
日本のオプス・デイ属人区の信者を加害者とする子どもへの性虐待についての訴えがあっ

た場合の調査に関する諸規定 

 

 

教理省の 2011 年 5 月 3 日の書簡によれば、司教と司教に準ずる立場の者は、性虐待の訴え

に対応するため、明白で、組織的な手順を準備しておかなければならない。日本における

聖十字架とオプス・デイ属人区によって定められた規定は次の通りである。 
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日本のオプス・デイ属人区の信者を加害者とする 

子どもへの性虐待についての訴えがあった場合の調査に関する 

諸規定 

 

I 規定の内容と適用範囲 

1. これらの規定の内容 

1,1 カトリック教会は、それゆえ日本における聖十字架とオプス・デイ属人区は、

子どもへの性虐待を、キリスト教の教えの重大な違反で、赦されざるものと考え

る。この犯罪は、中でもイエス・キリストとその教えにより近くから従うように

他の人々を助けることを使命とした人々によって犯される場合、一段と深刻とな

る。 

1,2 これらの規定は、上級の法律の適用の中に入れられる。（『教会法』（以下 CIC）、

31,34 条参照）。CIC1717 条と、子どもへの性虐待の訴えの予備調査に関する 2001

年 4 月 30 日付（最終改正、2010 年 5 月21 日）の自発教令 Sacramentorum sanctitatis 

tutela（以下 Sst）の普遍的規定の適用のための一助である。 

1,3 これらの規定は、2011 年 5 月 3 日付書簡で教理省から出された指示と 2012 年

4月12日付で日本の司教協議会によって認可されたガイドラインに基づいている。 

 

 

2. 適用範囲 

2,1 これらの規定は、訴えが提出された時点で、属人区に属している信者に適用さ

れる。 



2,1,1 信徒の信者が訴えられた場合、これらの規定の適用範囲は、地域代理の権

威の下で、キリスト教的形成や霊的指導をしている属人区の使徒的活動に携

わっている際に犯された行為に限られる（『オプス・デイの規約』、1 条及び

121 条、第 2 項参照）。 

 

2,2 しかし、以下の者には適用されない。 

2,2,1 自分の専門職または個人的な活動に従事している属人区の信徒の信者。 

2,2,2 属人区がその霊的面に責任を持っている施設やプロジェクトで働いている

信徒従業員とボランティア。これらの施設は、自己の従業員の行動について

当局の機関に対して、またそのために働いている社会的グループ（生徒の保

護者など）に対して責任をもち、固有の規定と訴訟方法を持つ。 

 

2,3 性虐待とは、Sst 第 6 項に従い、上記 2,1 で言及された信徒によって 18 歳以下

の子どもに対して犯された十戒の第六戒に反する罪を指す。 

 

 

II 教会機関としての責任者と補助の機関 

 

3. 教会機関としての責任者 

3,1 これらの規定に関して調査をする責任をもつ教会の責任者は、属人区の当該地

域の裁治権者としての属人区の地域代理である。（『オプス・デイの規約』、151 条、

第 1 項参照） 

3,2 教会法とこれらの規定に従って、他の人々が調査を助け意見を述べることがで

きるが、地域代理の判断と統治権に取って代わることはできない。また、刑事訴

訟は、2 名の法律専門家の意見を徴してからオプス・デイの裁判所に提出される

（CIC1718 条参照）ということに変わりはない。 

 

 

4. 諮問委員会 

4,1 属人区の信者に対する子どもへの性虐待の訴えの予備調査に関して、地域代理

の諮問機関となる諮問委員会を作るべきである。この委員会は以下の権限を持つ。 

4,1,1 本規定を検討し、規定の適用を提案する。 

4,1,2 地域の属人区の公益保護官（promotor de justicia）と共に、訴えを評価し、

CIC1722 条に言及されている留意すべき手段のいくつかを適応するべきか

どうかを決めることについて、地域代理に助言を与える。Sst 第 19 項によれ

ば、それらの手段は予備調査が始まった時点で適応可能となる。 



4,1,3 子どもの保護に向けられた手段を提案するために、虐待に関係するすべて

の用件について、地域代理に助言を与える。 

 

4,2 諮問委員会は少なくとも 5 人で構成される。教会への忠実において完全で、品

行方正かつ正しい基準の持ち主でなければならない。 

4,2,1 その大部分は属人区の仕事に専門的に従事していない信徒である。委員会

の長は司牧経験の豊かな正しい基準を持つ属人区の司祭で、少なくとも一人

のメンバーは子どもへの性虐待の問題に経験を持つ人でなければならない。 

4,2,2 できる限り、この委員会のメンバーに次の分野の専門家が加わるように努

める。教会法、刑法か市民法、心理学、倫理神学。 

4,2,3 地域代理が諮問委員会の委員を任命する。その任期は 5 年で、再任が可能

である。地域代理が地域委員会のメンバーに諮問委員会の会合に参加するこ

とを要請しても支障はない。 

 

4,3 公益保護官が諮問委員会の会合に参加するのが望ましい。 

 

 

