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 特別臨時司教総会  

 

■2016年度特別臨時司教総会 

日 時  2016年 10月 7日（金）9：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  マレラホール 

出席者  会  員     16人 

オブザーバー   4人 

総会事務局    7人 
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報 告 

1. ユスト高山右近列福式の準備状況について 

2017年 2月 7日に大阪城ホールで開催されるユスト高山右近列福式の準備状況について、列聖推進委員

会委員長の大塚喜直司教から報告が行われた。 

2. 2017 年度日本カトリック司教協議会年間活動方針について 

本年 9 月と 10 月の常任司教委員会で検討し、2017 年度予算編成のための司教協議会年間活動方針を確

定したことが報告された。 

3. 聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの聖遺物安置について 

本年 9 月末まで各教区を巡回した聖ヨハネ・パウロ二世と聖ファウスティナの聖遺物は、東京大司教区

に安置することになった。 

4. 熊本地震の被災状況と支援状況について 

福岡教区の宮原良治司教から熊本地震の被災状況と支援状況が報告された。 

 

審 議 

1. 日本カトリック司教団メッセージ「原子力発電の撤廃を」承認について 

本特別臨時司教総会での諸意見を加味して修正した「原子力発電の撤廃を」を日本カトリック司教団メ

ッセージとして発表することを承認した。なお、修正後のメッセージの確認は11月常任司教委員会で行

う。 

2. 白浜新司教の司教協議会内での役職について 

新たに司教協議会会員となった白浜 満司教の司教協議会での役職を典礼委員会担当司教とすることを承

認した。 

3. 日本の教会として、性虐待の被害者のために祈る日の設置について 

教皇の呼びかけに応え、日本の教会として、性虐待の被害者のための祈りと償いの日を設定することに

ついて、以下の内容で対応することを承認した。 

①四旬節第 2金曜日を「性虐待被害者のための祈りと償いの日」に設定する。 

②2017年 2月、教皇の呼びかけに応え、日本の司教団として「性虐待被害者のための祈りと償いの日」

を設定した根拠、動機についての司教団メッセージを発表する。 

③2017年 2月の司教総会中に性虐待被害者のための祈りと償いの意向でミサを捧げる。 

④2年目以降は、司教団メッセージの趣旨に沿って、「子どもと女性の権利擁護のためのデスク」で具

体的な取り組みを検討する。 

4. 2017 年度司教総会日程に関する件 

2017年度司教総会を以下の日程とすることを承認した。 

2017年度定例司教総会    2017年 2月 20日(月)－24日(金) 

2017年度第 1回臨時司教総会 2017年 9月 25 日(月)－29日(金) 

2017年度第 2回臨時司教総会 2017年 12月 14日(木) 

 

 

 常任司教委員会  

 

■10月定例常任司教委員会 

日 時  2016年 10月 6日（木）10：00－13：45 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  委  員  7人 

          事務局  7人 



- 3 - 

 

報 告 

1. 教皇庁・広報部門の組織改革について 

教皇庁・広報事務局より、7 月 27 日付の教皇使徒的書簡（自発教令）によって「広報事務局」(“The 

Secretariat for Communications”)という新しい部門が設立された通知があった。この「広報事務局」

は、これまで広報に携わってきたすべての部署を統合する。 

2. 熊本地震被災状況と支援状況について 

福岡教区の宮原良治司教から、熊本地震の被災状況と支援状況に関する報告が行われた。10 月 4日現在

の義援金の収入総額は 172,864,046 円、支出総額は 33,519,437 円、支出予定額は 127,293,400 円となっ

た。 

3. 東日本大震災に関するカリタスジャパンの対応について 

東日本大震災にあたっての、現在までの募金状況と活動状況がカリタスジャパン・菊地 功司教から報告

された。9 月 30 日現在のカリタスジャパンへの募金は、919 百万円、国際カリタスからの募金が 1,542

百万円で計 2,461百万円、援助金支出は、1,891百万円となった。 

4. 中央協議会口座の東日本大震災復興義援金残高について 

9 月 30 日現在の中央協議会口座の東日本大震災関連・義援金残高報告が行われた。義援金総額は

73,542,948 円、支出合計は、63,225,874 円、残高は 10,317,074 円となった。 

 

審 議 

1. 2016 年度特別臨時司教総会議案について 

2016年度特別臨時司教総会で取り扱う審議事項の議案を確定した。 

2. 性虐待の被害者のために祈る日設置について 

教皇の呼びかけに応え、日本の教会として、性虐待の被害者のための祈りと償いの日を設定することに

ついて検討し、本常任司教委員会の諸意見を加味して修正した提案を 2016年度特別臨時司教総会に諮る。 

3. 原子力発電撤廃に向けた司教団メッセージについて 

①9月常任司教委員会の諸意見を受けて修正した司教団メッセージ案「原子力発電の撤廃を」を 2016年

度特別臨時司教総会に諮ることを承認した。 

②司教団メッセージが決定され次第、韓国語に訳し、11 月に開催される日韓司教交流会で紹介する。 

③司教団メッセージ「原子力発電撤廃を」確定後は、諸外国に周知するために、英語、韓国語のみなら

ず、多言語に翻訳する。  

4. 教皇庁・統合部門の名称について 

教皇庁に新設された“Dicastery for the Laity, Family and Life”の邦訳名称を「信徒・家庭・いの

ちの部署」“Dicastery for Promoting Integral Human Development”を「人間開発のための部署」とし、

双方とも教皇庁の組織改革が整うまでは「仮称」として対応する。 

5. 2016 年度臨時司教総会準備について  

常任司教委員会に提案されたプログラム、出席者、報告、審議内容で、2016年度臨時司教総会の準備を

行うことを承認した。 

6. 文化庁「宗教統計調査」への回答について 

文化庁「宗教統計調査」への回答の集計結果をカトリック教会の実態により近づけるために、各司教区・

修道会宣教会等関連各所の「宗教統計調査」担当者あてにカトリック中央協議会事務局長より依頼状を

送付することを承認した。 

7. 2017 年度日本カトリック司教協議会年間活動方針について 

本常任司教委員会で一部修正を加えた、「2017 年度日本カトリック司教協議会年間活動方針」を常任司

教委員会として承認し、10月開催の特別臨時司教総会で報告する。 

8. 2017 年度予算編成方針について 

本常任司教委員会に提出された「2017年度予算編成方針」を承認した。 
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 新福音化委員会  

 

■2016年度第 3回会議 

日 時  2016年 9月 23日（金）13：30－15：25 

場 所  日本カトリック会館 会議室 4 

出席者  7人 

 

審 議 

2017年記念の集いについて 

第 1回福音宣教推進全国会議（NICE－1）開催から 30年という節目である 2017年に、日本の福音宣教に

おける課題や体験を分かち合う集いを開催する件について、具体的にテーマや開催日、会場などを検討

した。 

 

次回  2016年 11月 12日（土）13：00－15：00  日本カトリック会館 

 

 

 学校教育委員会  

 

■第 155回学校教育委員会 

日 時  2016年 7月 14日（木）18：00－20：00 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  10人 

 

報 告 

日本カトリック学校連合会(連合会)の動き 

“「研修会特別委員会」のための「主な研修会（幼児教育連盟関係を除く）」”が配布された。 

・「研修会特別委員会」ではテーマごとの研修（例えば「祈りの体験」）の提案があった。 

・「理事長・事務長研修会」は名称を次回から「リーダー研修会」とし、職種に分けない。事務長には

信者ではない人が多いので、「リーダー研修会」で理念を聞いてもらいたい。 

 

