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パネルディスカッション

司会（田近・企画委員）　それでは、ディスカッションに移りたいと思います。

それぞれの報告について、報告順に従って、ご質問を受け付けて参りたいと思

います。報告者が司会も兼ねておりますので、ややこしいのですが、まず、私

が冒頭に行いました問題提起の部分についてです。

大石　眞（会員・京都大学）　ご報告中の「諸外国の対応」の中で、４類型を

区別されましたが、聖職者に関する限り、イギリスは第四類型（排除型）に属

するように見えます。この排除型の趣旨は「宗教、とりわけ教会が裁判に対し

て影響力を行使するのを防ぐため」とされていますが、他方、イギリスでは上

級聖職者は上院の構成員となっております。

　そうすると、立法の場での影響力行使は認めうるが、司法の場での影響力行

使は認めない、ということになります。その間の違いはどのように理解したら

よろしいのでしょうか、ご教示ください。

田近　肇（報告者・岡山大学）　私のレジュメの中で書きました、イギリ

スの1974年陪審員法の「選任される資格を有しない」ということの原語は

「ineligible」なのですが、これを「資格を有しない」と訳して良かったかど

うかということに、実は迷うところがないわけではありません。もし、この

「資格を有しない」という部分が聖職者を排除するという趣旨だとすると、ご

指摘のとおり、なにか妙な話だということになると思います。

　そうすると、これが排除型なのかどうかは、「陪審員という職務と聖職者の

職務とは両立しない」と言うときに、聖職者を陪審員から排除するという意味

で「両立しない」という言い方をしているのか、それとも、岩本先生のご報告
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のなかでもありましたけれども、聖職者がこの仕事をするのは職務上ふさわし

くないという意味で「両立しない」と言っているのか、どちらの意味で言って

いるのかが、ポイントになってくるのではないかと思います。それで、問題の

陪審員法の規定はどちらなのかと改めて聞かれますと、正直なところもう少し

調べてみないと解らないという返答しかできません。ちゃんと調べておきたい

と考えております。

　ただ、おそらく、この規定は、聖職者を積極的に排除するためのものだ

とは考えられていないのだろうと思います。と言いますのは、イギリスの

ecclesiastical law のいろんな概説書、例えば Norman Doe や Mark Hill の

概説書を見ますと、この問題の規定は exemption の例として紹介されており

ます。これは概説書レベルでの説明ですが、そうだとすれば、排除ということ

ではないのではないかと思われます。

司会　次に岩本先生のご報告に移りたいと思います。

西牧駒蔵（会員）　レジュメに「聖職者は、国家権力の行使を行う公務には就

くべきでない」という考え方に到達しましたとあります。その理由を、もう少

し詳しくご説明ください。

岩本潤一（報告者・カトリック中央協議会）　大きな問題でありますが、簡単

に申し上げますと、ご存知のとおりかつて教会はかなり大きな権力を持ってお

りまして、例えばバチカンはイタリアに多くの領土を持っておりまして、教権

が国権にかなり介入しているといいますか、政治的なことに関わっていた時期

が長く続いていたわけであります。それが近代になって、特にイタリアです

が、バチカンに教皇が押し込められて最終的にほとんどの領土を失って、ラテ

ラノ条約の政教条約を結んだということが背景にあるわけです。そういう経験

を重ねて、司教協議会の文書には「2000年の歴史を経て」云々と書いておりま

すが、特に近代の政教分離の流れを踏まえて、教会の方ももっと積極的に自分

たち教会は霊的な事柄、教会内の事柄に専念すべきであるとして、世俗的な事



179パネルディスカッション

柄は世俗の権力にむしろ任せるべきであるという立場に立つべきだと悟りまし

たし、そのために教会の規定も定めていったということが背景にあると思いま

す。

原田 保（会員・愛知学院大学）　一つ目に、前提事項として、マタイ福音書７

章冒頭にある「人を裁くことの禁止」をいかに理解するべきなのか、知りたい

と存じます。キリスト教文化圏の国々では裁判官も幼少時に洗礼を受けた信者

であるのが通常だと思われますが、信者が人を裁いてよいのか、教団あるいは

当該国々においてどのように理解されているのか、ご教示ください。

　二つ目に、教会法285条３項で「禁じられる」と規定されている事柄につい

て辞退・不参加を「勧める」に留めた理由を知りたいと存じます。禁止された

行為を許容するという矛盾を生じることにならないか、どのような議論を経て

このような結論になったのか、ご教示ください。

岩本　一番目は、聖書の解釈の問題になってしまうのですけれども、マタイ福

音書の７章、「人を裁くな」ということであったと思われますが、この新約聖

書のコンテクストでは、「裁くな」の「裁く」の基準となっているものは、お

そらく当時のユダヤ教の律法であったと思われます。それで、ファリサイ派や

律法学者がいたわけですが、当時のユダヤ教の厳しい律法に従って人を裁くな

と。そして、むしろ新しい新約のイエス・キリストの愛の掟に従って生きなさ

いという教えになると思いますので、裁判一般を否定したというようには、こ

れを解釈できないと思います。非常に fundamentalistic に解釈すれば、その

ようなことになると思いますが、私どもカトリック教会の考え方では、そう解

釈しないですし、またカトリック教会のなかでも実際に裁判所があるんです

ね。そして、もちろん世俗の裁判官になることについては全く問題とならない

と考えております。先ほど高畑先生ともお話ししていたのですが、今、アメリ

カの連邦最高裁判所の判事の半分以上がカトリック信者なんですね。そのぐら

いですので、問題はないと考えております。

　二番目の点は、微妙なものですが、確かに教会法285条３項で、公職に就く
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ことを禁じているのでありますが、その後私がこの法文の解釈に関する補足と