5. 子どもの保護にあたるコーディネーター 

5,1 地域代理は子どもの保護に当たるコーディネーター（以下、コーディネーター）

を任命する。その任務は、属人区の信者に対する子どもへの性虐待についての訴

えを受理することである（2 条、1 項参照）。コーディネーターが諮問委員会の委

員の一人であってもかまわないが、そうである必要はない。 

5,2 コーディネーターは、尊敬と理解と同情の念をもって訴えを受け取らなければ

ならない。訴えた側によく耳を傾け、その要求に理解を示し、如才なく、公平に

行動しなければならない。 

5,3 コーディネーターにどのように連絡するかについて、属人区のすべてのセンタ

ーに周知される。 

5,4 コーディネーターが一時的にその職務を履行できない場合、地域代理はコーデ

ィネーターの補佐を任命しなければならない。 

5,5 コーディネーターは、被害者と推定される者が必要とする医療上、または司牧

的サポートについて話し合うために、適宜、被害者と推定される人と地域代理、

あるいはその代わりの者との面談の仲介を取り持つ。 

5,6 CIC1719 条の規定に従って、地域代理が調査を命じた子どもへの性虐待に関す

る属人区の信者に対する訴えを記録する（第 2 条参照）のはコーディネーターの

責任である。 

 訴えから 10 年が経つと、CIC489 条 2 項に従って事を運ぶ。書類には容疑



者もしくは犯人の名前を記入せず、訴えを受理した日付、容疑の種類、予備

調査の開始と終了の日付、地域代理の最終的決定（調査報告書を教理省に送

るか、訴えが確かでないと判断するか）を記入する。 

 この報告書とともに、いかなる個人の名前にも言及することなしに、将来の

ケースに役立つと思われる、調査された様々なケースから生まれた訴訟の進

行についての経験を補完することができる。 

 各ケースの資料は、機密の資料保管庫についての教会法の規定（CIC489 条、

1719 条）に従って、属人区の文書保管庫に保管される。 

 

 

III 保護されるべき権益 

6. 訴えを受理し、その調査に入る際に、以下の権益が守られなければならない。 

6,1 正義が完遂されるために、あらゆる関係者の権利を尊重しつつ、教会法と国法

の規定を細心の注意を払って遵守しなければならない。 

6,2 国法と司法に関しては 

6,2,1 良心と秘跡の守秘義務を尊重しつつ、正当な権威に犯罪の裁判を任せる事

に関する市民法の規定に常に従わなければならない。 

6,2,2 もし警察が事件を調査しているなら、あるいは容疑者に対して民事か刑事

の訴訟が始まっているなら、その遂行を妨げたり、介入したりすることはで

きない。その状況を鑑みながら、地域代理は国家裁判所の訴訟が終わるまで、

教会法に従う予備調査を延期するのが適当かどうかを判断する。 

6,2,3 警察の調査、あるいは国家裁判所の判決とは独立して、教会は CIC1717

条とその諸規定に従い、予備調査を始める権利を有する。 

 

6,3 予備調査によって関係者の名誉が侵害されることを避けなければならない

（CIC1717 条、2 項参照）。そのために、予備調査に加わる人々が守秘義務の原

則を遵守する必要がある。 

 

6,4 つねに正義と同情と愛徳をもって振る舞わなければならない。同時に、スキャ

ンダルを想定し対処しなければならない。 

6,5 被害者と推定される人に関しては、 

6,5,1 援助と和解を見いだすように保護し助ける。 

6,5,2 霊的、心理学的なサポートを提供する。 

6,5,3 告訴人には尊敬をもって接しなければならない。性虐待がゆるしの秘跡の

品位を貶める罪と関係がある場合は（Sst 第 4 項）、告訴人には自己の名前を

訴えられている司祭に知られないようにする権利がある（Sst 第 24 項）。 



 

6,6 被告人に関しては、 

6,6,1 自己を弁護する権利を尊重する。それゆえ、地域代理が諮問委員会の所見

を聞いた後で、そうしないための重大な理由があると判断した場合を除いて、

訴えの内容を伝え、それぞれについて申し開きができる機会を与えなければ

ならない。地域代理は諮問委員会の意見を聞いた後、予備調査の間に訴えら

れた者に伝えるべき情報が何であるかを慎重に決定する。 

6,6,2 地域代理が、訴えに関して伝えるべき情報を被告人に対しては制限する理

由があると判断した場合、次のことを伝えなければならない。すなわち、予

備調査が終了すれば、訴えは証拠不十分として却下されるのではなく、裁判

あるいは行政の訴訟が続く。この訴訟の中で、当人に対して上げられた訴え

と証拠について情報を得、それに対して申し開きをする機会が与えられる、

という点である。また、このようなやり方は国家の訴訟においても行われ、

そこでは訴えられた者は、検察官や予審判事が集めたすべての情報を、裁判

が始まるまで知らされるわけではないことを伝えるべきである。 

6,6,3 告訴人にも被告人にも、容疑が確定するまでは、被告人は推定無罪である

という原則を確認する。 

6,6,4 経過観察期間あるいは刑事裁判の間のいかなるときも、被告人の聖職者に

対して正義にかなった品位を保てるだけの生活費を支給しなければならない。 

6,6,5 子どもへの危険となるか、あるいは共同体にとって躓きになると考えられ

る限り、被告の聖職者の公の司牧活動の再開は認められない。 

6,6,6 予備調査が完了し、不正に訴えられていたことが判明した場合は、被告人の名誉を

回復しなければならない。 

 

 