審 議 

1. 学校教育委員会リンク先確認 

経緯 片山委員より、リンク先の候補をまとめた資料が配布された。 

①学校関連 ②カトリック団体 ③キリスト教放送局・新聞社・出版社 ④教材紹介 と分類した。 

データをファイルで委員に送っているので、画面を見てふさわしいかどうか判断してほしい。 

結論 ・個人のサイトにはリンクできない。 

・次回までに各委員はそれぞれのサイトを見て、意見を片山委員に送る。 

2. 教皇庁教育省発行文書の翻訳について 

経緯 教皇庁教育省発行の翻訳については、各委員会で対応しなければならない。 

・教皇庁教育省発行の学校関係の文書(英文)に、当委員会のサイトからリンクを張ることが承認された。 

・同文書の日本語訳が連合会から発行されたときは、連合会のサイトにリンクを張ることが承認された。 

3. メンバーについて 

経緯 委員の任期が 8 月末で終了するため、次期継続のお願いを配布した。次期は会計年度変更に伴い、

2 年半の任期となる。 
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・委員が以前より減ったままである。現在のメンバーで幼稚園、小学校、中学校・高等学校、大学と網

羅しているが、新しい風を入れたい。推薦があれば出していただきたい。 

4. 第 30回「校長・理事長・総長管区長の集い(集い)」に向けて（テーマ、講師など） 

自由意見 

・2 年続けて教皇が発信されたことを取り上げたことは、カトリック学校としてふさわしい取り組みだ

と思う。 

・使徒的勧告『愛のよろこび―家庭のよろこび、教会のよろこび（Amoris Laetitia）』を受けて「家庭」

の問題を取り上げてはどうか。 

・「いのちへのまなざし改訂版」の家庭の部分だけ取り上げてもいい。 

・「いのちへのまなざし改訂版」をドカンと取り扱いたい。教皇からストレートにつながっていく。 

・現代は脱成長、成熟社会へ向かっている。カトリック学校はいい道を歩いてきたということを伝えた

い。「いのちへのまなざし」とのつながりにカトリック学校は目を留めてもよいだろう。 

・カトリック学校と家庭。いのちへのまなざしとの関係。「どんな人間を育てていこうとしているのか」

につながっていくのではないか。 

・「人間はどういう存在か」―根本と事象をつなげられる基調講演があると、「いのちへのまなざし」に

つなげられる。 

・地方の理事長・総長管区長にとっては、学校の存続などの自分たちの切実な悩みに応えてくれないか

ら二度と「集い」に出ないと言っている人がいる。そういうテーマでとことんグループで分かち合い

たいのではないか。 

・「集い」は基調講演と事例報告の組み合わせにし、地方の苦しみを発表してはどうか。 

・分科会の在り方を考えたい。テーマを出して申し込んでもらってはどうか。 

・次回テーマが決まったら、講師も決めよう。考えてくること。 

5. 学校教育委員会が「集い」の他にすべきこと 

「集い」毎年開催、「五島列島研修」隔年開催。 

・司教協議会の中の学校教育委員会としてカトリック学校の充実を目指し、教皇の意向を伝える役目。 

・以前出した冊子「キリスト教理解のために」は現場の声にこたえて出した。委員会で決めたというわ

けではない。 

・20万の生徒がいて家庭には両親がいる。学校では 8割くらいが修養会をして皆満足しているのに、そ

れで終わってしまう。キリスト教の価値観は伝えるけれども、信者を増やすことに積極的でない。遠

慮しているのではないか。 

・教会と学校との連携をしばらく取り上げたが、また考えてもよいのではないか。 

・委員会から若者向けの聖歌集を出すか。 

次回継続審議となる。 

 

次回会議 2016年 9月 1日（木）18：00－20：00  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 

 

 

■第 156回学校教育委員会 

日 時  2016年 9月 1日（木）18：00－20：00 

場 所  幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院（東京・千代田区） 

出席者  8人 

 

報 告 

日本カトリック学校連合会の動き 

配布資料「2016 年度第 23回カトリック学校法人リーダー研修会のご案内」（「理事長・事務長研修会」

改め）。参加申込者が 70人以上集まっている。一般の職員も理事も含まれる。 
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審 議 

1. 第 30回「集い」に向けて 

①テーマならびに講師について 

・改訂版の作業が進んでいる「いのちへのまなざし」を取り上げたい。 

主に担当している宮原司教、幸田司教にどういう方針で編纂したか、ねらいについて話してもらって

はどうか。 

・研修の材料に使ってもいい。前回は全教職員に配られた。 

・カトリック学校として大切にしなければならない根本は何か、考える材料になる。 

・学校教育委員会ならではの視点から、キリスト教の基本を理解することを深めていくのがいい。 

結論 テーマは「いのちへのまなざし」に決定。講師は前田委員長が宮原司教に相談する。 

②事例報告の候補者 

・石川一郎さん（21世紀型教育機構理事・信徒）に頼むとすれば、なぜアクティブ・ラーニング、ICT

教育(情報通信技術教育)が出てきたのか。 

・カトリック教育の根幹を学びたい人と、経営的に悩んでいる人がいる。カトリック学校ならではの実

践例があれば力になるだろう。例えば聖ウルスラ学院の改革の一例はどうか。 

・3年前に仙台白百合学園が通信制を始めて、志願者が着実に増えている。大変な苦労をしているが大

阪の賢明学院も始めた。ニーズはある。 

・フリースクールなら補助金が出るようだ。舞鶴では「聖母の小さな学校」がフリースクールを続けて

いる。 

・カトリック学校が現在のままの数でやっていくのは難しいだろう。本当に必要な教育はどういうもの

か、外国人の子どもの教育問題が一つのヒントになるかもしれない。「いのちへのまなざし」がテーマ

ならなおさらである。 

・生徒が来ないと経営できない。いつか限界が来るだろう。小さくてもいいから何か考えなければなら

ない。 

・カトリック新聞社が教育問題について長く取材している。いい事例を紹介してもらいたい。 

・今の教皇は貧しい人、性的少数者への配慮がある。日本の大学でも受け入れが進んでいる。カトリッ

ク学校がそのような取り組みを知る機会を持つことは役立つのではないか。 

結論 カトリック新聞社の記者に事例を紹介してもらう（依頼担当 寺村） 

・紹介された事例と同じことをカトリック学校がするのは難しいかもしれないが、今ないものを作って

いくことが統廃合だけでなく新しいものを生み出す。 

2. 学校教育委員会リンク先確認 

前回片山委員から提示されたリンク先候補について、個人のリンク先を除き問題ないので掲載すること

が決まった。 

3. メンバーについて 

経緯 委員の任期が 8 月末で終了するため、次期継続のお願いを配布した。次期は会計年度変更に伴い、 

2 年半の任期となる。 

結論 推薦された候補の中から來住英俊師に打診する。 

4. 来年度の活動 

経緯 会計年度末変更に関して、来年度予算編成のため、来年度の活動計画を立てる必要がある。 

①五島列島研修旅行を行う 

・1年前から予約を入れている。清水委員と後任として山崎委員が同行する。 

   ・連合会から手伝いは出せる。前回（2015年度）は連合会から派遣された職員の長崎までの交通費と

旅行参加費を委員会から出している。計 3 人分を予算に入れる。 

   ・公立校の先生との交流会がよい。レンゾ・デ・ルカ師、古巣 馨師が手伝ってくれる。 

②合宿を開く 
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・予算は毎年取っているが実現していない。学校教育委員会と学校連合会が一緒にできること、すみ

分けることについて、集中的に話し合い一定の結論を出したい。 

③翻訳作業の経費を取る 

・Education Today & Tomorrow の日本語訳が連合会の協力で間もなくできる。 

・アメリカの司教協議会が意見書を出しているので、翻訳する費用を取っておくか。 

・出版はしなくても、中央協議会のサイトに載せるのであれば予算は取れるだろう。 

結論 10 月の会議に予算のたたき台を用意する。 

 

次回日程 2016年 10月 7日（金）18：00－20：00 幼きイエス会 ニコラ・バレ修道院 

 

 

 諸宗教部門  

 