いうことで申しあげたとおり、この公職に就くことは、積極的に就く場合と強

制によって就く場合の２種類が区別される。積極的に就く場合には確かに禁じ

ているのですが、もしどうしても就きたい場合は何らかの免除を伴ってやる。

そして、強制によって就く場合にはやはり教会法と市民法との間の葛藤が生

じ、ちょっと問題が生じるわけですが、その場合には、どうしても絶対的に禁

じているというようには解釈できない。これは、バチカンの法文評議会の方で

も検討したのですが、そのような結論になっている。司教協議会のなかでどの

ような議論があったかは、私はその場に出ておりませんので、なんとも言えな

いところもあるのですが。そういうわけで、少し柔らかい表現を使ったという

ことになっております。矛盾するというようには考えておらず、絶対的に禁じ

られているわけではないという背景があるということであります。それからも

う一つは、実際に裁判員に選任されて、出頭拒否した場合には、過料が科され

るということは、ある程度国の法を犯すことにもなりますので、積極的に国の

法を犯せということをあまり強く言うのも少し問題があるのではないかという

ことを配慮したのではないかと思います。

長谷川正浩（会員・弁護士）　先生のレジュメの「聖職者に求められる守秘義

務が裁判員の職務と相容れない」こと、「裁判員裁判で被告となる刑法犯から

ゆるしの秘跡（告解）で罪の告白を聞いていた場合、裁判員として公正な裁判

を行うことはできない」ということを、もう少し具体的に、例えばどういう場

合なのかご教示をお願いします。

岩本　実際に裁判員になった場合に評議をして証拠調べをしたりするわけです

が、そのときに、もし被告人から事件の詳細について全て聞いていた、しかし

証拠の中でそのことが表れていないような場合が、極端な例ですけれども、あ

りうると思うのであります。そうしますと、その評議に加わった聖職者の裁判

員は、自分は本当は事実を知っているけれども、この証拠に基づいて判断しな

ければならないという非常に大きな問題を生じるわけであります。そして、そ
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のことは、自分は真実を知っているのにその真実を曲げて、ある判決を下すよ

うなことにもなりかねないのです。そのようなことをひとつは念頭に置いてい

るのではないか。こういうことも理論的にはありうるのではないかと考えてお

ります。

桐ヶ谷章（会員・創価大学）　カトリックの聖職者について裁判員候補に対し

辞退した例がおありでしょうか。その場合、聖職者という理由だけで辞退が認

められたのでしょうか。

岩本　申し訳ありませんが、具体的な事例の調査ができていないものでありま

して、私が知っているのは、裁判員の候補者リストに載った司祭がある教区で

２人ほどおりまして、どうしたらよいか司教に相談した。そしてその後司教団

が方針を出しましたが、方針を出したときには大分時間が経っておりましたの

で、その返事の期限を過ぎていたと思います。しかし、おそらく司教に言われ

たため辞退したのであろうと思いますけれども、事実確認はできておりませ

ん。また、その辞退が認められたかどうかということも確認できておりませ

ん。大変申し訳ありません。

司会　岩本先生、ありがとうございました。岩本先生のご報告に対するご質問

は以上のようですから、次に、藤丸先生のご報告に対する質問に移りたいと思

います。

小山一乘（会員）　刑務所内で、教誨師としての任にあたっている仏教の聖職

者が、裁判員制度について、どのように考えているかに関して調査されたので

あれば、その一端を教えていただきたいと思います。

　極刑としての死刑ではなく、仮に仮釈放なしの終身刑あるいは150年・200年

刑があるとした場合、先生は裁判員制度についてどのようにお考えになられま

すでしょうか。
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藤丸智雄（報告者・本願寺教学伝道研究所）　一つ目のご質問でありますけれ

ども、教誨師をされている方に直接、裁判員制度についての意見をお伺いする

ということは、現状では行っておりません。教誨師に関しましては、本願寺は

非常に積極的に関与をしていて、本願寺派そのものが非常に大きな組織をもっ

ておりまして、少し組織的な壁の問題もありまして、実は、当初この問題が提

起されたときに、教誨師の方々への調査も考えたのでありますが、現実に行う

までには至っていないというのが現状であります。

　二つ目のご質問ですが、仮釈放なしの終身刑があるとした場合、裁判員制度

についてどう考えるかということでありますが、基本的に、日本では現状とし

ては仮釈放なしの一生涯の終身刑は設けられておらず、極刑としての死刑のみ

ということですけれども、現状でも、私自身は、裁判員裁判に聖職者が裁判員

として加わっていくということについては、むしろ積極的な意味があるのだろ

うと思っております。

　若干ここは誤解を与えた面もあるかもしれませんが、例えば信教の自由、信

仰に非常に大きく死刑の問題が触れて、そのことが精神的に大きなダメージに

なるように考えられる場合には、四宮先生のご報告にもありましたが、個別の

そういった事態に関してはそれぞれに対応すべきであろうと思います。またこ

の死刑という問題に関しては、場合によっては宗教的な信念を持って死刑につ

いて反対であるという立場で裁判員になっていくということも、一つの関与の

仕方であろうと思います。こういう立場の方も、すなわち死刑廃止の立場か

ら、裁判員として積極的に関わっていきたい意見をもってらっしゃる方も多い

ですし、裁判員制度そのものは、きちんと死刑制度の問題に直面するという意

味では一つの機会となるのではないかというように思っております。

　逆に、150年や200年の終身刑については、これは個人的な見解ですが、死刑

問題を調査する中で感じたところもありますけれども、更生する余地を残さな

いような、こうした刑は、精神的にかなり厳しい刑であると思います。例え

ば、仏教には律というものもありますけれども、基本的には更生というか復帰

というか、そのようなものを見出せる法規が作られています。このことを鑑み

ても、こういう刑というのはなかなか厳しい、難しいのではないかなと思いま
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す。専門的な立場ではありませんが、そのように感じております。