IV 起訴、ならびに訴えを受理する方法 

7. 起訴、ならびに訴えを受理する方法 

7,1 属人区の信者に対し、子どもへの性虐待に関して訴える必要があると考える者は、

コーディネーターに申し出る。また、属人区の他の信者による子どもへの性虐待に

ついて知る、もしくはそれを疑うに十分な理由があると考える属人区の信者は、即

座にコーディネーターに情報を伝えなければならない。ただし、それによって霊的

指導への信頼、もしくはゆるしの秘跡の守秘義務が犯される場合は別である。 

7,2 コーディネーターは、可能な限り、申し出を受けてから 24 時間以内に、訴えたい

と考える人と面会しなければならない。 

7,3 コーディネーターは、もし被害者と推定される子ども自身が訴えていない場合、

被害者と推定される子どもの両親、あるいは代理人と面談をしなければならない。 



7,4 コーディネーターはさらに、被害者と推定される子どもが個人的に訴えていない

場合、本人と面談しなければならない。その前に、この面談が適切かどうかを考え、

本人の両親あるいは代理人の同意を得なければならない。これらの人々、または彼

らが選ぶ人々が、その面談に立ち会う必要がある。このような配慮は、訴えに関す

る事実が起こってから時間が経過し、被害者と推定される子どもが成人になってい

る場合は、必要がない。 

7,5 コーディネーターは、告訴人、あるいは被害者と推定される子ども、あるいは他

の誰にも、被告の有罪性について、また事実であると推定される虐待に対して慰謝

料を受ける権利の有無について、さらに予備調査の終了後のことについて、一切コ

メントをしない。 

7,6 告訴人、あるいは被害者と推定される子どもとの会話において、コーディネータ

ーは、地域代理が、被告が司祭の場合その司祭の司牧活動を、あるいは被告が信徒

の場合その者の属人区の使徒職への参加を、地域代理が、念のために制限するとい

う事実それ自体は、教会当局側が責任を認めたからでも容疑者を有罪と考えている

からでもないことを、明確にする。 

7,7 コーディネーターは、告訴人に書面で報告書を提出するように依頼しなければな

らない。被害者と推定される子どもが成人に達していない場合、同じ依頼を被害者

と推定される子どもの両親もしくは代理人にする。報告書作成の便宜をはかるため、

この規定に添付している質問表（付録 II）のコピーを送るのが望ましい。もし被害

者と推定される子どもの年齢や教育レベルを考えて、報告書を作成するのが困難と

思われる場合は、コーディネーターが自分で作成する。その後、当事者に報告書を

見せて、当事者の発言が正確に記されているかどうか確かめた上で、署名を求める。

コーディネーターも署名する。 

7,8 コーディネーターは、被害者と推定される子ども、その両親か代理人、告訴をす

るその他のいかなる人との間であっても、なされた会話を逐一記録しそれを保存す

る。訴えについての報告書の記録についても同じである。 

7,9 訴えが、属人区が霊的な指導だけを受け持っている施設の一般信徒の従業員、も

しくはボランティアに対してなされたものであれば、コーディネーターは告訴人に

訴えをその施設の責任者に提出するよう依頼する。なぜなら、その責任者がそこで

働く従業員やボランティアの行動に責任を持っているからである。 

7,10 もしマスコミが容疑に関するニュースを報道するなら、コーディネーターは訴え

る人物と接触を図り、正式に告訴するように依頼する。 

7,11 匿名の訴えがあれば、コーディネーターは地域代理に報告し、地域代理はその訴

えに対処するかどうかを決定する。 

 

8. 被害者と推定される子どもへの支援 



属人区の信者に対する子どもへの性虐待の訴え（2,1 参照）を受け、それが真実である

と推定される場合、コーディネーターは地域代理と合意の上で、即座に被害者と推定さ

れる子どもの両親もしくは代理人と話し、7,5 と 7,6 での指示を考慮に入れながら、被害

者と推定される子どもとその家族の司牧的サポートを図る。同様に、地域代理と合意の

上で、それらの人々に心理士のサポートを受ける可能性について助言を行う。 

 

9. 当局への報告  

9,1 良心の問題の秘密性やゆるしの秘跡の守秘義務をゆるがせにすることなく（7,1

参照）、10,2 に従って子どもへの性虐待の訴えが真実だと判断される場合、次のこ

とを考慮する。「要保護児童を発見した者は、（…）市町村、都道府県の設置する

福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」（児童福祉法 25 条） 

9,2 この権利と義務はつねに尊重されなければならない。いかなる理由があろうとも、

被害者と推定される子どもやその家族に当局への訴えを止めるよう働きかけては

ならない。コーディネーターは、この権利と義務に関して、被害者と推定される子

ども、その両親もしくは代理人に説明し、それを行使するよう勧めなければならな

い。 

 

 