■シンポジウム「いつくしみとあわれみ（慈悲）―諸宗教における日本人の心―」 

日 時  2016年 9月 10日（土）14:00－ 17:00 

場 所  カトリック金沢教会（名古屋教区） 

参加者  約 65人 

 

2011年より「自死」をテーマに東京、福岡、大阪の三都市にてシンポジウムを開催し、2014年には「高齢

化社会を豊かに生きること」について、昨年には「平和を求める宗教者の使命」をテーマに開催し、諸宗教

との親交を深めてきた。今年は「いつくしみの特別聖年」にちなみ、「いつくしみ」や「あわれみ」は「慈悲」

という言葉によって日本人の心に広く浸透していると考え、宗教を越えた霊性について共に分かち合うため

のシンポジウムを開催した。 

パネリストは三橋 健師（神道・國學院大學客員教授）、佐竹 通師（仏教・真宗大谷派専勝寺前住職）、中

川博道師（カトリック・カルメル修道会）の三人で、第一部では各パネリストから約 25分の発題を、第二部

では会場からの質問を受け、質疑応答と対談を行った。 

 第一部で三橋師は、神道におけるいつくしみとは「神々が私たちを御大切にする」という意味の「斎（い

つ）くしみ」という神道用語として理解されていると紹介し、これは、親が子を大切にする心と同じであり

ながら、神々のいつくしみは無限であると解説した。また、キリスト教が日本に伝来した当時、日本のキリ

スト教徒たちが「キリストの愛」を「神の御大切」と訳したことに触れ、神道とキリスト教の根底に流れる

いつくしみの心は同じであると述べた。 

 次に佐竹師は、仏教におけるいつくしみは「慈悲」であり、「慈」は“深い友情”を、「悲」は“引き裂か

れる心、黙ってみていられない心”を意味し、どちらも仏の心であると説明した。また、この慈悲とは「人

と人との命をつなぐ心」であり、その具体的な行為であると解説した。さらに「闇」とは閉じた門によって

音が遮られた世界を指し、この「音」は本来「こえ（声）」と読むことから、「声が閉ざされた世界＝闇」で

あり、同時に人間がどうにもならない時、その人に呼びかけその命に届くのも「声」だと述べ、声を掛け合

うことの大切さを訴えた。 

 最後に中川師は、いつくしみやあわれみを表す“Misericordiae”は、「惨めな、どうしようもない、病ん

でいる」という“miser”と「心、感情」という“cor”の合成語であり、「惨めでどうしようもない人間に対

し、神はどこまでも心を寄せてくれる」という意味であると解説した。そして、この特別聖年は「こうした

人間に心を寄せてくれる方にもう一度出会い直そう」という教皇フランシスコの意図があると述べ、現代の

人類が直面している様々な危機に際し、神のいつくしみを基盤とした価値観が必要であると語った。 

これを受けて行われた第二部では、会場からの多くの問いかけに対し、「いつくしみ」や「慈悲」という共

通の心を踏まえながら、それぞれの立場から回答した。 
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 カリタスジャパン  

 

■第 2回カリタスジャパン委員会会議 

日 時  2 016年 9月 7日 （水）11:00－15:00 

場 所  日本カトリック会館  会議室4 

出席者  9人 

 

報 告 

1. 秘書・委員委嘱 

2. カリタスジャパンについての説明  組織と規約 

3. 援助部会報告 会報9・10月号参照 

4. 啓発部会報告 会報9・10月号参照 

5. 事務局会議報告 会報9・10号参照 

6. その他 

(1)今後の予定  

・定例全国教区担当者会議・委員合同ワークショップ（10月 25日－26日、日本カトリック会館） 

・仙台教区司祭月例会に講師として参加（10月 31日） 

・韓国よりカリタス光州来日（11月） 

(2)中期計画策定に向けての準備 

 

審 議 

2017年度予算を承認した。 

 

次回日程  2017年 2月 2日（木） 15：00－17：00  日本カトリック会館 

 

 

 正義と平和協議会  

 

■定例委員会 

日 時  2016年 9月 29日（木）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館  会議室 2 

出席者  15人 

 

報 告 

1. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」 

伊佐育子さんスピーキングツアー「東村、高江は今」 

10月 28日から 31日まで、東京と仙台で伊佐育子さん（専門委員、那覇教区信徒）の高江ヘリパッド

建設に対して住民としての抗議活動、現状報告などをテーマに講演、映画上映会を行う。 

2. 2018 年度正義と平和全国集会を名古屋で行うことについて 

3. 第三回済州島平和会議について 

4. 部会から 

 

審 議 

1. 2017 年度全国会議の内容について 

2017年 2月 24日から 26日に全国会議を行う。会議の目的、プログラム検討のための意見交換を行った。 
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2. 2017 年度予算案、3年間の事業計画を承認した。 

3. 憲法改正の動きについて、今後の活動について意見交換を行った。 

4. 20条の部会の現状報告と今後について、方針を確認した。 

5. 「沖縄を知り、祈り、行動するキャンペーン」の具体的な行動として、高江での米軍ヘリパッド建設

反対運動への支援を検討した。 

 

 

■死刑廃止を求める部会 映画上映会 

日 時  2016年 9月 18日（日）14：00－16：00 

場 所  イエズス会 岐部修道院（東京・千代田区） 

参加者  50人 

 

内 容 

ドキュメンタリー映画『望むのは死刑ですか 考え悩む“世論”』の自主上映会を開催した。 

上映終了後、監督の長塚 洋さんから話があった。死刑制度について自由に意見が交わされた。 

 

 

■平和のための脱核部会青森集会 

日 時  2016年 10月 16日（日）13：00－16：00 

場 所  カトリック八戸塩町教会（仙台教区） 

参加者  100人 

 

テーマ  福島が問いかけること 私たちの生き方 

講演者  今中哲二さん（京都大学原子炉実験所助教） 

内 容 

今中哲二さんから、原子力発電とはなにか、原子力発電、核燃料サイクルの問題点について科学者として

の立場からの話を聞き、活発な質疑応答があった。前日 15 日にはオプショナルツアーとして、今中哲二さ

ん、現地ガイド、スタッフを含む約 30人で、六ヶ所再処理工場 PR館と、大間原発建設現場に隣接して建

ち、大間原発建設に反対する「あさこはうす」を訪問した。 

 

 

 部落差別人権委員会  

 

■事務局会議 

日 時  2016年 9月 16日（金）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 会議室 2 

出席者  6人 

欠席者  1人 

 

報 告 

1. 2016 年度第 2回定例委員会（7月 8 日） 

2. 2016 年度第 3回事務局会議（7月 21日） 

3. 新たな秘書、定例委員、専門委員、事務局会議メンバー、教区担当者について 

4. その他 

・広島教区「教区司祭月修」における研修会（7月 24日－25日） 
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  ・狭山事件 

石川一雄さんが有罪とされた「被害者の万年筆」について、重要な新証拠を弁護団が提出した。 

・『いのちへのまなざし』の中の「差別・ヘイトスピーチ」原稿の準備について 

・大阪教会管区部落差別人権活動センター 

 

審 議 

1. ハンセン病家族訴訟について 

原告家族や弁護団の話を聞き、見過ごしにはできないので、委員会として支援をすることを定例委員会

に提案する。 

2. 2016 年度全国会議（10 月 20日－21日）について 

20日 18時からは公開学習会「部落差別の歴史とカトリック」を、幼きイエス会ニコラ・バレ修道院（東

京・千代田区）で行う。当日の役割分担と詳細を確認した。 

3. 中期事業計画（2017年度－2019 年度） 

春秋年二回の合宿、シンポジウム、全国会議の実施、社会司教委員会の「出前研修会」への参加、「初め

ての方向け」資料の作成などを事業計画として、定例委員会に提案する。会議の中での基礎的な学習と

合宿などにより、共通の認識を持ってチームとして活動できる定例委員会を目指す。 

4. 2017 年度予算案について 

予算案を決定し定例委員会へ提案する。 

5. 「相模原障がい者殺傷事件」について 

重大な事件なので、定例委員会で検討をする。 

 