小島信泰（会員・創価大学）　第一に、死刑制度に関して、本願寺派と大谷派

でお考えに相違があるとのことですが、その理由についてお教えください。教

義上の違いがあるのでしたら、これについてもお教えください。

　第二に、東アジアの仏教は政治（世俗）に大きく関与しているとのことです

が、これは大乗仏教の思想の影響が大きいからでしょうか。もしくは、中国仏

教の影響が大きいからでしょうか。また、アジアの仏教諸国においては、カト

リックの教会裁判所に相当するような裁判所はあったのでしょうか。

藤丸　一つ目の本願寺派と大谷派との違いについてですが、1600年代の初め頃

に、本願寺派と大谷派が分かれたのですが、分かれた理由というのが、お兄さ

んと弟が別に寺を持ったというだけのことでありまして、教義上の違いで分か

れたのではありません。もちろん分かれて400年経ちますから、例えば現代的

な解釈を行うのが大谷派で、伝統的な解釈を行うのが本願寺派というような指

摘もされますが、本件に直接関連するような点では、違いが特にあるというこ

とはないと思います。ただし、死刑制度に関しましては、非常に大谷派が先行

して進んだ議論をされていらっしゃるわけですけれども、２つ理由があるかと

思っております。１つは、現代的･社会的な問題に対して大谷派が非常に熱心

であるということと、もう１つは宗門や宗派の組織そのものが、大谷派の方が

意見を率直に出していける。本願寺派の場合は、本願寺派の宗門全体としての

意見をまとめていこうという意向・意思が強い組織でございまして、その辺り

の違いがあるかと思っております。

　二つ目の、東アジアの仏教は政治に関与していることについてであります

が、１点目の大乗仏教の影響が大きいかということに関しましては、この影響

もやはりあるのだろうと思います。あまり大乗仏教からの偏った見方をしては

いけないのですが、基本的に大乗仏教は、一般の信者との関係を大切にしてい

こうという意図を色々な部分でみていくことができます。こういったことが、

人々の生活との関わりを深めていって、人々が生活している社会の仕組みなど
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のところにも関与していくというような可能性を孕んだと言えるでしょう。

