務を行うことが困難となるような

精神上の重大な不利益が生じるとき」と言えるであろう14）。したがって、単に

人を裁きたくない、との申立によって直ちに辞退が認められるのではなく、宗

教上の教義の核心部分として、絶対に人を裁いてはならない、との教義があ

り、裁判員となることがこの信仰と両立しない場合にはじめて、「裁判員等選

任手続の期日に出頭することにより、自己に……精神上……の重大な不利益が

生ずると認めるに足りる相当の理由がある」と言えることになるであろう15）。

３　裁判員義務と憲法（若干の憲法論）

　ここで、裁判員義務との関係で問題になりうる憲法条項について検討してお

きたい。
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（１）関連憲法条項

　関連条項としては、以下のものが考えられる。

　憲法13条「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に

対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政

の上で、最大の尊重を必要とする。」

　同18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場

合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」

　同19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

　同20条１項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」。同条２項

「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されな

い。」

（２）裁判員義務違憲論

　裁判員義務と憲法の関係を巡っては、これまでにも議論があった。論者の中

には、裁判員義務は前述の憲法条項に違反するとの見解もある。たとえば、大

久保太郎元判事は、裁判員義務は憲法13条に違反するとする16）。また西野喜一

教授は、裁判員義務は、憲法18条の苦役からの自由、同19条の思想・良心の自

由に違反するとする17）。また、日本雑誌協会は、2004年５月に出した声明の中

で、「国民に参加を義務付けるのは、個人の尊重と幸福追求を保障した憲法13

条、思想良心の自由を保障した憲法19条、信教の自由を保障した20条に違反す

る。」と述べている18）。

（３）違憲論について―特に憲法20条との関係について

　これらの裁判員義務違憲論に対しては、裁判員制度の憲法論を検討すること

は本稿の目的ではなく、何よりも十分な説得力を持つ土井真一教授の反論があ

るので、同論文に譲るが19）、ここでは、憲法20条との関係について考えてみた

い。

日本雑誌協会が、裁判員義務が憲法20条に違反するとする理由は必ずしも明ら

かではない。考え得る理由としては、二つの異なった局面が考えられる。１つ
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は、宗教者の内心の問題である。しかし、裁判員になるということは、裁判員

にある特定の宗教に従うことを強制したり、告白させたりすることではなく、

国民の代表によって制定された法を適用することが求められる、ということで

ある。したがって、裁判員になることは、信教の自由とは直接関係しないので

はあるまいか。ただし、前述のように、宗教的信念から裁判員となることに重

大な精神的ディレンマを持つ場合は、「裁判員の職務を行うことにより、自己

に精神上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある」（裁判

員辞退令６号）に当り、辞退が認められるべきである。しかしそれは、個人の

信仰そのものを理由とする、すなわち憲法20条の問題というより、精神上の重

大な不利益があることによって職務を行えないことを理由とすると考えるべき

であろう。なぜなら、信仰を持つ人々の中にも、裁判員の職務を行うことによ

り、精神上の重大な不利益があるとは認められない人もいるであろうからであ

る。

　いま１つは、聖職者等、宗教的立場に基づくものである。たとえばカトリッ

クでは、教会法上、「聖職者は、国家権力の行使への参与を伴う公職を受諾す

ることは禁じられる。」とされているという20）。しかし、聖職者個人が裁判員

となることは、「宗教団体」が「政治上の権力を行使」（憲法20条１項）するこ

とにはならないであろう。もし、教会法の規定の趣旨が、政教分離を制度的に

確保しようとすることにあるとすれば、聖職者が裁判員となることは、選挙に

おいて投票するのと同様に、主権者の一人としての権能の行使であって、政教

分離とは別の問題であると考えるべきではなかろうか。

　以上のように考えれば、裁判員義務は、憲法20条との問題は原則として直接

には生じないと考えるべきではなかろうか。

４　判例

　裁判員義務と憲法の関係については、東京高裁平成22年４月22日判決があ

る21）。

　このケースにおいて憲法20条は直接には議論されていないが、弁護人は、被

告人の裁判を受ける権利を侵害するから憲法32条、37条に違反すると主張した
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外、裁判員就任義務があることは憲法13条、18条、19条に、守秘義務を課すこ