 

■定例委員会 

日 時  2016年 10月 4日（火）11：00－16：00 

場 所  日本カトリック会館 マレラホール 

出席者  14人 

欠席者     3人 

 

報 告 

1. 自己紹介 

委員長、秘書、委員、事務長がそれぞれ自己紹介を行った。 

2. 2016 年度第 2回定例委員会（7月 8 日) 

3. その他 

・大阪教会管区部落差別人権活動センター 

管区の 5 つの教区に人権担当者の派遣を、センター担当司教の大塚喜直司教から依頼する予定。 

・大阪教区「部落問題を考える信徒の会」 

11月 30日司牧者研修会で、カン司教（韓国チェジュ教区）に話を依頼する。 

  ・2016年度全国会議・公開学習会（10月 20日－21 日）   

「開催要項」（案）をもとに報告。参加者には教区、所属団体の活動報告を依頼した。 

  ・狭山事件は第 3 次の再審請求が最大の山場を迎えていて、以下の二つの集まりが予定されている。 

石川夫妻の幸せを願う宗教者の集い（10月 28 日午前、東京・真言宗智山派別院真福寺） 

狭山事件の再審を求める市民集会（10月 28日午後、日比谷野外音楽堂）     

集会後のデモでは、各宗派の正装・略装での参加が期待されている。 

 

審 議 

1. 「ハンセン病家族訴訟」への取り組みについて 
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ハンセン病についてはカトリック教会では多くの人が献身的に奉仕したが、間違った国の政策による人

権侵害、差別があり、それに異を唱えることができなかった。ハンセン病患者の家族の訴訟が始まって

いる。元患者の名誉回復はされたが、家族は名誉回復されていない。この委員会として、まず支援のか

かわりを始めたい。 

2. 2016 年度の予定、2017 年度－2019年度の事業計画   

「2017年度－2019 年度中期事業計画」（案）をもとに審議、承認された。「合宿定例委員会」を 4月復活

祭後に予定する。 

3. 2017 年度－2019年度の予算案について   

「2017年度中期事業計画・予算（案）」シートを説明し、承認された。  

4. 「相模原障がい者殺傷事件」について  

7 月 26日の事件では大きな衝撃を受けた。容疑者個人の特殊な事件とみなすことはできない。委員会と

して何もせずに見過ごすことはできないと考え検討した。 

・すでに、1980年に「国際障害者年」司教団アピールが出され具体的なアイデアも出されているが、自分

たちの足元がしっかりとしていない。声明などを出すことはおこがましいのではないか。すでに時間が

たってしまっている。この事件以外にも、役に立たないとみなされた人が攻撃される事件が続いている。

などの意見が出された。 

・部落差別人権委員会のニュースレターに、今後関連する文章や記事などを掲載していくことを考える。 

 

 

 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

 

■事務局会議 

日 時 2016年 9月 1日（木）15：00－17：30 

場 所 日本キリスト教会館（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. ヘイトスピーチ解消法その後 

(1)外国人人権法連絡会編『ヘイトスピーチ解消法 Q&A』9月下旬に緊急出版。 

(2)ヘイトスピーチ解消法関連で各省庁がどのような動きを予定しているか、9月より関係省庁要請・交

渉を行う。 

2. 東大阪市との交渉 

(1)8月 30日に外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議（関西代表者会議）から 8人、外キ

協から 1 人が参加し、外国籍住民への行政サービスなどに関する要請書を渡した。後日文書による回

答を受けて、引き続き交渉していく。 

(2)関西代表者会議からは大阪市、京都市にも要請書を出す予定。また神奈川外キ連が、賛同団体ととも

に横浜市と 9月 30 日に交渉予定。 

 

審 議 

1. 外国人住民基本法の制定を求める全国キャンペーン in 名古屋（名古屋集会） 

9 月 3 日(土)に、外キ協、カトリック名古屋教区・難民移住者委員会、在日大韓教会中部地方会社会部、

日本聖公会中部教区宣教局社会宣教部の主催で開催される。当日のプログラムや配布資料などについて

確認した。今後、外国にルーツを持つ人や支援者から話を聞く会の定期的な開催が提案されている。 

2. 2017年全国協議会および全国集会 
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全国協議会 1月 26 日(木)－27日(金)、全国集会 28日(土)、大阪で開催予定。開催目的やプログラム案、

講演および報告者候補について協議し、今後の準備について確認した。 

3. 人種差別撤廃デー企画 

3 月 21日の国連人種差別撤廃デーにあわせた企画案について協議した。 

4. 『外キ協ニュース』第 97号（11月 15 日発行） 

熊本震災支援、名古屋集会報告、東大阪市交渉報告などの内容と執筆者を確認した。 

5. 国際シンポジウム 

1990年より、これまで 17回、3 年に 2 度開催してきた日本・韓国・在日教会国際シンポジウムについ

て意見交換を行った。韓国側の担当者が 10月に会議で来日する際、企画について協議する。 

 

 

■事務局会議 

日 時 2016年 10月 7日（金）18：00－20：00 

場 所 日本キリスト教会館（東京・新宿区） 

出席者  カトリックから 1人 

 

報 告 

1. ヘイトスピーチ解消法その後 

9 月に関係諸団体が「ヘイトスピーチ解消法の施行に伴う取組についての要望書」を内閣府、法務省各々

に提出した。9月 30日に法務省の呼びかけで、関係省庁・地方自治体間協議会が開かれ、文部科学省、

総務省、警察庁、外務省のほか、川崎市・大阪市・福岡市など 13 自治体が参加したとのこと。 

2. 東大阪市、横浜市との交渉 

(1)東大阪市 9月 13日に文書回答があった。 

(2)横浜市 9月 30 日に要請書を提出した。 

(3)今後の予定 大阪市、京都市、相模原市、川崎市への要請書提出 

3. 名古屋集会 

次号『外キ協ニュース』に報告を掲載する。 

4. 集団送還に対する抗議声明 

9 月 22日、チャーター機によるスリランカ人 30人の一斉送還が行われた。これまでの問題指摘（非送

還者の選定基準の不透明さや送還プロセスにおける人権侵害）や抗議にもかかわらず、適正な手続きを

無視するものであり、難民移住移動者委員会、難民・移住労働者問題キリスト者連絡会、移住者と連帯

する全国ネットワーク（移住連）、全国難民弁護団連絡会議に加え、日本に逃れた難民を支援する団体

のネットワーク組織である「なんみんフォーラム」のメンバー団体にも呼びかけ、イエズス会社会司牧

センター、カリタスジャパン、名古屋難民支援室、難民支援協会、難民自立支援ネットワークが賛同に

加わり、10月 6 日抗議声明を出した。次号『外キ協ニュース』に全文掲載する。 

 

審 議 

1. 2017 年全国協議会および全国集会 

要項案、目次案、作業日程案を検討した。 

2. 人権差別撤廃デー企画 

リーフレット作成企画が出ている。配布対象や内容、作業日程について、担当者と相談する。 

3. 国際シンポジウム 

これまで 17 回のシンポジウムの主題や主催、プログラムについて振り返り、来年の韓国開催に向けた提

案について協議した。会議参加のため来日する韓国キリスト教会協議会（韓国 NCC）の担当幹事と打ち

合わせる。 

4. 今後の日程について確認した。 
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 中央協議会事務局  

 

■総務 

12 月会議予定 

2 日(金)      日本カトリック神学院助祭研修                            日本カトリック会館 

5 日(月)      カリタスジャパン援助審査会                   〃 

6 日(火)           常任司教委員会                       〃 

6 日(火)      子どもと女性の権利擁護のためのデスク事務局会議         〃 

6 日(火)      学校教育委員会        幼きイエス会ニコラ・バレ修道院(東京・千代田区) 