　ただし、ご質問の内容にもありますが、中国仏教の影響の方が、非常に、圧

倒的に大きいと思います。中国では、「偽経」といってそれまでなかったお経

を作ってしまいます。例えば『仁王般若経』という有名な偽経がありますが、

このお経を用いて、今でも色々なところで法要が営まれます。かつては皇室で

もこれを基にして法要が行われていました。このお経にはどういうことが書か

れていたかというと、時の権力者が、大きな法要をすると、仏教の加護があっ

て良いことが起きるということが書いてあるのです。このような内容は、当初

のインド仏教においてはちょっと考えられないようなものです。中国仏教者

が、こういう内容のお経をどんどん作っていってしまうわけですけれども、そ

れほどまでに、東アジアの仏教者というものは、時の権力とか政治とかという

ものとの関係に非常に苦しんで、仏教の方から色んな積極的に関与していくと

いう方策を採らなければならなかったということが推察できるわけでありま

す。

　それから、最後の質問ですけれども、私はカトリックの教会裁判所について

の理解が不十分ですが、世俗の外側に仏教はサンガ（僧伽）というコミュニ

ティを作るわけです。そのコミュニティ自体が、やはり秩序を保つためにルー

ルを持たなくてはいけないということになります。そのルールをおかした場合

は罰があります。その量刑は、現在の裁判と呼ばれているようなシステムとは

形が随分と違うもの、形で判断されます。ルールそのものは同様にあるわけで

すが、基本的には申告です。罪を皆が集まっているところで申告して、大概は

懺悔、すなわち何人かのお坊さんの前で自分の罪を悔い改めることで、罪が許

されていくという形になっています。ですから、それもひとつの罰則かも知れ

ませんけれども、今日も少し応報という話をしましたが、罪の軽重によって苦

痛を与えるような刑罰が設けられていたわけではありません。

田近　ご報告の中で、「市民としての宗教者」ということに言及されたと思い

ます。この点について、もう少し詳しくご説明いただけないでしょうか。つま

り、今回のシンポジウムは、「市民としての義務」と「宗教者としての義務」



185パネルディスカッション

との不一致が問題となっているわけですが、両者の葛藤の克服は、宗教者の立

場からはどのように説明されるのでしょうか。別の言い方をしますと、四宮先

生がご報告の最後の部分で、市民として法の支配を支えるという側面を指摘さ

れましたが、「市民としての宗教者」という考え方というのは、宗教者の立場

から四宮先生のご指摘に応えるものなのかどうかということをお聞きしたいわ

けです。

藤丸　実はそこが言いたかったところでありまして、葛藤というのはそもそも

宗教者や宗教や宗教教団がどのようなあり方をしているかということで決まっ

ていくわけです。そうすると、一つ目でお話をしたかったのは、そもそも現状

として、例えば学生アンケートでほとんどが仏教的理由で判断しないとか、あ

るいは、私は色々なところで裁判員に参加されたお坊さんなどからもお話をお

聞きしましたが、実は強い葛藤がそもそも余りないのです。そのことを、お話

をしたかった１点目なのです。もちろん、これはあまり一般化してはいけませ

んけれども、多くの僧侶が、裁判員として裁判員制度に加わっていくというこ

とに対してそもそも大きなコンフリクトを感じていないのではないかという印

象を持っているのです。

　そうすると、そもそも今日のテーマは問題にならないのではないかと思うの

ですが、ただし、ここが重要な問題だと思っています。今日最後に四宮先生に

大変重要なご指摘を頂いたのですが、葛藤や拒否感が弱いといっても、「裁き

たくない」という思いが（日本の市民全体もそうですが）、宗教者の反応や学

生のアンケートにあることも確かなのです。ここには、おそらく裁判員制度に

対する「裁判というのは善い人が悪い人を裁いていくのだ、あるいは、専門

的・法的な知識を持っている人が一般の悪い人たちを裁いていくのだ」という

ようなイメージがあるのだと思います。

　それは誤解が大きいところであって、むしろ、このように私などが裁けるの

だろうか、というのが、仏教者が裁判員となる上で、大切であると思うので

す。仏教では、基本的には人間は罪悪を抱えているものと考えます。自分は罪

悪・煩悩を抱えていると思っているからこそ、裁けないと思ってしまうわけで
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あります。だけど、私はそういう視点を持って裁判員として裁判員裁判に加わ

るということは、ひとつの価値を提供するという意味で、宗教者の立場として

は非常に重要なことだろうと思うわけです。

　ですから、葛藤はそもそもそれほどないのだから、まずはさほど問題にする

必要はない。しかし、「市民としての宗教者」として入っていったときには、

実は、内在的には宗教的な価値をなにがしかもって入っていくわけですから、

それをきちんと発揮すれば、むしろ日本の社会ということからも、あるいは宗

教者としても、社会に宗教的な価値を還元するという点で見れば、非常に良い

ことなのではないかと思っております。

司会　藤丸先生、ありがとうございました。藤丸先生のご報告に対するご質問

は以上のようですので、次に、高畑先生のご報告に対する質問に移りたいと思

います。

樋口美佐子（会員）　第一点目に、アメリカの陪審制度が創設された背景とし

て、教会あるいは聖職者から市民へ、裁判権の一部が譲渡されるというのか、

ある意味、教会から分離されたという考え方はなかったのでしょうか。同時

に、聖職者に対する免除はすでに組み込まれていたのではないでしょうか。

　第二点目ですが、レジュメの中で、「宗教上の信条が先入観を与え」という

ことを避けるために、特に「死刑に対する信条」が「確信的な場合」の忌避は

許される、とありますが、どのような形で「確信的な」態度を測るのでしょう

か。例えば「所属する教団」を判断基準にするのでしょうか。

高畑英一郎（報告者・日本大学）　まず第一点に関してですが、確かに中世の

教会はある程度世俗の問題に対して裁判権を持っていたというのは事実だと思

います。ただ、政教分離をかなり意識した人たちがアメリカに渡っていた、全

員が全員そうであったとは言えませんが、比較的多くの人たちがヨーロッパで

のそういった教会の様々な世俗に対しての融合を嫌って新世界に渡っていった

という背景もあって、どちらかというとアメリカに移植された段階において
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は、陪審制は教会とは関係のないものと認識されていたといえます。もっと

も、アメリカにおいて、陪審制がある程度定着していくのはやはり植民地時代

の後期と理解されていますので、教会からの裁判の分離・独立といったことは

アメリカではあまり意識されていなかったのではないかと感じております。

　聖職者に対する免除が組み込まれていたのかについてですが、これは私も

色々探しましたが、あまり文献がなかったことから、正直よく判らないところ

があります。これはなかなか難しい問題で、アメリカの場合はかなり初期の、

建国の段階で政教分離を意識しており、この政教分離というのは、政府と宗教

の分離だけではなくて、一部には世俗主義も意味しますので、政治領域からの

宗教者の排除という要素も含まれていました。陪審からの聖職者の免除といっ

た場合はあくまでも「免除」というかたちで理解されていたのですが、一部の

州においては（なんらの文献上の根拠がなく、ただアメリカの建国そして18世

紀から19世紀にかけてのアメリカの政治と宗教との関係を背景に考えるわけで

すが）、公的な領域から宗教者を排除するという、もしかすると田近先生の分

類で言えば第四類型にあたるような考え方が背景にあったのではないかと思い

ます。それを示す一例としては1978年にようやくアメリカの最高裁で違憲判決

（McDaniel v. Paty, 435 U.S. 618 (1978)）が出るのですが、一部の州におい

て聖職者（宗教指導者）が聖職者という立場でもってその州の議会などに立候

補することを禁止するという規定が、20世紀の後半まで継続していたというも

のがあります。これはまさに政治の領域から宗教者を排除するというものであ

り、陪審制度と聖職者との関係においてもある程度適用可能な考え方であった

のではないかと考えることができます。

司会　第二点目の問題につきましては、五十嵐先生が関連する質問をお持ちの

ようですので、それとあわせてお答えいただけないでしょうか。

五十嵐二葉（非会員・弁護士）　レジュメにある、「死刑に対する宗教上の信条

が陪審員としての義務の履行を妨げるほど確信的な場合」の一例として「刑の

適用に影響のあるとき」とお話になりましたが、例えば、死刑適用に反対して
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無期刑を主張するなど、評議の重要なポイントはすべて「適用に影響ある」に