V 予備調査 

10. 予備調査の開始 

10,1 コーディネーターは、性虐待についての訴えを受けると、すぐに地域代理に報告

し、告訴人と、推定される被害者もしくはその両親か代理人との間でなされた話

し合いの内容を記した文書を提出する。コーディネーターはそれらの話し合いで

受けた印象をもとに、適切と思える助言をすることができる。 

10,2 地域代理はその報告を諮問委員会に回し、調査を開始するべきかどうかについて

意見を求める。調査委員会の意見と公益保護官の意見を聞いた上で（CIC1722 条

参照）、地域代理は決定を下す。決定を下す際には、訴えに信憑性があると認めら

れ、確実に無用であると言えない場合には、常に調査を行わなければならないこ

とを忘れてはならない。例えば、訴えられた側が訴えの正しさと自分の責任を認

めるときなど（CIC1717 条参照）。このような場合であっても、事の重大性を計り、

事件を取り巻く状況を明らかにするために、調査を行うことが適切である場合が

ある。 

10,3 調査開始を決めた場合、地域代理は文書を発行し、その中で決定事項を知らせ、

調査を進めるのに適切な人物を任命するか、あるいは自身で調査を行う場合はそ

う明示する（CIC1717 条参照）。地域代理は自由にこの決定をすることができるが、

通常は調査を行う自分以外の人物を任命することが勧められる。 



10,4 事案の状況（聞き取りをするべき人の人数と身分、容疑の性質など）を考慮して、

地域代理は予備調査開始を告げる文書の中で、自分の代理の他に、この種の仕事

に適した職業に就いている人たちからなる二人の調査官を選ぶことができる。例

えば、弁護士、臨床心理士、社会貢献的な仕事に従事している人など。 

10,5 地域代理は上記の文書が発行されてから 48 時間以内に、受理した訴えについて

被告人に伝え、調査開始の文書の写しを手渡す。 

10,6 地域代理は被告人に、有罪の判決が下されるまでは無罪と見なされるという原則

を思い出させると同時に、告訴人、推定される被害者、ならびにその家族との接

触を控えるべきであると助言する。また、マスコミ関係者の質問に答えることの

危険性を伝え、報道関係者に属人区の地域代理の広報室を紹介するように勧める。 

10,7 調査の目的は、何があったのかという事実確認とその状況、そしてそれが罪に問

われるかどうかを明らかにすることである（CIC1717 条、本規定の付録 I 参照）。 

10,8 共通善を守るために、CIC1722 条と東方教会法典（以下 CCEO）1473 条に規定

されている予防措置のいずれを採用するかを決定するのは地域代理の責務である。

Sst 第 19 項に従って、そのような措置は予備調査が始まった時点で採用されなけ

ればならない。地域代理は、容疑者の司祭の司牧活動を制限するためにこれらの

措置を採るべきかどうかについて諮問委員会に意見を求めることができる。委員

会は、自己の発意で、地域代理にこの種の助言を与えることもできる。 

 

11. 予備調査の進捗 

11,1 地域代理、もしくは地域代理の代理人によって任命された調査官は、訴訟におけ

る聴聞官と同じ権限と義務を有する（CIC1717 条 3 項。本規定の 11-12 参照）。 

11,2 調査官による聞き取り調査を受ける人たちは、自分たちが指名する第三者の同伴

を許される権利があることを知らされなければならない。この同伴者は教会法の

専門家や弁護士でも可能である。 

11,3 調査官は適宜、教会法の専門家、弁護士、あるいは被告人と被害者が助言者とし

て選んだ他の人物に、調査の進捗状況に関して適切と思える情報を伝えなければ

ならない（6,6,1-6,6,2 参照）。もし被告人あるいは被害者が、他の人の臨席を望ま

ないなら、調査の進捗状況についての情報は直接本人たちに伝えられる。 

11,4 調査官は、告訴人、被害者（訴えが他の人たちによってなされた場合）、被告人、

そして訴えの事実を明らかにするのに助けとなるような人がいればその人に対し

て、聞き取り調査をしなければならない。 

11,5 被害者が未成年である場合、調査官は当人に聞き取りを行うのが適当かどうかを

判断する。聞き取りを行うべきと判断した場合、まず被害者の両親、もしくはそ

の代理人の明示的な了解を得て、聞き取りはその人たち臨席の場で行われなけれ

ばならない。 



11,6 被告人から聞き取りを行う前に、訴えの内容を当人に伝え、それに対して反論す

る機会を与える。被告人が望むなら、反論は書面、もしくは教会法の専門家や弁

護士を通して行うことができる。また、そう望むなら、聞き取りの中で、調査官

に対して口頭で反論することもできる。 

11,7 被告人に聞き取りを行う場合、犯罪を告白する義務はないこと、宣誓を強要され

ることもないことを明らかにしなければならない（CIC1728 条 2 項）。 

11,8 調査官と聞き取りを受けた人は、聞き取りの報告書に、その内容を確認の上、署

名する。この目的のために、聞き取りを録音することが許される。録音を文書に

書き写す者は、職務上の守秘義務を遵守することを約束しなければならない。 

 

12. 予備調査の終了と勧告 

12,1 調査が終了すると、調査官は以下のことを検討しなければならない。 

12,1,1 訴えの信憑性の有無。 

12,1,2 調査によって明らかになった事実と状況が性虐待に当たるかどうか（付録

I 参照）。 

12,1,3 その犯罪が被告人に帰されるかどうか（付録 I 参照）。 

12,1,4 性虐待がなかったと判断される場合、キリスト教的召し出しを立派に生き

ようとする司祭や信徒の模範とならない思慮に欠ける行動がなかったかど

うか。 

12,2 調査官は、12,1 で言及された事案についての結論を記載した報告書を諮問委員

会に提出しなければならない。適切と思える助言や薦めがあれば、それも加える

ことができる。この報告書は、聞き取り調査についての報告に加えて、調査の間

に受け取った参考になる資料（手紙など）があれば、それも共に提出できる。 

12,3 諮問委員会は、調査官の報告書について検討し、調査が完全で正しいものである

か判断するために、できるだけ早く集まらなければならない。もし必要と判断さ

れたなら、委員会は送られた報告書に必要な事項を付け加えるよう、調査官に依

頼することができる。その後、諮問委員会は、地域代理に、調査に関するすべて

の文書を提出するとともに、別に一つの書状を作成し、そこに諮問委員会の委員

全員が調査官の結論と地域代理に上げるべき助言に賛成であるかどうかを示す。 

12,4 地域代理と諮問委員会の委員たちは、この種の調査が被害者にも被告人にも辛い

試練の時となることを意識して、調査ができるだけ迅速に終わるように心がけ、

調査官の聞き取りとその結論の作成と提出が速やかに行われるよう注意を払わな

ければならない。 

 