9 日(金)      部落差別人権委員会定例委員会              日本カトリック会館 

12 日(月)      WYDクラクフ大会同伴者会議                   〃 

14 日(水)        2016 年度第 2回臨時司教総会                   〃 

14 日(水)      社会司教委員会出版記念シンポジウム 

                         カトリック麹町教会ヨセフホール(東京・千代田区) 

20 日(火)         カリタスジャパン啓発部会                日本カトリック会館 

20 日(火)        カリタスジャパン援助部会                    〃 

 

 

 

 

 

<会報 2016年 12月号 公文書> 

 

 教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡  

 

教皇フランシスコ自発教令の形式による使徒的書簡 

『寛容な裁判官、主イエス』 

教会法典の婚姻無効訴訟の改正 

 

寛容な裁判官であり、わたしたちの魂の牧者、主イエスは、使徒ペトロとその後継者らに、教会において

正義と真理の務めを遂行するため、鍵の権能をゆだねられました。この地上で結び・解く最高かつ普遍の権

能が、部分教会の牧者らの権能を主張し、確信し、また強くします。この権能に基づいて部分教会の牧者ら

は、聖なる権利と主の群れに属する人々のために審理を行うという主の面前での責務を持っています〔1〕。 

幾世紀にもわたる変遷の中で、教会は、婚姻の事案に関して、キリストのことばのより明確な認識を獲得

しながら、聖なる婚姻の絆の不解消性についての教えをより深く考察しかつ理解し、それを公布してきまし

た。そして教会の規律が、公言された信仰の真理とより一貫性をもつものとなるように、婚姻の合意の無効

に関する体系をまとめあげ、婚姻無効の裁判手続きがより適切なものとなるよう秩序づけてきました。 

これらすべては、常に魂の救いという最高の法を基にして行われてきました〔2〕。福者教皇パウロ六世が

賢明に教えたように、教会は三位一体の神の計画によるものであることから、そのすべての制度は、いまだ

完全ではないが常により完全になり得るものとして、それぞれが受けたたまものと使命に従って、教会の基



- 14 - 

本的な目的である信者の善益のために、神の恵みを伝達することを目指すものでなければならないのです

〔3〕。 

このことを自覚して、わたしは婚姻無効手続きの改革に着手することを決めました。ローマ控訴院長官の

指導の下、婚姻の絆の不解消の教えを損なうことのない改革草案を準備するため、法律上の学識、また司牧

的賢明さ、さらに裁判実務経験に秀でた人々からなるグループを作るよう命じました。このグループは、熱

心に作業を行い、改革草案を作成して、他の専門家の協力を得て熟慮を重ね、それが今この「自発教令」に

注ぎ込まれています。 

したがって、昨日も今日も変わることのない、諸制度・法律・権利の最高の目的である魂の救いに配慮し

かつ促され、ローマ司教であるわたしは、キリスト教的な家庭の基盤であり原点である婚姻に関して、その

信仰と教えの一体性を守るためにこの改革の文書を、わたしと教会の任務を分かち合う司教たちに提供しま

す。改革への意欲をかきたてたのは、多くの信徒が自己の良心に忠実でありたいと欲しながらも、あまりに

もしばしば、現実にまたは道徳的理由のために、教会の法的な制度にあずかっていないという現実でした。

そのため、いつくしみとあわれみは、教会そのものが、母親として、自分は教会から孤立してしまっている

と考えている子どもたちの傍らにいることを求めています。 

この意味で、前回の臨時世界代表司教会議に集まった、司教職におけるわたしの兄弟たちの過半数投票に

よって、婚姻問題解決の手続きがより迅速で利用しやすい手続きになるよう求められました〔4〕。わたしは、

この司教たちの要望と完全に一致して、この自発教令によって、婚姻の無効化を助けるのではなく、少なく

とも適切な簡易さをもった訴訟手続きの迅速化を助ける規定を導入することにしました。それは、裁判の判

決が遅くなることによって、自らの立場が明らかになるまで待つことを余儀なくされている信徒たちが、疑

念の暗闇に永い間苦しめられないようにするためです。 

いずれにしてもわたしは、婚姻無効に関する手続きが、行政的な仕方によってではなく司法的な手続きに

よって扱われることを望んだわたしの前任者たちの足跡に従いました。それは事案の性質からではなく、む

しろ聖なる婚姻の絆の真実を守るという必要性からなのです。そのことは実際に、裁判制度によって保証さ

れているのです。 

この改革作業を導いたいくつかの基本的な判断基準は、以下に示すとおりです。 

1．「単一の判決による婚姻無効の確証」 

 今後は、婚姻無効を確証する二段階の審級による判決を必要とはしません。当事者たちの新たな教会法上

の婚姻が認められるには、法の規定に従い、裁判官が社会通念上の確信に至ることが一度確証されることで

十分となります。 

2．「司教の責任の下での単独裁判官」 

 単独裁判官は、聖職者の身分であることが求められ、第一審においては、その裁判官の働きの責任は司教

に帰されます。司教は、司牧遂行にあたって自己の司法権を行使する際、いかなる裁判業務の落ち度も放置

しないよう細心の注意を払わなければなりません。 

3．「司教自身が裁判官」 

 自己に委ねられた教会の牧者でありまた頭でもある司教自身は、自分に託された信者たちの間における裁

判官でもあるという第二バチカン公会議の重要な教えを実践に移すことができるように、明確に規定されま

した。そのため、教区の規模の大小にかかわらず、司教自身が、教会の制度の転換の見えるしるしを提供し

〔5〕、婚姻の事案において司法的任務を教区の担当者に任せっきりにしないことが切望されます。それは、

婚姻の無効が明白である案件を解決するために定められる「より簡略な手続き」に関して、特に切望されま

す。 
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4．「より簡略な手続き」 

 実際に、婚姻無効訴訟をこれまでより迅速化することの他に、現行の文書訴訟に加え、より簡略な手続き

の形式が考案されました。これは、申請された婚姻の無効性が、特に明白な証拠によって支持される事案に

対して適用されるものです。 

しかしながら、簡略化された手続きが、婚姻の不解消性の原理を危うくするのではないかという心配をわ

たしはぬぐい去ることができません。まさにこの理由から、わたしは、そのような裁判においては、司教自

身が裁判官を務めることを決定しました。なぜなら司教は、自らに与えられた司牧の任務に基づいて、ペト

ロとともに、信仰と規律におけるカトリック教会の一致の最高の保証人だからです。 

5.「管区大司教への上訴」 

管区大司教への上訴を復活させることは有益です。なぜなら、その教会管区のかしらの職務は、幾世紀に

もわたって揺るぎなく存続してきた、教会における司教たちの協働性の際立ったしるしだからです。 

6.「司教協議会固有の責務」 

 とりわけ、司教協議会は、迷える信者たちを取り戻すことについて使徒的な渇望に突き動かされていなけ

ればならず、上述の転換をともにする責務を強く感じ取り、自己の部分教会において司法権を制度化するそ

れぞれの司教たちの、損なわれてはならない本来の権利を尊重しなければなりません。 

実際、裁判官と信者たちとの間の近さを取り戻すためには、司教協議会から個々の司教たちに、婚姻無効

訴訟の改革を実践していくための励ましと助力の両方が与えられなければ、成功を収めることはないでしょ

う。 

裁判への近づきやすさに加え、司教協議会は、裁判所職員への正当かつ職務に見合った報酬は別として、

可能な限り手続きそのものの無償性を保証しなければなりません。というのも、教会は、魂の救いにこれほ

ど密接に結びついた事案において、信者たちに寛容な母親の姿を示し、それによってわたしたち皆が救われ

るキリストの無償の愛を示すように配慮しなければならないからです。 

7．「使徒座への上訴」 

いずれにしても、最古の裁判原理を尊重して、使徒座の通常の裁判所であるローマ控訴院への上訴制度を

維持することは有益です。その上訴の規定は、ペトロの座と部分教会との間の絆が強められるためのもので

す。その上訴の際、魂の救いに害が及ばないために、いかなる権利の濫用も入り込まないよう配慮しなけれ

ばなりません。 

ローマ控訴院の固有法は、必要な範囲で、できるだけ早く、改革された裁判規則に適合されるものとしま

す。 

8．「東方教会のための見通し」 

 最後に、東方教会の独自の教会秩序と規律を考慮して、この同じ日に、わたしは東方教会法典における婚

姻訴訟の規律を改革する規範を、これとは別に発布することを定めました。 

すべて時宜を得て考察したうえで、わたしは教会法典の第 7集第 3巻第 1部第 1章の婚姻無効訴訟の各条

文（第 1671条―第 1691条）を、2015年 12月 8日から以下の各条文に全面的に置き換えることを定め、また

これを命じます。 

 