該当するのでは、と考えますが、その意味で、もう少し具体的にお教えくださ

い。

高畑　先の樋口先生のご質問に関連させながら答えていきたいと思います。ア

メリカにおいては、先ほど紹介した予備尋問の段階で、かなり細かい質問を陪

審候補者に対して行います。質問項目も、事件によっては100 から130 ぐらい

までの項目に渡り、記入するのにも数時間ぐらいかかるものもあります。質問

表は、候補者が裁判所に召喚された段階で検察側、被告人側から提出されるも

のですが、候補者はそれを記入し、その記述に基づいて双方が実際に予備尋問

をしていきます。そのなかで、当然どの宗教を信じているのか、どの教団に属

しているのか、あるいはどの程度教会に通うのかなどの、かなりプライバシー

に踏み込んだ質問を行うとともに、特に死刑に関連するような裁判の場合は、

死刑についてはどう思うのか、更には絶対的に死刑は否定すると考えているの

か、どのような場合であっても死刑は許されないと考えているのかなど、かな

り踏み込んだ質問を予備尋問で行います。

　私が紹介した「確信的な場合」とは、どのような場合でも死刑は認めないと

いった非常に強い意向を示している場合ということになります。死刑事件自体

が全員一致の評決を要求するものであり、したがって一人でも死刑について法

律と証拠に基づいて判断することすら認めないほど確信的に死刑に反対してい

るような人がいた場合には、評決自体を下すことができなくなってしまうこと

になるわけです。

　そういった事態を当然ながら裁判を始める前に訴訟当事者は避けたいと考え

ますから、そのような人たちを忌避することが考えられるわけであり、また裁

判所も、一般的にこのように裁判の手続きを行うことが難しい、言うなれば陪

審員としての義務を果たすことが間違いなく期待できないといった場合には、

忌避することもやむをえないと理解しているわけです。そういう意味では、ま

さにこの確信的というのは、「絶対に認めない」と信念として持っているとい

う人たちを念頭に置いていると理解して頂きたいと思います。
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中野　毅（会員・創価大学）　1970年代後半だと思いますが、統一教会の教

祖・文鮮明氏がニューヨーク州で、脱税（1000ドル程度）容疑で裁判にかかり

ました。その際、ニューヨーク州の当該地区裁判所は「反統一教会」感情が住

民の間に強いため、職業裁判官による審理か、陪審によるなら他の地区におい

て審理してほしいと訴えたが、全て拒否されました。有罪となり、服役しまし

たが、一種のバッシングとの評価もあります。宗教的マイノリティによる犯罪

と陪審員の宗教的所属・信仰との関係を考える必要はないのでしょうか。他に

類似のケースはないでしょうか。

高畑　他に類似のケースがあるのかに関しては、残念ながら私の不勉強により

分かりません。マイノリティの人たちが被告人となり、そしてそのマイノリ

ティに対しての反感といったものが地域において存在しているといった事例

は、宗教的マイノリティだけではなくて、人種的なマイノリティあるいは様々

な要素でもってマイノリティになりうる人たちにおいても想定できる話ではな

いかと思います。

　報告の中で述べましたように、修正６条は、「公平な陪審による裁判」を被

告人の権利として認めています。そのような反感であったり「嫌う」という感

情が非常に強いような所での裁判は、公平な陪審を構成することができないこ

とになります。

　反感が強いような場所から、裁判官がそうした予断であったり偏見があまり

ないような地区に裁判を移し、そこで陪審審理を行うこともあります。この

ケースにおいてどうしてそれを行わなかったのかは、私にも分かりかねます。

裁判地の移動に関しては、検察あるいは被告人の申し出により裁判官が決定す

るという手続きが行われているようですが、決定に関しては裁判官の裁量が非

常に広く認められていると思われますので、なぜかと問われますと、本人に聞

いてみないと分からないことになろうかと思います。宗教的マイノリティとい

う問題ではなくて、むしろ修正６条の「公平な陪審」を構成するといった問題

として理解する必要があるのではないかと思います。
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司会　高畑先生、ありがとうございました。では、片桐先生のご報告に対する