13. 地域代理による予備調査の完了 

13,1 地域代理はコーディネーターと調査官と諮問委員会の報告と結論を慎重に検討



する。もしそうする方がよいと思われるなら、地域代理は事案を諮問委員会と調

査官に戻し、不明な点を明らかにし、さらに調査をさせることができる。報告と

結論が十分であると判断する場合、予備調査の完了を宣言する。 

13,2 地域代理の出した結論が、訴えは信憑性に欠けるというものである場合、地域代

理は、調査が完了し訴えは証拠不十分として退けられると宣言した文書を発表し、

被告人と推定される被害者と諮問委員会に送付しなければならない。 

13,3 被告人が聖職者であり、地域代理の結論が、訴えに信憑性があり、それゆえ犯罪

が犯されたと考えられる理由があるというものであれば、地域代理は、 

13,3,1 訴えを遺漏なく世俗当局に知らせるように手配する。（6,2,1 と 9 参照） 

13,3,2 予備調査の記録を教理省に届けるために、属人区長に送る。（Sst 第 16 項

参照） 

13,3,3 13.3.1 の手続きがなされた旨を、被告人、被害者、諮問委員会に書面で知

らせなければならない。 

13,3,4 その文書の中で、地域代理は被告人に、子どもの参加するいかなる属人区

の活動にも、また他のいかなる司牧活動にも参加することを禁じ、被告人

が自分の住むセンターの中だけで司牧活動をすることができることを示

さなければならない。 

13,3,5 地域代理は上記（13,3,1-13,3,4）の内容を容疑の犯罪が起こり、被告人が

住んでいる教区の司教にも報告しなければならない。 

13,4 もし被告人が信徒で、地域代理が訴えに信憑性がある、それゆえ犯罪が起こさ

れたと考えられる理由があると判断したならば、地域代理は、 

13,4,1 訴えを遺漏なく世俗当局に知らせるように手配し（6,2,1 と 9 参照）、予備

調査の開始以前に裁判が終わっていなければ、裁判の審理が終わり、判決

が出るのを待つ。 

13,4,2 被告人に子どもが参加する属人区のいかなる活動にも関わることを禁ず

る。 

13,4,3 被告人、被害者と諮問委員会に手紙を送り、13,4,2 の指示がなされたとい

う旨を知らせる。 

13,4,4 容疑の犯罪が起こった教区の司教、被告人が住んでいる教区の司教に、前

項（13,4,1-13,4,3）の指示がなされたことについて報告する 

 

 

VI 予備調査完了後の司牧的対応 

14. 被害者への司牧的対応 

14,1 地域代理、もしくは地域代理に任命された者は、被害者、あるいは被害者が未

成年の場合、被害者の両親、もしくは後見人と面会し調査の結果を報告する。地



域代理、もしくはその代理人と、被害者は、それぞれに他の一名が同席していな

ければならない。 

14,2 訴えに信憑性が欠ける場合、その旨を推定される被害者に伝える。同情をもっ

て接し、必要で道理にかなうと思われる助けを与えなければならない。 

14,3 訴えに信憑性があると思われる場合、その旨を被害者、ならびに被害者以外で

訴えた人々に伝える。被害者と、必要と思われる場合はその家族に、その状況の

中で最も適切と思われる仕方で、司牧的サポートを施す。被告が有罪である、あ

るいは教会当局に責任があるように誤解をされるようなコメントは一切しない。

予備調査に続く司法裁判か行政裁判、あるいはその種の裁判が行われない場合に

は教会の裁判の結果が出た後に、被告人の有罪性について言及することができる。

（付録 I、B） 

15. 被告人に対する司牧的対応 

15,1 被告人に関しては、予備調査が終わった時点で訴えの信憑性が否定され、国家

の裁判で審理されない場合、あるいは審理の結果無罪が決定した場合、地域代理

はあらゆる手段を講じて不正に訴えられた人物の名誉の回復に努める。この手段

としては、以下のようなものがある。 

15,1,1 被告人の無罪判決を公に宣言する。被告人が聖職者の場合、その奉仕職に

復帰させる。 

15,1,2 被告人の仕事場を訪れ、その仕事の同僚たちに被告人の無罪を報告する。 

15,1,3 不正に訴えられた人物に、不可避的に被るトラウマからの癒しのために必

要な霊的心理的な助けを提供する。 

15,2 予備調査が終了した時点で、訴えが信憑性に足るものと判断された場合、13,3,3

または 13,4,3 で示された事項を果たす事以外に、地域代理は被告人に対して、自

主的に、地域代理と当人が適切と思う専門家の医学的心理学的検査を受けるよう

に強く勧める。地域代理は、被告人に状況に応じた司牧的世話が与えられるよう

に配慮する。 

 