とは憲法21条に、また財産的負担が生じるとして憲法29条に違反すると主張し

た。これに対して、東京高裁は、憲法13条、18条、19条違反の主張について次

のように判示して控訴を棄却した。

　「裁判員制度が裁判員に選任された者について、辞退事由が認められない限

りその職に就くことを義務付けているのは、裁判員制度が司法に対する国民の

理解の増進とその信頼の向上に資する（裁判員法１条）という重要な意義を有

する制度であり、そのためには広く国民の司法参加を求めるとともに国民の負

担の公平を図る必要があることによるのであって、十分合理性のある要請に基

づくものである。そして、その義務の履行の担保としては刑事罰や直接的な強

制的措置によることなく秩序罰としての過料を課すにとどめ（同法112条）、一

定のやむを得ない事由がある場合には辞退を認め（同法16条。なお、平成20年

１月17日政令第３号の６号は、「精神上の重大な不利益が生ずると認めるに足

りる相当の理由」を辞退事由として規定している。）、また、対象事件について

は必ず公判前整理手続に付して争点や証拠を整理することとして集中的・計画

的審理の実現を図り（同法49条）、出頭した裁判員に対して旅費・日当を支給

する（同法11条）等、国民の負担を軽減する措置を講じている。裁判員制度の

意義の重要性を踏まえて、これらの点を考慮すると、裁判員になることが義務

付けられているとはいえ、それは裁判員制度を円滑に実施するための必要最小

限度のものと評価することができ、そのような制度が憲法13条、18条、19条等

に抵触するとはいえない。」

　本判例は、憲法20条との関係は論じていないが、その他の争点に関する憲法

論や、裁判員辞退令の６号（「精神上の重大な不利益が生ずると認めるに足り

る相当の理由」）を辞退事由として規定していることを合憲判断の理由の１つ

として掲げていることから推認すると、裁判員義務は憲法20条にも違反するも

のではないとの解釈を否定するものとは言えないであろう。

第２　これまでの実務の運用

　それでは、この間、裁判員就任義務に対する辞退はどのように運用されてき
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ているのであろうか。その運用実態を概観する。

１　2009年８月から2011年３月末日までのデータ

　実際に裁判員裁判が行われた2009年８月から2011年３月末日までの間に、選

定された裁判員候補者総数は177,794人であった。そのうち、辞退が認められ

た候補者総数は、54.4パーセントに当る96,745人である22）。その割合の高さが

注目される23）。裁判員辞退令６号の辞退者総数は、選任手続期日前に辞退が

認められた者5,490人、選任手続期日当日に辞退が認められた者2,159人、合計

7,649人であった24）。残念ながら、裁判員の職務を行うことにより重大な不利

益が生ずると認められた内訳、すなわち身体上、精神上又は経済上のいずれに

重大な不利益が生ずると認められたかは、統計上明らかではない。まして、宗

教上の理由か否かは明らかではない。その理由は、裁判員選任手続のあり方に

由来する。以下、裁判員選任手続について概観する。

２　裁判員選任手続と辞退申立の実際

（１）裁判員候補者名簿の調製・通知

　地方裁判所は、毎年、市町村選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予

定者名簿から、裁判員候補者名簿を調製し（裁判員法23条）、裁判員候補者名

簿を調製したときは、同名簿に記載された者にその旨を通知しなければならな

い（裁判員法25条）。

（２）調査票の実際 25）

　その際、通知書には「調査票」が同封されている。この調査票では、主とし

て、裁判員法15条１項記載の就職禁止事由があるか、裁判員法16条記載の辞退

事由（いわゆる定型的辞退事由）があるか、裁判員になることがむずかしい特

定の月があるかが問われており、宗教上の理由等で「精神上の重大な不利益が

生ずると認めるに足りる相当の理由がある」かどうか等は問われていない。辞

退の許否の判断は、具体的事件の受訴裁判所が行うのであるが（裁判員法34条

７項）、この段階では、まだ具体的事件が係属する受訴裁判所が構成されてい
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ないので、判断のしようがないからである。