質問に移りたいと思います。

竹内康博（会員・愛媛大学）　参審制裁判における判決決定方法（全員一致・

単純な多数決など）についてお教えください。

片桐直人（報告者・近畿大学）　簡単に言えば、３分の２の多数決になります。

ただし、事案によっては、絶対多数決が要求されるものもあります。が、基本

的には３分の２とお考え頂ければ結構かと思います。

長谷川　ドイツでは、国家の宗教的中立性の要請から宣誓の方法やスカーフの

着用が問題となっているようですが、これは、①宗教的価値観を排除しようと

しているのでしょうか。②そうであるとするならば、イ）宗教を信ずる者を排

除することによって宗教的価値観を排除しようとしているのか、ロ）宗教的価

値観を用いて裁判を行うことを禁じようとしているのか、いずれでしょうか。

片桐　まず基本的には、裁判は法に基づいて行わなければならないというのが

大原則でありまして、その意味では宗教的中立性が強く要請されるというのは

疑うべくもない事実です。ただし、宣誓の方法やスカーフの着用については、

宗教的中立性の要請があるから問題となると短縮してしまうことは問題でし

て、そういう宗教的中立性の要請があるにもかかわらず、一定程度各人の信教

の自由、信仰に配慮をしなくてはならないという話になっているということで

す。

　もちろん、宣誓の義務というのも、一般の市民的義務の一種ですから、信仰

の自由に配慮しなくても問題はないのではないかという学説もかなり強く主張

されているところではあります。しかし、連邦憲法裁判所は宣誓の問題につい

てはかなりの程度信教の自由に配慮をした判決をなぜか出し続けているという

説明がなされているところです。

　一方で、スカーフの問題は、これも要するに宗教的価値観そのものを排除す



191パネルディスカッション

るかという話ではなく、そのような外観を持った人が参審裁判官として公判に

関与すること自体が裁判所の公平性・中立性を害するのではないかという観点

から問題となるということであります。これに対しても、害するから除斥をす

るなり排除をするなりしたらどうかという議論もありますが、報告の中で触れ

たのは、そのような場合であってもやはりなお、参審裁判官の信仰に配慮をす

べきだという議論も根強いのだということであります。ですので、ご質問の宗

教的価値観を排除しようとしているかということは、宣誓やスカーフの着用の

問題とは別個に、そもそも当然の前提であるということです。そして、それを

どのように担保しようとしているかの問題に、宗教者を排除しようとしている

のか、それとも宗教的価値観を使うなという点が位置づけられます。この点に

ついては、そのいずれでもなく、宗教的価値観を使って裁判をしてはならない

のは当たり前の話であって、その上でどこまで配慮をするかが問題となるとい

うことです。

　この点に関連して、先ほどの「市民としての宗教者」の問題が議論にあがっ

ていましたが、まさに、私がこの報告を通じて皆様に問いかけたかったこと

は、市民としての宗教者が、そういった立場で裁判に関与するときに、そこに

もなお問題は残っているはずなのであるという点であります。要するに参加の

部分だけで義務と信仰との調節・調整が問題になる、ということだけではな

く、更に裁判員として参加をしたときになお、何がしかの問題が将来的にはあ

りうるのではないか、むしろ、そういう問題にも光を当てて議論をすべきなの

ではないかということを申し上げたかったわけであります。

　特にわが国の場合は、午前中の田近先生のご報告の中でも若干触れておられ

ましたが、神戸高専の剣道実技拒否の事件などをみても分かるように、必ず政

教分離原則との関係が問題となるわけです。そういう観点からしても、このよ

うな議論がひとつ、素材の提供になるのではないかと考えた次第です。

司会　片桐先生、ありがとうございました。では、四宮先生のご報告に対する

質問に移りたいと思います。
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長谷川　裁判をするということは、法律に従わなければならないことはもちろ

んですが、良心（裁判官の価値観）の支配する場面も大きいと思います。刑事

裁判では特に量刑を決めるのは裁く人の価値観によると思われます。この価値

観はもちろん宗教的価値観も含むものと考えられます。とすれば、宗教者はそ

の価値観を裁判員として実践することが当然と思われます。この意見について

先生のお考えをお聞かせください。

　１つは、裁判する者の良心＝価値観に宗教的価値観を含むことは当然かどう

か。２つは、結果的に裁判員制度が宗教者にとって布教の場となりますが、特

に合議することによって、他の裁判員や裁判官に自己の宗教的価値観（例えば

死刑反対）に同意を求め、説得することとなりますが、この是非について、お

教えください。

四宮　啓（報告者・弁護士）　先ほど藤丸先生が仰ったように、宗教的価値観

が持ち込まれるのはむしろ想定されたことであると思います。なぜかと申しま

すと、人間は育った環境等が全て違うわけですから、それぞれが価値観を持っ

ている、それを持ち寄るところにこの制度のメリットがあるのだと思います。

ただ、この仕組みは、その特定の宗教観だけで、決定されるようにはできてい

ないということです。様々な考え方をぶつけ合って、そのなかでコンセンサス

のできたものがその中でのベストな判断だと思います。あとは、その宗教観に

基づいた意見が説得力のあるものかどうかであります。それに説得力があれ

ば、それは宗教によって説得されたというよりは、その考え方に普遍性がある

からであると私は思います。しかも、陪審にしろ参審にしろ裁判員にしろ全部

そうですけれども、価値観だけで決まることは絶対にないわけであります。そ

の価値観が、証拠と法律に則ったものであるときに初めて、ほかの裁判員や裁

判官に説得力を持つのだと思います。ですので、せっかく６人集まるのだか

ら、六人六様の価値観を出しあう、むしろそれは、それぞれ集まった人たちの

義務であるというように私は思います。そのことからすると、死刑でも同じこ

とであります。

　布教の場になるという質問ですけれども、これはちょっと私には分からない
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部分ですけれども、例えば、大谷派の信徒で死刑に反対であるという場合は、