16. 他の関係者への司牧的対応 

16,1 性虐待は被害者の家族に重くのしかかる。被害者は社会から白眼視される場合

もあり、その両親は子どもへの心配りが不十分であったと自分を責めることもあ

る。地域代理は、考えられる心理的精神的トラウマから回復するよう彼らを助け

る方法を考えなければならない。 

16,2 性虐待を犯した人物が、事件が起こった地域で非常に名の通った人物である場

合がある。この場合、当人を知る人々が、怒り、幻滅、不快、裏切られたとの気

持ち、当人の話を信じることへの抵抗、苦悩と被害者への同情といった反応を示

すことがある。教会当局は、これらの心理的状態を癒すための司牧的心理学的適



切な手段を考慮しなければならない。 

 

 

VII 子どもへの性虐待と確定された罪に対する教会法上の措置 

 

17. 属人区の信者による子どもへの性虐待の一つの行為が、その犯行者によって認めら

れるか、あるいは裁判の審理によって、あるいは審理外で教会法に従った手続きによ

って、認められた場合、地域代理は当事者が属人区に属し続けるべきかどうかを決定

する。 

18. 属人区の規約の当該規定（規約 28-35）を考慮の上、地域代理は当人に対し属人区

長に属人区への帰属の免除を願い出るよう勧めるか、属人区長に属人区へのその人物

の除名（規約 31 参照）を提案することができる。いずれにしても、オプス・デイの

規約と教会法が犯罪の当事者に認めている権利を尊重しなければならない。 

 

19. この罪を犯した司祭、または助祭に適用される教会法上の刑罰に関しては、Sst 第

６項 2、21 項 2 に定められていることが適用される（教理省、2011 年 5 月 3 日の書

簡 II 参照）。 

19,1 子どもへの性虐待の罪を犯した司祭または助祭は、聖職者身分の義務からの免

除をいつでも願い出ることができる。 

19,2 極めて深刻な場合には、オプス・デイ属人区長は、明らかな形で有罪が確定さ

れ犯行任が弁明をする機会が与えられた後、教理省を通して、犯罪者の聖職者身

分の喪失、もしくは独身を守る義務の免除を伴った聖職者身分の喪失を、直接教

皇の決定に問うことができる（Sst 第 21 項 2,2）。 

 

20. 犯罪が起こった場所の教区司教は、訴訟の結果について報告を受けなければならな

い。 

21. 子どもの安全が保障され得ない、あるいは共同体にとって躓きの危険がある場合に

は、聖職者に公の司牧活動に戻ることを禁じるべきである。（教理省の 2011 年 5 月 3

日の書簡 III, i 参照） 

 

22. 子どもへの性虐待という犯罪を犯した属人区のいかなる司祭、または助祭に対して

も、当人を別の教会の行政管区で司祭または助祭の奉仕職に相応しい仕事を任せたり、

別の教会の行政管区に移動させてなんらかの奉仕職に従事させたりすることはでき

ない。ただし、前もって地域代理がその行政管区の司教に、子どもへの性虐待の事件

と、その司祭または助祭が子どもや青年に対して危険となると考えられるあらゆる情

報を伝達した上であれば、別である。 



 

 

付録 I 

この付録には、性虐待の訴えについての予備調査を行う場合、特に重要となる法的文

書と若干の短いコメントが載せられている。 

 

A．子どもへの性虐待：教会法と一般法のとらえ方 

A.1. 自発教令 Sacramentorum sanctitatis tutela（2001 年 4 月 30 日。最終改正、2010 年 5

月 21 日） 

6 条 1 項 教理省の判決に委ねられるべき、最も重大な犯罪は、 

1. 18 歳以下の子どもに対して聖職者によって犯された、第六戒に反する犯罪。

この項において、通常理性の判断が完全にできない人も 18 歳以下の子どもと

同じと考えられる。 

2. 聖職者が、そのやり方や手段を問わず、14 歳以下の子どものわいせつな画像

を、みだらな目的のために獲得、保持、広めること。 

 

 

A.2. 非常に深刻な犯罪に関する教理省の手順と実践：B 道徳に反する犯罪. 

この犯罪に関しては、教理省の実践に関しての若干の考察が重要である。 

a) 自発教令は”delictum cum minore”という表現を使っている。この表現は単に肉

体の直接の接触だけではなく、間接的なわいせつ行為（例えば、子どもにポル

ノグラフィーを見せることや自分の性器を見せることなど）も意味する。 

b) CIC1395 条 2 項は、16 歳以下の未成年との犯罪を扱っている。他方、自発教

令は 18 歳以下の未成年との犯罪を扱う。それゆえ、犯罪の分類はより複雑と

なる。実際、ある専門家は児童愛好家（児童に性的魅力を感じる変質者）と言

うだけでなく、青年愛好家（青年に性的魅力を感じる変質者）、同性愛者（同

性の大人に性的魅力を感じる変質者）、異性愛者（異性の大人に魅力を感じる

人）とも言えると指摘する。16 歳から 18 歳の青年には、同性愛者にとっても

異性愛者にとっても性的魅力を感じさせるものがいる。16 歳は法律的に性的

行為（同性とも異性とも）に同意できる年齢とされる国もある。自発教令は、

それが児童愛であろうが、青年愛であろうが、同性愛であろうが、異性愛であ

ろうが、18 歳以下の人間との第六戒に反するあらゆる行為を犯罪と考えてい

る。とはいえ、この区別は心理学的、司牧的、法律的見地からすると重要であ

る。その区別は、司教と裁判官に、罪の深刻さを評価し、有罪の聖職者の更正

のため、躓きの補償と正義の回復のための道を選ぶ際、助けとなるだろう

（CIC1341 条）。 



 