（３）裁判員候補者の呼び出し

　その後具体的事件が係属すると、受訴裁判所は、公判前整理手続を経て（裁

判員法49条）、裁判員等選任手続を行う期日を定めて、裁判員候補者名簿登載

者の中からくじで選定した裁判員候補者を呼び出す（裁判員法27条）。裁判所

は呼び出しに際して、呼出状とともに「（事前）質問票」を用いることができ

るとされており（裁判員法30条）、実務上はすべてのケースで利用されている。

（４）質問票の実際

　質問票は、具体的な受訴裁判所が用いることができるとされているため、調

査票のような統一的な書式は定められておらず、各地方裁判所に委ねられてい

る。事前質問票では、概ね、次のような事項が問われているようである。

①裁判員になることができない事由があるか。

　裁判員法14条の欠格事由の有無、裁判員法15条の就職禁止事由等の有無。

②辞退の希望の有無

③辞退を希望する場合、その理由

　裁判員法16条の辞退事由、裁判員辞退令に定める事由のほか、「その他」と

して裁判員になることができない具体的な事情等を自由に記載することができ

る。宗教を理由とする辞退を希望する場合、この欄に記載することになる。

　候補者は、質問票を指定の期日までに裁判所に返送する。

（５）裁判員等選任手続

　呼び出した候補者の氏名を記載した名簿は、選任手続期日の２日前までに、

検察官、弁護人に送付され、選任手続期日当日、検察官と弁護人は、裁判員候

補者が提出した質問票の写しを閲覧することができる（裁判員法31条）。

　選任手続期日には、裁判官、検察官、弁護人が出席し（裁判員法32条）、裁

判長から候補者に対して、質問することができる（裁判員法34条１項）。質問

の仕方は、裁判所によって異なるようであるが、辞退申立が質問票に記載され
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ていた場合は、個別に質問をしているようである。

第３　辞退と宗教的事由

　では実際に、宗教的事由を理由とする辞退の申立はあるのか、あるとしてそ

の申立にはどのようなものがあるのだろうか。実際に裁判員裁判を主宰してき

たある地方裁判所の裁判長の経験から紹介する26）。

１　聖職者からの辞退申出

　聖職者からの辞退申立の理由としては、「裁判員の職務を行うことによる精

神上の重大な不利益」を理由とする裁判員辞退令６号の申立ではなく、「その

従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事

業に著しい損害が出るおそれがあるものがあること」を理由とする裁判員法16

条８号ハの申立が多いという。つまり、葬儀が急に入る可能性を理由とするも

のである。その場合には代替困難であれば、裁判員法16条８号ハに該当すると

して、辞退を認めているようである。これに対して、葬儀が急に入る可能性は

あったが補充裁判員を務めた聖職者の例もあるという。

２　澁谷友光氏の経験 

　澁谷友光氏は、青森市のプロテスタント教会の牧師であるが、2009年９月に

青森地方裁判所で行われたわが国３例目の裁判員裁判に、裁判員として参加し

た。澁谷氏は辞退を申し立てず、裁判員を務めたが、その理由を次のように述

べている。

　「牧師であるわたしが、主に仕える者として意見を発していく必要がある。

そのためのよい機会だと思えました」27）。

３　信者からの辞退申立

　これに対して信者からは、宗教を理由とした裁判員辞退令６号による申立も

あるようである。例えば、「宗教上、人を裁くことに疑問がある」、「聖書に基

づく信条及び良心に反する」などを理由とする申立である。このように、質問
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票が返送された段階で、裁判員辞退令６号の辞退申立の内容が具体的であれ