第 1節 管轄権のある裁判所とその他の裁判所 

 

第 1671条 （1）受洗者の婚姻訴訟に対しては、教会の裁判官が固有権を有する。 
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（2）婚姻の国家法上のみの効力に関する訴訟は国権に属する。ただし、局地法によって、当該訴訟が中間的

かつ付帯的に扱われる場合、教会の裁判官が審理し判定できると定める場合はこの限りではない。 

第 1672条 使徒座に留保されていない婚姻無効訴訟については、次の裁判所が管轄権を有する。 

1．婚姻挙式地の裁判所。 

2．当事者の一方又は双方が住所又は準住所を有する地の裁判所。 

3．事実上、証拠の大部分が収集される地の裁判所。 

第 1673条 （1）法が明白に除外していない限り、各教区において婚姻無効訴訟の第一審裁判官は教区司教

である。教区司教は、法の規定に従い、自ら又は他者をとおして裁判権を行使する。 

（2）司教は、その教区に、婚姻無効訴訟のための教区裁判所を設立すべきである。ただし、近隣の他教区の

裁判所、又は諸教区合同裁判所と合同するという司教自身が持つ権限を妨げない。 

（3）婚姻無効訴訟は、3 名の合議制裁判官に留保される。これは聖職者の裁判官が長とならなければならず、

残りの裁判官には信徒もなることができる。 

（4）裁判所担当司教は、自教区において、又は前第 2項に基づく近隣の他教区裁判所もしくは諸教区合同裁

判所においても、合議制裁判所を設立できない場合、訴訟を聖職者の単独裁判官に委任する。可能な所では、

誠実な生活をし、法律又は人文科学に精通して、司教からこの任務に認められた者 2名を陪席補佐人として

採用する。同じ単独裁判官は、別様のことが判明しない限り、合議制裁判官、裁判長又は報告官に付与され

る任務を担う。 

（5）第二審裁判所は、有効性のために前第 3項の規定に従い、常に合議制でなければならない。 

（6）第 1438 条、第 1439条及び第 1444条の規定を妨げないが、第一審裁判所は第二審の管区裁判所に上訴

する。 

 

第 2節  婚姻無効訴訟権 

 

第 1674条 （1）婚姻無効訴訟権を有する者は次のとおりである。 

1．配偶者。 

2．無効であることが既に公然となっていて、婚姻の有効化が不可能、又は無益である場合には、公益保

護官。 

（2）配偶者双方の生存中に婚姻に関する訴訟が提起されなかった場合、一方又は双方の死後、これを提起す

ることはできない。ただし、教会裁判所又は国家の裁判所で他の係争問題の解決のために、婚姻の有効性に

ついての疑問をまず解決しなければならない場合はこの限りではない。 

（3）訴訟の継続中に配偶者の一方が死亡した場合には、第 1518 条の規定が順守されなければならない。 

 

第 3節  訴訟の提起と準備手続き 

 

第 1675条 訴訟を受理するに先立って、裁判官は、夫婦の共同生活を再建できないほど婚姻が破綻し、修復

できないと確信していなければならない。 

第 1676条 （1）訴状を受け取った後、法務代理は、訴えが何らかの根拠に基づくと認めたならば、それを

受理し、訴状自体の末尾に決定を付加し、絆の保護官に訴状の写しを配布し、当事者双方が訴状に署名して

いない限り、相手当事者に、訴えに対する自分の考えを 15 日以内に表明するよう定める。 

（2）前述の期限が経過し、他方当事者に自分の考えを示すよう再度の通告をした後、絆の保護官の意見を聴

いたうえで、法務代理は自己の決定書によって争点の定式を定め、適切であると判断する場合には、訴訟が

通常の手続きによって扱われるべきか、あるいは第 1683 条から第 1687 条の意向に従った略式手続きによっ

て扱われるべきかを定めなければならない。この決定書は、両当事者及び絆の保護官に直ちに知らされなけ

ればならない。 
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（3）訴訟が通常の手続きで扱われる場合、法務代理は、同じ決定書によって、合議制裁判官を任命するか、

又は第 1673 条第 4 項に従い 2名の陪席補佐人を伴う単独裁判官を任命する。 

（4）また、略式手続きが採用された場合、法務代理は第 1685条に従ってこれを進める。 

（5）争点は、いかなる理由によって、婚姻の有効性が争われているかを確定しなければならない。 

第1677条 （1）絆の保護官、両当事者の訴訟代理人、並びに、もし裁判に加わっている場合には公益保護官

にも次の権利がある。 

1．両当事者、証人及び鑑定人の尋問に立ち会うこと。ただし、第1559条の規定を害してはならない。 

2．公表前においても、裁判記録を閲覧し、両当事者が提出した文書を確認すること。 

（2）前項第 1号にいう尋問には、相手当事者は立ち会うことができない。 

第 1678条 （1）婚姻無効訴訟においては、裁判上の告白と両当事者の供述、及び両当事者の信用性につい

て支持する証言は、それらを打ち消す要素がない限り、すべての状況証拠と補足証拠とを考慮して、裁判官

によって評価され十分な挙証能力を持つことができる。 

（2）同じ訴訟において、資格がある証人が職務上扱った事柄を述べる場合、あるいは事物と関係者の状況が

示唆を与える場合、1名のみの証人の陳述に十分な信ぴょう性を与えることができる。 

（3）交接不能あるいは精神疾患又は心理的原因に基づく異常による婚姻同意の欠如についての訴訟では、状

況からして無益であることが明白でない限り、裁判官は 1名又は複数の専門家による鑑定を用いなければな

らない。その他の訴訟では、第 1574条の規定を順守しなければならない。 

（4）訴訟の準備手続きにおいて、未完成婚の大きな疑いが生じるときはいつでも、裁判所は、両当事者の意

見を聴いたうえで、無効訴訟を中断し、認証婚免除のための準備手続きを補完してから、訴訟記録に配偶者

の一方又は両方からの免除請求を、裁判所及び司教の意見を添えて使徒座に送付することができる。 

 

第 4節  判決及びその異議申し立てと執行 

 

第 1679条 婚姻無効を最初に宣言した判決は、第 1630 条から第 1633条に定められた期間の経過後、執行決

定となる。 

第 1680条 （1）自己の利益が害されたと考える当事者、並びに公益保護官及び絆の保護官には、判決無効

の訴え、及びその判決に対する上訴を、第 1619条から第 1640条の規定に従って提起する権利がある。 

（2）上訴及びその継続のための法定期限が経過し、上級審裁判所が訴訟記録を受理すると、合議制裁判官が

設置され、絆の保護官が指名され、両当事者はあらかじめ定められた期間内に意見書を提出するよう勧告さ

れる。期間の経過後、合議制裁判所は、上訴が明らかに遅延させるためのものと判明したならば、第一審判

決を自己の決定書によって認証しなければならない。 

（3）上訴が認められたならば、必要な適応を行ったうえで、第一審と同じ方式に従い、更に手続きを進めな

ければならない。 

（4）上訴審において、婚姻無効の新たな訴因が申し立てられた場合、裁判所は第一審として受け入れ、これ

について審議することができる。 

第 1681条 執行判決1が出されたとしても、第 1644条の規定に従い、いつでも第三審裁判所に上告できる。

その際、不服申し立てを行ってから 30 日の有効期間内に、訴訟に関する新しくまた重大な証拠あるいは論拠

を提出しなければならない。 

                              
1 現行法では、exsecutiva（執行）と iudicata（既判力のある判決）を概念上、区別している。今回の自発

教令によって新たにされた婚姻無効訴訟の手続きに関する条文では、本来ならば iudicata とすべきところを、

exsecutiva を用いている。したがって、現行法の exsecutiva の意味と比べ、概念が広まったと解釈し、従

来のとおり、「執行」と訳した。 
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第 1682条 （1）婚姻無効を宣言した判決が執行判決となった後、婚姻が無効と宣言された当事者たちは、