A.3. 日本の司教協議会によって認可されたガイドライン（2012 年 4 月 12 日）。 

II. 1. 子どもへの性虐待とは「18 歳未満の児童にわいせつな行為をすること、または児童を

してわいせつな行為をさせること。性器や性交をみせたり、わいせつなビデオ、図書、ポルノ

グラフィーを見せたり、性的興奮を喚起するような話をすること、被写体などを強要すること、

自らの性器を児童に意図的に押し付け、触らせ、見せる等の行為や未遂も含めて児童との

性交等」をさします。性虐待は女子ばかりでなく男子も被害の対象になります。 

II. 2子どもへの性虐待は、倫理的にゆるされない行為であると同時に、日本の法律上、犯罪

にあたります。日本で適用される法律は、刑法 176 条（強制わいせつ）、同 177 条（強姦）、

同 178条（準強制わいせつ及び準強姦）、同 178条の 2（集団強姦等）があります。なお、刑

法第 176条から 178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起す

ることができません（同 180 条）。また、「児童福祉法」、「児童虐待の防止等に関する法律」、

「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、各都道府

県・政令市レベルで制定される条例が適用されます。民事上は、民法第 709 条で不法行為

（損害賠償）が問われます。 

II. 3 教会の規定では、18歳未満の未成年者への聖職者による性虐待は、教理省の非常に

深刻な犯罪（delicta graviora）のリストに含まれており、さらに児童ポルノグラフィーの収得、

所持、もしくは配布も犯罪であるとみなされています。 

 

A.4. 日本国の法律 

「児童買春、児童ポルノに関わる行為などの処罰および児童の保護などに関する法

律」 

「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の

約束をして、当該児童に対し、性交等（性交若しくは性交類似行為（...）をす

ることをいう（第二条２）。児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円

以下の罰金に処する（第四条）。児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、

又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げ

る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記

録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とす

る。（第七条４） 

「インターネット異性紹介事業を利用して、児童を誘引する行為の規制に関する法

律」 

紹介事業を営む人に義務づける以外の、この法律の規定。 

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為（以

下「禁止誘引行為」という。）をしてはならない。一 児童を性交等（性交若し



くは性交類似行為をし、（…））。二 人（児童を除く。第五号において同じ。）

を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。三 対償を供与すること

を示して、児童を異性交際（性交等を除く。次号において同じ。）の相手方とな

るように誘引すること。四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際

の相手方となるように誘引すること。五 前各号に掲げるもののほか、児童を異

性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となる

ように誘引すること。「第六条（第五号を除く。）の規定に違反した者は、百万

円以下の罰金に処する」（第三十三条）。 

「刑法」 

暴行又は脅迫を似て十三歳以上の婦女を姦淫したる者は強姦の罪と為し五年以

上の有期懲役に処す。十三歳に満たさる婦女を姦淫する者亦同じ（第一七七条）。

…猥褻の行為を為したる者は六月以上七年以下の懲役に処す。（第一七六条） 

 

「児童福祉法」、 

第六十条： 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若

しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第三十四条： 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。（…）児童に淫行を

させる行為（その六） 

「児童虐待の防止等に関する法律」、 

第八十二条：（…）その二： 児童にわいせつな行為をすること又は児童をして

わいせつな行為をさせること。 

 

「少年法」 

少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 

この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十

歳以上の者をいう（第二条）。 

第三条： 家庭裁判所の審判に付する。一 罪を犯した少年 

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年は、「児童福祉法」によっ

て、「福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」（第二十条）。 

 

B．信憑性のある訴え 

CIC1717 条 1 項。「裁治権者は、少なくとも真実らしく思われる犯罪について情報を

得る場合、そのつど自ら、又は他のふさわしい人によって、事実、状況及び有責性を

慎重に調査するものとする。ただし、この調査が全く不必要と思われる場合はこの限

りではない」 

調査すべき訴えとは、真実らしく思われるもの、真実の装いをしているものである。



「手に入れた情報から、犯罪がなされたと思わせる兆候を類推できるなら、それは調

査を始めさせるための積極的な条件である」（Josemaría Sanchís, Comentario al Canon 

1717 en Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético, EUNSA）。 

予備調査の対象は、容疑が真実の装いをしていることを確認できるかどうかを知るこ

とである。しかしながら、罰を科するのに必要な確信を得られるのは、予備調査に続

く裁判の審理か行政裁判の審理の中でであろう。そのために、予備調査が終了した時

点では、被告人はまだ有罪者とは考えない。本人が自己の犯罪を認めた場合は別であ

るが。 

 

 

C. 有責性 

CIC1717 条 1 項。「裁治権者は、少なくとも真実らしく思われる犯罪について情報を

得る場合、そのつど自ら、又は他のふさわしい人によって、事実、状況及び有責性を

慎重に調査するものとする。ただし、この調査が全く不必要と思われる場合はこの限

りではない」 

有責性という言葉は何を意味しているのか。いつ容疑が被告人の責任だと考えるこ

とができるのか。 

有責性とは、犯人が故意に、あるいは怠りよって法に違反したことに関して、その

行為、または怠りを犯人のせいにできるということである。刑法（教会法の刑法にも

同じ）に固有の言葉遣いでは、「故意の違法行為を故意行為」（犯意行為）、怠りによる

違法行為を「過失行為」と呼ぶ、次の条文は、教会法典で定められた有責性の二つの

形である。 

 