大谷派だからというものではないと思うのです。死刑に反対する理由が、説得

力のあるものかどうかであります。日本の死刑制度はアメリカと異なって、例

えばアメリカでは死刑か無期しかない場合には、死刑にすべき加重事由と死刑

から落とすべき減軽事由の事実を陪審員が証拠に基づいて全員一致で認定する

わけです。ですからそれは非常に基準がはっきりしている。日本の永山基準の

ように曖昧なものではない。ただ逆に言えば、日本は基準が曖昧だからこそ、

もし死刑を回避すべきだという意見に説得力があれば、回避できるというわけ

です。それは、布教というよりは、その一人ひとりの価値観・意見が、法律と

証拠に、しかも常識に基づいて、説得力があるかどうかという問題であると思

います。信念があるならば、必ず意見を言って議論すべきであるというのが私

の意見です。

井出存祐（会員・日蓮宗）　裁判員制度は、司法制度改革の一つとして制定さ

れたことは承知していますが、何故に三審制の裁きを改革しないで、一審だけ

に裁判員を置くのか、問題でありましょう。裁判員は、「主権者としての権能」

ということですが、いかがなものでしょうか。

四宮　これも設計段階では、どの審級つまり一審・二審・三審のどこに国民に

入ってもらうかということも、議論になりました。そして最終的には一審つま

り地方裁判所レベルだけにしようということになりました。いくつか理由があ

ります。一番大きな理由は、日本の刑事裁判の仕組みに原因があると思いま

す。なにかというと、日本の刑事裁判は民事裁判と違って一審で完結する仕組

みになっております。特に、事実の認定といって証拠からどのような事実が

あったかを判断する部分は、一審で完結する仕組みになっています。ですから

控訴審、つまり二審は、もちろん事実を持ち込むことができないわけではあり

ませんけども、その一審の判断が法律的な視点から見て間違いがないかどうか

をチェックする「事後審」制を採っていますので、ここは基本的にアメリカと

似ておりますけれども、控訴審や最高裁というところは、法律審と分類してい
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いと思います。もちろん、控訴審や最高裁で、事実が重大な場合には事実を問

題にすることができるわけですけれども、基本的な仕組みとしてはそうなって

いる。裁判員というのは、まさに事実の認定にこそ常識の判断が役立つという

前提で入れられていますので、二審・三審には法律的な視点が強くなるので入

らないというような形になりました。

　今のご質問にはこれが答えですが、一点だけ、最初のご質問で、１つだけ

ちょっとご紹介したいことがあります。今日は死刑のことが問題となりました

ので、例の耳かき店員殺害事件で、裁判員の方たちが、何を言ったかについ

て、３つだけご紹介したいと思います。

　１つは、「シロウト」に死刑判断ができるかどうかということです。今まで

は、永山基準という基準で裁判官たちは判断をしてきました。これについてあ

る裁判員はこう言っています。「私たちは遺族感情だけを考えて判断したわけ

ではない。公平、第三者の立場に立って総合的に判断しました。感情だけでは

死刑という判断はできないと思います。最終的には自分の意見や気持ちを大事

にして判断しました。永山基準だったり、裁判官裁判の基準だと思います。自

分の考えを入れないと、裁判員裁判の意味がないと思って判断しました」。

　２番目は、死刑か無期かということが、重いか軽いかということですけれど

も、「遺族や被害者や被告、いろいろな方向から考えて、どちらが重い刑とい

うことはなかった。自分にとってはどちらも重い刑だと思います。」というよ

うに言っています。

　最後に、ひとつだけ紹介いたします。これはあまり報道されなかった意見な

のですけれども、「これまでは、人が人を殺したら命で償うと漠然と思ってい

ましたが、裁判員としてこの事件を見てきて、ただ人を殺してその人の命を

奪っても償いきれない、どんな刑でも償いきれない犯罪・罪だと思った。だか

ら、生きて、向き合わせるべきだというように考えた。」というものです。

片桐　先ほどの四宮先生のお話を聞いて、報告の中でも触れましたけれども、

スカーフ、イスラム教徒をどうするかという問題に関連して、ドイツでも当然

裁判所の中立性を担保するために、要するに社会の様々な代表者をサポートで
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入れるのだと、だからそのような人を排除してはならないのだという議論に

なっているということを改めて指摘させていただきたいと思います。

司会　四宮先生、ありがとうございました。それぞれのご報告に対する質問は

以上のようなのですが、そのほか、ご質問がございましたらお願いいたしま

す。

桐ヶ谷　聖職者であることを理由に裁判員を辞退しうることを制度で認めるこ

と、または運用で認めることについての課題（そのような制度や運用の可否も

含めて）に関して、お教えください。また、信教の自由と国家の中立性の対抗

の観念からどうお考えになるかなどについて、お教えください。

田近　信仰の自由と国家の中立性の対抗の観念からどのように考えるかという

問題というのは、裁判員になる義務の免除を認めるか認めないかという問題に

特有のものではなくて、宗教的な免除を認める場合一般について同じ議論が出

てくるのだろうと思います。つまり、「ある宗教を信じているから、ある義務

が免除されるのだ」という話になると、「それは特定の宗教の信者をえこひい

きしていることになるのではないか」という見方は常に出てくるわけです。

　先ほど片桐先生がご指摘になったと思うのですが、神戸高専の剣道実技拒否

事件でも結局、エホバの証人という宗教を信じている生徒について、「あなた

は剣道の実技を宗教上受けられないというのであれば、受けなくてもよろし

い」とすることが、国家あるいは公教育の中立性という観点から見てどうなの

かが問題となっていたわけです。ですから、この裁判員の就任義務を免除する

かどうかという問題についても、基本的にはその枠組みの中で考えるというこ

とになるのではないかと思われます。

　そのうえで、聖職者であることを理由に裁判員を辞退しうることを制度・運

用で認めることについての課題、そのような制度や運用の可否も含めた課題と

いう部分についてですが、これについても、一般的な議論の枠組みの中で考え

るべき事柄と、裁判員の就任義務に特有の問題という２つの要素があるのでは
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ないかと思います。