ば、呼出しを取り消すことも多いようである。しかし、単に「裁きたくない」

等の場合は、選定手続期日に出頭してもらい、質問手続を経て、辞退申立を認

めないこともあるとのことである。

第４　課題と展望

１　近代国家における信教の自由と裁判制度 ―「人を裁く」とは―

　周知のとおり、近代国家において信教の自由は精神的自由確立の牽引車で

あった。精神的自由獲得の歴史は、信教の自由獲得の歴史であったとも言え

る。その意味で、裁判員制度が導入されても、内心の自由としての信教の自由

は最大限尊重されなければならないことは言うまでもない。

　しかし、ここで改めて考えたいのは、信教の自由と裁判制度の関係である。

仮に、ある信教の自由が「裁かない自由」を包含するとしても、そのことは、

信教の自由が裁判制度に背を向けることになるのだろうか。そもそも、信教の

自由という精神的自由も、憲法の下で機能する裁判制度なしには保障され得な

いのである。信教の自由も、憲法及び関連法の適正な適用なしには保障されな

いのである。信教の自由を守るプロセスは、近代国家においては法の適用のプ

ロセスである。このことは刑事裁判も同じである。刑事裁判は、被告人という

「人を裁く」手続ではない。刑事裁判もまた、具体的事件に法を適用するプロ

セスである。社会秩序の維持が不可欠な営みであるとすれば、刑事裁判は、そ

のために法を適用するプロセスである。逆に、宗教的に「人を赦す」というこ

とは、罪を犯した者に罰を与えずに放免することではあるまい。国民が裁判に

参加する裁判員制度が始まった今、「人を裁く」ということを、社会と法の視

点から捉え直す必要があるのではないか。

２　宗教・宗教人・宗教団体と社会 

　近代国家においては、宗教も、宗教人も、そして宗教団体も、社会の枠組

み、法秩序の枠組みの中で存在し、活動するものである。わが国の法秩序は、

日本国憲法の下、宗教、宗教人、宗教団体を守る機能を果たしている。宗教
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人、宗教団体は、それぞれの宗教的信念に基づいて、他の人々に思いを寄せ、

自ら持つものを他の人々と分かち合い、そして自ら公正であろうとし、社会を

公正あらしめようとしているであろう。

　これまでわが国では、正義はお上が決めるもの、正義は専門家が決めるもの

と考えられてきた。しかし、そうなのだろうか。法秩序の中に存在し、活動す

る宗教人、宗教団体は、この社会の正義についても、他の人々と分かち合うこ

とができるはずである。いや、分かち合うべきではなかろうか。

　先に紹介した澁谷友光氏は、「聖書にあるとおり、『人を裁くな』というのは

大前提。だからといって裁判員にならないというのは、あまりにも世間に対し

て背を向けた態度。制度として決まった以上は、その中でわたしたちに何がで

きるかを考えるのがクリスチャンの務めだと思います」と述べている28）。

　また、検察官が死刑を求刑した、いわゆる耳かき店員殺人事件29）で補充裁

判員を務めた男性は、「是非国民の皆さんにも、精神的には大変だと思います

けど、裁判員制度を通じて、広く言って私たちの将来の日本社会を良くするた

めにも、裁判員を務めて、この疲労感から何かしらを感じてほしいと思いま

す」 と述べている30）。

　正義を分かち合うこと―それが裁判員の役割なのである。

３　再び、「法の支配」の担い手としての国民 

　土井真一教授は「日本国憲法と国民の司法参加」の論文を次の言葉で締め

括っている。

　「法の支配の担い手である裁判所がその役割を果たすことによって、その果

実を享受するのは、一体だれなのか。裁判所がその役割を十全に果たすことが

できるよう、最終的に責任を負わなければならないのは誰なのか。法の支配は

誰のためにあり、法の支配を究極において支えなければならない担い手は、果

たして誰なのか。主人公は誰なのかを主人公自身が自覚しなければ、物語は始

まらない。」31）

　信教の自由が保障される、自由で、フェアで、責任ある社会を望まない者は

いないだろう。問題は、そのような社会をどうのようにして手に入れるのか、
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である。誰かが与えてくれるのを待つのか、それとも私たち自身が主体的に

創っていくのか―裁判員制度は、社会で共に生きる宗教人にも様々な問いを

投げかけている。
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