判決自体に禁止が付加されるか、又は地区裁治権者によって禁止されない限り、新たな婚姻を結ぶことがで

きる。 

（2）判決が執行判決となると、法務代理は、直ちに婚姻が挙式された地の裁治権者にその旨を通知しなけれ

ばならない。同裁治権者は、可及的速やかに、婚姻無効の決定、及び禁止条項が付加された場合にはそれも、

婚姻台帳及び洗礼台帳に記入するよう手配しなければならない。 

 

第 5節  司教の前での略式婚姻訴訟 

 

第 1683条 次の場合はいつでも教区司教自身が婚姻訴訟を略式で審議することができる。 

1．両配偶者、あるいは他方が同意したうえでその一方から訴えが提起されており、 

2．事実と人の状況から、より詳細な調査や尋問を必要とせず、無効性を明らかにする証言又は証拠に裏

付けられる場合。 

第 1684条 略式手続きが導入される訴状には、第 1504 条に規定されている事柄の他に、次の要件が備えら

れていなければならない。 

1．訴えの根拠としている事実が簡略に、全面的に、そして明確に陳述されていること。 

2．裁判官によって直ちに入手可能な証拠が示されていること。 

3．訴えの根拠となる文書が同封されていること。 

第 1685条 法務代理は、争点の定式を定めた決定書によって、調査官と陪席補佐人を指名し、第 1686 条に

従って 30日以内に開かれる法廷に、これに関係するすべての者を召喚しなければならない。 

第 1686条 調査官はできる限り、証拠を唯一回の会期で収集し、もしそれらがあるならば、絆の擁護のため

の意見書、又は当事者側の抗弁書提出のために、15日間の期間を定める。 

第 1687条 （1）訴訟記録を受け取った後、教区司教は、調査官及び陪席補佐人と協議したうえで、また絆

の保護官、及びそれがある場合には当事者たちの弁護人の意見書を熟慮したうえで、婚姻無効についての社

会通念上の確信が得られたならば判決を下す。そうでない場合は、訴訟を通常の手順に差し戻さなければな

らない。 

（2）判決文全体は、判決理由とともにに、可及的速やかに当事者たちに通知しなければならない。 

（3）司教からの判決に対する異議申し立ては、管区大司教又はローマ控訴院へ上訴できる。また判決が管区

大司教自身によって下された場合、上訴は当該管区に属する司教のうち叙階順のより早い者に対して与えら

れる。ローマ教皇以外に上位権威者を持たない司教の判決に対しては、その司教によって恒常的に選択され

た司教に上訴できる。 

（4）上訴が単に遅滞をもたらすためであることが明白となった場合、管区大司教、又は第 3 項に示された司

教又はローマ控訴院裁判長は、自己の決定書によって上訴を却下しなければならない。しかし上訴が受理さ

れた場合には、訴訟は通常の手順で次の審級に付託されなければならない。 

 

第 6節  文書による訴訟 

 

第 1688条 第 1676 条の規定に従って提起された訴状を受理した後、教区司教又は法務代理、又は指名され

た裁判官は、通常の訴訟手続きの形式を省略して、当事者双方を召喚し、絆の保護官の立ち会いのもとに、

婚姻無効の判決を言い渡すことができる。ただし、反論も異議申し立てもできない文書から無効障害の存在、

又は適法の形式の欠如が証明され、同時にそれと同じ確実さで、障害の免除が与えられなかったこと、ある

いは代理人に有効な委任状が欠如していたことが明らかとなった場合に限られる。 
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第 1689条 （1）この言い渡しに対して絆の保護官は、熟慮のうえ、第 1688条に述べられた欠陥にせよ、免

除の欠如にせよ、確実でないと判断した場合、第二審の裁判官に上訴し、この裁判官に訴訟記録を転送し、

書面をもって文書による訴訟で行われたことを注意しなければならない。 

（2）損害を受けたと考える当事者には上訴する権利がある。 

第 1690条 第二審の裁判官は、絆の保護官の介入のもとに、両当事者の意見を聴いたうえで、第 1688 条に

述べられた様式と同じく判決を再認すべきか、又はむしろ法所定の通常の形式によって手続きを進めるべき

かを判断しなければならない。後者の場合、第一審の裁判所に差し戻す。 

 

第 7節  本章の通則 

 

第 1691条 （1）判決においては両当事者に、一方が他方に対して、また子に対して負っている、扶養及び

教育をほどこすための倫理上又は国家法上の義務について、注意を喚起しなければならない。 

（2）婚姻無効宣言のための訴訟は、第 1656条から第 1670条に規定される、口頭の民事訴訟によって取り扱

うことができない。 

（3）その他の訴訟の進め方に関しては、事物の性質から妨げのない限り、人の身分及び公益に関する訴訟に

ついての特別規定を踏まえたうえで、裁判一般及び通常の民事裁判についての条文を適用しなければならな

い。 

 

＊  ＊  ＊ 

 第 1679条の規定は、この「自発教令」が拘束力を持ち始める日以降に婚姻無効を宣言する判決に適用され

るものとします。 

 この文書は、信者の善益を保護するために誠実に順守されなければならない刷新された法律が、正確かつ

慎重に適用されるために必要とされる裁判規定と結び合わされています。 

 いかなる反対の規定にもかかわらず、またそれが、たとえ特別な言及に値するものであっても、この「自

発教令」によって定められた事柄が有効であり、効果を持つものとなるよう命じます。 

 光栄ある祝福された終生処女マリア、あわれみの御母、及び聖ペトロと聖パウロに信頼を込めて、新しい

婚姻手続きが積極的に遂行されるよう取り次ぎをゆだねます。 

 

ローマ、聖ペトロの傍らにて 

教皇在位 3年、2015年 8月 15 日 

聖母の被昇天の祭日に 

フランシスコ 

 

婚姻無効訴訟を扱うための手続き規則 

 

2014年 10月に開催された世界代表司教会議第 3 回臨時総会は、信者が教会の裁判所に近づくうえでの困

難を確認した。司教はよき牧者として、自己の信者たちに身近な存在になるための特別な司牧的配慮が求め

られる。婚姻訴訟の詳細な規範を適用するという義務に関しても、ぺトロの後継者と司教たちが協力して法

律の理解を広め、協働を確かなものとするためによい機会ではないかと思われる。つまり、裁判所は、破綻

してしまった婚姻の絆の有無について、真理の確認を求める者に何らかの手段を提供し、信者の必要に応じ

ることができるようになるだろう。 
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第 1条 教会法第 383条第 1 項に基づき、司教には、彼らの生活の境遇の理由で信仰実践を放棄して、別居