　まず、前者の問題について、宗教的免除を認める場合、つまり、ある人が、

自分はこれこれの宗教を信じていて、宗教の教えでこういうことはできないの

だということを言った場合、その主張が真摯なものであることをいかに担保す

るかという問題は、常に出てくるわけです。この問題は、裁判員の就任義務の

免除の問題に限らず、出てくるのではないかと思われます。

　裁判員制度に特有の問題ということになりますと、聖職者であることを理由

に裁判員の辞退を認めるのかどうかは、おそらく最終的にはある種の比較衡量

をすることになるのだろうと思うのですが、その際にどのような比較衡量をす

るのかが問われるのだろうと思います。つまり、比較衡量をする際に、裁判員

制度の意義あるいは聖職者もまた裁判員制度に参加してもらうということの利

点がどのように評価されるのかが問題になってくるのではないかと思うわけで

す。

　各先生方のご報告の中であったように、裁判員裁判が裁判員の構成という点

から考えても公平なものでなければならないのだとすれば、特定の立場の人々

がそこから抜けてしまうということがはたして公平な構成といえるのかという

ことが問題となるでしょうし、あるいは、いろんな立場や価値観を反映させる

というところに裁判員制度の意義があるのだとすれば、特定の価値観が抜けて

しまうのを認めることはその意義を失わせることにならないかが問題になるよ

うに思われます。

　一方では信教の自由を保障しなければならないのは当然ですが、他方では裁

判員就任義務を課すことには一定の意義があるわけでして、それをどう比較衡

量するかが問われるのではないかと私は感じております。

桐ヶ谷　今のお答えで７～８割答えて頂いたのですが、私のもうひとつの質問

は「信仰」を理由に免除されるかどうかということではなくて、「聖職者であ

ること」を理由に免除するというような制度を作ることができるかという問題

です。例えば岩本先生がご報告になったカトリックの司教会議で辞退しなさい

という勧告が出たとします。そのような場合に、カトリックの司祭であるので
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その勧告に従う義務があるというような理由で辞退することを認める、という

ような制度を作れるのかどうかという問題も含めてお願いします。

片桐　ドイツ的な観点からお答えします。ドイツの場合は、参審裁判官の推薦

名簿には職業まで記載しないといけないことになっています。更には、就職禁

止事由にあたる修道会も基本的には定款審査をするということです。ですの

で、かなり客観的にどの教団のどういう人なのかということはわかるというよ

うになっています。

　問題は、わが国で同じ制度が作れるかということですけれども、先ほど四宮

先生のご報告を聞いて思いましたのが、職業に関してはそれが真実であるかど

うかを調べるまで可能かどうかは分かりませんが、基本的には書いていただけ

れば良いのだろうと思います。その上で、もうひとつは、例えば修道会のよう

なものはどうするかという話が残るわけですけれども、これも、規約を取り寄

せれば良いので、やってやれないことはないのではないかと思われます。

高畑　アメリカ的な考えでいきますと、基本的に陪審からの免除が認められて

いたのは、信徒ではなくて聖職者であったということです。ひとつには、そも

そも宗教がアメリカ社会では非常に大きな意味を持っているのであり、また常

に聖職者は信者に対してその心の悩みなどの相談を受け付けるという役割が社

会的にも重視されていたということから、そしてやはり宗教者であるために、

聖職者は「裁く」とともにキリスト教的な意味での「赦し」というものを、

「職務」というと語弊がありますけれど、信仰上の役目についての考え方のひ

とつとして常に意識していることから、免除の聖職者限定を理解することがで

きるのではないかと思います。こうした「赦し」という言葉あるいは考え方自

体が陪審員としての職務に適合するのかといった問題が、アメリカにおいても

聖職者を免除する理由のひとつとして常に議論されてきたところです。日本で

の対応についても、宗教に関しての社会的な理解の違いをあげることができる

かもしれません。私としては、これに関しては深く考えていなかったというこ

ともあって、今後の課題にさせて頂きたいと思います。
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　もうひとつ、免除あるいは宗教に対する配慮という問題と捉えることができ

ると思います。神戸高専の事件においても議論されましたが、何かをしなさい

という作為を義務付けるような場合には、それに対しての代替的措置をとるこ

とでもって、宗教に対しての免除が生み出す何らかの不公平感を解消するとい

う手立てが考えられると思います。神戸高専の場合はレポートを代替として出

すといったことが最高裁においても言及されましたし、あるいは良心的兵役拒

否においても、なんらかの非軍事的な役務を行うことでもってその不公平感を

解消できるのではないかと考えられています。

　ただ、裁判員に関して、裁判員の就任に代わる何かしらの代替的な行為が想

定できるのかといいますと、私は今のところ思い浮かばないというのが正直な

ところです。裁くこととは違う義務を課すことが好ましいことであるのかどう

かは、国民的な合意において考えていく必要があるのではないかと思います。

他方で、国民的合意を配慮の問題に持ち込むのは、国民全体が一定の宗教の問

題について議論し決定することから、政教分離の問題もありますし、あるいは

信教の自由との関係においても抵触の可能性もあります。ただ、不公平感とい

う問題を解消する場合には、ある一定の国民的な合意、これは最終的には法定

化というかたちになるのかもしれませんが、それも想定に入れて議論していく

必要があるのではないかと考えております。

四宮　私は宗教者・聖職者であることで一律に、陪審で言えば exemption で

すが、欠格、資格がない形にするというのは、なかなか難しいと思います。な

ぜかというと、宗派によって聖職者の役割が大分違うのではないかと思います

し、かといって、憲法の20条を考えれば、宗派によって区別することはできな

くなりまして、一律に exemption として認めざるを得ないというのはやはり

問題であると。むしろ、役割が宗派によって違うのであれば、日本であれば辞

退、excuse を個々のケースで、その方の人格的なレベルまで問題になるケー

スなのかどうかを基準に、個別的に判断していくというのが良いのではないか

と思います。
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司会　議論は尽きないようですが、お時間が参りましたので、これでシンポジ

ウムを終わることにしたいと存じます。報告者の先生方に改めて御礼を申し上

げるとともに、長時間にわたってご参加くださった皆さまに感謝申し上げま

す。ありがとうございました。