CIC1321 条 

1 項 法律又は命令の外的違反が、故意または過失のため重大な有責性のあるもので

ない限り、なんぴとも処罰されない。 

2 項 法律又は命令に故意に違反した者は、法律又は命令によって制定された刑罰を

免れない。ただし、法律又は命令が別段に定める場合を除き、故意によらず不注意に

よる違反者は処罰されない。 

3 項 外的違反がなされた場合は、有責性があったものと推定される。ただし、しか

らざることが明白である場合はこの限りではない。 

 

 

D. 教会法と国家法における性虐待についての規定 

「誰でも犯罪を訴える権能を持つ。『訴える』というのは広義の意味で、犯罪につい

て当局に知らせる行為を言う。犯罪の訴えはただ権能だけではなく、場合によっては



道徳的、あるいは法律的な義務でもある。（…）。しかしながら、犯罪の訴えは刑事訴

訟を前提とするものでも（ただ裁治権者の命令による公益保護官だけが刑事訴訟を行

う権利を持ち（CIC1430、1721 条 1 項）、被害者の側は決して持たない）、被告人の有

責性を証明する義務を伴うものでもない。」（Josemaría Sanchís, Comentario al Canon 

1717 en Código de Derecho Canónica, Comentario Exegético, EUNSA）。 

 

刑事訴訟は刑罰を明らかにする、あるいは科するための裁判を開始することを目的

とする。刑事訴訟を行う可能性には時間の経過によって消滅する。これを時効と呼び、

法律によって規定されている。公益保護官によって上げられた刑事訴訟の結果始まっ

た裁判の審理の中で、被害者側は犯罪の結果被った損害の賠償を得るために、申し立

てか刑事訴訟をすることができる（CIC1596、1729 条 1 項）。 

 

D.1 2001 年 4 月 30 日付けの自発教令 Sacramentorum sanctitatis tutela(Sst)（最終改

正、2010 年 5 月 21 日）。 

第 7 条 1 項 教理省がもつ個々のケースのために時効を無効にする権利を侵害

することなしに、教理省に留保された犯罪に関する刑事訴訟は 20 年で時効となる。 

2 項 時効は CIC1362 条 2 項、CCEO1152 条 3 項の定めに従って起算される。

しかし、6 条 1 項 1 の犯罪においては（18 歳以下の子どもに対して聖職者が行った

第六戒に反する犯罪）、時効は被害者が 18 歳になった時点から起算される。 

 

D.2 日本国の法律 

（1）民事上の責任（損害賠償）について。民事上の不法行為責任は、加害者を

知ってから 3 年で消滅時効となります（民法 724 条）。とはいえ、親権者が加害者

の場合、未成年者は親権者の同意がなければ民事訴訟を起こせません。そこで、成

年者となった日（20 歳になった日または 20 歳未満で婚姻した日）から 6 ヶ月は時

効が成立しません（民法 158 条 2 項）。よって、この 6 ヶ月の期間内であれば損害

賠償を請求できます。 

（2）刑事上の責任（刑罰）について。刑事上の公訴時効は被害者の年齢等とは

無関係に進行します。よって、成立した犯罪による公訴時効期間経過前であれば、

警察や検察に告訴することが可能です。ただし、実際に犯罪として起訴するかは警

察や検察の判断となります。なお、成立したのが傷害罪（故意にケガをさせる罪、

刑法 204 条）であれば、公訴時効は行為の日から 10 年です（刑事訴訟法 250 条 2

項 3 号）。 

第 250 条 2 項、時効は、（…）次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 

1．死刑に当たる罪については 25 年 

2．無期の懲役又は禁錮に当たる罪については 15 年 



3．長期 15 年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については 10 年 

4．長期 15 年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 7 年 

5．長期 10 年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5 年 

6．長期 5 年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については 3 年 

7．拘留又は科料に当たる罪については 1 年 

 

 

 

付録 II 

日本のオプス・デイ属人区の信者を加害者とする子どもへの性虐待についての報告書 

この報告書を提出する以前にあっては、求められているすべての情報を持つ必要はない。 

 

 

1）この報告書は以下の人物によって提出された。 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

 

2）容疑者 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

年齢、性別（男・女） 

 

3）被害を受けたと推定される人物 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 



 

年齢、性別（男・女）、虐待を受けたときの年齢： 

 

 

4）被害者が未成年の場合、親、または代理人 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

 

5）容疑の目撃者の姓名、住所、電話番号（必要なら別の紙を使うこと） 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

 

姓名： 

 

住所： 

 

電話番号： 

 

 

 

6）容疑についての聞き取り情報を持つ人 



姓名： 

 

電話番号： 

 

姓名： 

 

電話番号： 

 

姓名： 

 

電話番号： 

 

 

7）別紙に、ワープロか手書き（読みやすい字でお願いします）で、可能なら印刷して、以

下の情報に関する容疑の説明をしてください。 

 容疑の性格（第六戒のどのような種類の罪か） 

 容疑の日付けと時間 

 推定される犯罪が起こった場所 

 重要だと思われる他の情報なら何でも（例えば、暴力、脅迫、贈与物、躓き、権威の

乱用などがあったか） 

 

 

 

 

この報告を書いた者の署名： 

 

日付け 

 

状況を説明した別紙にも署名の上、一緒に留める。 

 

 