又は離婚した配偶者たちを、使徒的精神をもって見守る義務がある。それゆえ司教は、これらの困難にある

信者たちへの司牧的配慮を主任司祭（第 529条第 1項参照）と分かち合う。 

第 2条 小教区又は教区組織において、自己の婚姻の有効性を疑い、その無効を確信し、別居又は離婚して

いる信者の請願を受け付けるための予備調査、すなわち司牧的調査は、彼らの状況を見極めることと、通常

の又は略式の訴訟手続きの際に有用となる材料を収集することに向けられる。そのような調査は、教区の一

元的な婚姻司牧の職域において行われる。 

第 3条 この調査は、法的に教会法上の専門資格を備えた者だけでなく、地区裁治権者によって適性を認め

られた人物にも委任される。それらの人物とは、まず第一に、それぞれの主任司祭、あるいは配偶者たちを

婚姻挙式に向けて準備した者である。この職務を助ける務めは、地区裁治権者によって認められた他の聖職

者や奉献者、または信徒に託すことができる。 

 教区、あるいは複数の諸教区は、合同でこの仕事を行う安定した組織を設立し、必要な場合はより適切な

調査遂行のための基本的な材料を記載した「手引き書」（Vademecum）を編集する。 

第 4条 司牧的調査は、配偶者又はその弁護人によって管轄裁判所に提出される訴訟に有用な材料を収集す

る。当事者たちが無効訴訟に同意しているかどうかを確認する。 

第 5条 すべての材料を収集したら、必要があれば管轄裁判所に提出するための訴状を作成して調査は終了

する。 

第 6条 第 1691条第 3項に従い、特別な規定を除いて、婚姻訴訟においても、教会法典がすべての局面にお

いて適用されなければならないことから、この規則は手続き全体の細部にわたって説明するものではなく、

特に主要な法律上の改正点のみを明確にし、必要な箇所において補足するためのものである。 

 

第 1部  管轄権のある裁判所とその他の裁判所 

 

第 7 条 （1）第 1672 条に列挙された管轄権は、裁判官と当事者たちとの「近接の原理」(principium 

proximitatis)を順守できている限りにおいて同等である。 

（2）第 1418 条に基づき、諸裁判所間の協力をとおして、当事者であれ証人であれ、誰でも、最小限の経費

によって裁判に出廷できることを保障しなければならない。 

第 8条 （1）固有の裁判所を持たない教区においては、司教は、自己の教区又は諸教区の集まり、そして使

徒座から共通目的のために推薦された婚姻訴訟の裁判所を組織するために協力できる人材を、可及的速やか

に、生涯養成や継続養成をとおしてでも養成し、自ら最初の法廷を設置するよう取り計らうべきである。 

（2）司教は、第 1423 条の規定に従って設立された、諸教区合同裁判所から脱退することができる。 

 

第 2部  婚姻無効訴訟権 

 

第 9条 裁判手続き中、結審に至る前に配偶者が死亡した場合、他方の配偶者または関係者が継続を請求し

ない限り審議は停止される。継続が請求される場合、適法な理由が存在することを証明しなければならない。 

 

第 3部  訴訟の開始と準備手続き 

 

第 10 条 裁判官は、当事者が訴状提出を妨げられる場合には、いつでも口頭による訴えを認めることができ

る。しかし裁判官は、公証官に命じてこれを書面にし、当事者に読み聞かせてその承認を得なければならな

い。これは、当事者によって記された訴状の代替として十全な法律効果を持つ。 
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第 11 条 （1）訴状は教区の裁判所、又は第 1673 条第 2項の規定に従って選択された諸教区合同裁判所に提

出されなければならない。 

（2）相手当事者が裁判所の判定に身を委ねるか、適法に再度召喚された後も何ら回答を寄せない場合、訴え

に反対しないものと解釈される。 

 

第 4部  判決とその執行並びに判決への異議申し立て 

 

第 12 条 法に定められた社会通念上の確実性に到達するためには、主要な重要性を持つ直接証拠や状況証拠

だけでは十分ではなく、法においても事実においても、積極的な錯誤の疑いはすべて、たとえ単なる反対の

可能性であったとしても、慎重に排除される必要がある。 

第 13 条 一方の当事者が、訴訟に関していかなる情報をも受け取ることを拒否した場合、判決文の謄本を入

手することも放棄したと見なされる。このような場合、判決の主文だけを通知することができる。 

 

第 5部  司教の前での略式婚姻訴訟 

 

第 14 条 （1）人と事物の状況から、婚姻無効訴訟を第 1683条から第 1687条に規定される略式手続きによ

って扱うことができる。その例として、次のものが挙げられる。同意の偽装を引き起こし得る信仰の欠如、

もしくは意思を決定するうえでの錯誤を引き起こし得る信仰の欠如；夫婦としての共同生活の短さ；出産を

妨げるための堕胎；婚姻時又はその直後における配偶者以外との関係をかたくなに持続すること；不妊又は

伝染性の重い病気、又は以前の関係から生まれた子ども、又は過去の服役について故意に隠すこと；結婚の

原因が、夫婦としての生活と全く異質のもの、又は女性側の予想外の妊娠であったこと；同意を強要するた

めに加えられた物理的暴力；医師の診断書によって裏付けられた理性の働きの欠如、などである。 

（2）医師による診断書類のすべてが、訴えを支持する書証の中に含まれる。それらの書類は、職権による鑑

定の取得を無用とする。 

第 15 条 通常の手続きを開始するための訴状が提出されても、法務代理は、訴訟が略式手続きによって扱わ

れ得ると考えた場合、そして提出された訴えに相手当事者が署名していないのであれば、第 1676 条第 1 項の

規定による相手方への訴状の通知において、相手当事者も訴訟に参加する意向があるかどうかを裁判所に知

らせるよう求める。法務代理は、必要と思われる場合にはいつでも、訴状に署名した当事者の一方か双方に、

第 1684条の規定に従って、訴状を補完するよう招かなければならない。 

第 16 条 法務代理は、自身を調査官として指名することができる。しかし、できる限り、訴訟の発端となっ

た教区から調査官を指名すべきである。 

第 17条 第 1685条に基づいて召喚する際に、両当事者は、当事者又は証人の尋問において尋ねてほしい内

容の項目が訴状に添付されていない場合には、その項目を訴状審査の 3日前までに提出することができる。 

第 18条 （1）調査官が、人と事物の状況から、別様に進めるべきと判断しない限り、両当事者及び弁護人

は、相手当事者及び証人の尋問に立ち会うことができる。 

（2）両当事者及び証人の回答は、公証官によって書面に起草されなければならない。しかし、争われている

婚姻の内容に触れるものだけを要約する。 

第 19 条 訴訟の準備手続きが諸教区合同の裁判所で行われた場合、判決を言い渡さなければならない司教

は、第 1672条に基づいて管轄権を定められた地の司教である。それが複数である場合、両当事者と裁判官の

「近接の原理」をできる限り順守しなければならない。 

第 20 条 （1）教区司教は、自己の賢明な判断に従って、判決を言い渡す様式を定めなければならない。 
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（2）判決は、どのような場合でも公証官とともに司教が署名し、判決理由を短く順序正しく述べ、通常は判

決日から 1か月以内に両当事者に通知しなければならない。 

 

第 6部  文書による訴訟 

 

第 21 条 権限を有する教区司教及び法務代理は、第 1672条の規定に従って管轄権を決定する。 

 

注 

[1] 第二バチカン公会議『教会憲章』第 27項参照。 

[2] （現行）『カトリック新教会法典』第 1752条参照。 

[3] 教皇パウロ六世、国際教会法学会 II Convegno Internazionale di Diritto Canonico の参加者への訓話

（1973年 9月 17日）参照。 

[4] 世界代表司教会議（シノドス）第 3回臨時総会「最終報告」 第 48 項参照。 

[5] 教皇フランシスコ 使徒的勧告『福音の喜び』第 27 項参照。 

 

本使徒的書簡は、2015年 9月 8日 聖マリアの誕生の祝日にバチカンにおいて発表された。 

 

 

 

 

 

 新刊書籍案内  

 

 

※ 「今こそ原発の廃止を―日本のカトリック教会の問いかけ」 

    日本カトリック司教協議会 『今こそ原発の廃止を』編纂委員会 

 

※ 「国籍を越えた神の国をめざして 改訂版」     日本カトリック司教協議会 社会司教委員会 
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