
はしがき

私が憲法訴訟論という研究領域にはじめて接したのは，芦部信喜先生が東京

大学法学部の大学院で開講された演習に参加させていただいたときである．

1967 年のことと記憶するが，その年の演習のテーマが憲法訴訟であった．そ

こで扱われた論題の 1つに「第三者の憲法上の権利の援用」という問題があり，

そのときはじめて芦部先生の論文「憲法訴訟における当事者適格衽衲第三者の

権利侵害を理由とする違憲訴訟」の存在を知った．これを読んだときの高揚感

は，いまでも忘れられない．私がそれまでイメージしていた憲法学とはまった

く違う世界があることを知ったのは，このときである．以来，私はこの研究領

域に強い関心を抱き続けてきた．とはいえ，憲法訴訟論をそのとき直ちに研究

テーマに選んだわけではない．当時の私は，フランス憲法学のあり方に別の意

味で強く魅惑されていた．その結果，研究生活のはじめにおいては，フランス

憲法学説史の研究を主要なテーマに選び，そこから引き続き現代フランス憲法

政治の政治学的分析へと進むことになる．しかし，それに並行して，片手間的

にではあったが憲法訴訟論の知識の吸収も忘れず行っていた．幸い，芦部先生

を中心に結成された憲法訴訟研究会に参加させていただき，そこでアメリカ合

衆国最高裁判例を読みながら，関連して興味を懐いたアメリカの雑誌論文にも

時々目を通していたのである．その過程で，依頼を受けていくつかの論文を書

き，1995 年にそれらを『憲法判断の方法』という論文集にまとめて出版して

いる．この時点で，私は，今から考えると思い上がりもはなはだしいが，アメ

リカの憲法訴訟論の基本的思考方法は理解しえたと考えた．後はそれを参照し

つつ日本の憲法判例を分析してその特徴を解明することが課題となるが，アメ

リカの憲法判例に比べて余りにもおもしろみの少ない日本の憲法判例を今読む

のは何とも気の進まないことだと思い，それは先送りして，その後の研究の主

要テーマを人権論の方にシフトした．

この研究進路に変更を迫ることになったのは，司法制度改革に伴うロースク

ールの創設である．ロースクールの教育では，学生の事例分析の力を養成する
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ことに力点が置かれることになり，そのため，憲法判例を中心に授業を進める

ことになった．ところが，これが予想以上に負担の重い任務であった．授業の

準備に判例を読まねばならず，これには結構時間を要したし，アメリカへ留学

してケースメソッドの洗礼を受けた先生方は，授業の進め方や準備の仕方にあ

る程度具体的なイメージをもつことができたであろうが，私にとっては，学生

のときに聴講し，その後私自身が行ってきた講義スタイルの授業とはまったく

異なる教育方法の実践を迫られることになったのである．いわば羅針盤もなし

に大海原に乗り出したようなもので，初歩から手探りで授業のノウハウを身に

つけていかねばならず，授業のたびに極度の緊張を強いられることになった．

そのため，人権の基礎理論を深く掘り下げる研究を行う余裕はなくなり，授業

の準備に合わせた形で，日本の憲法判例の分析をテーマとする研究に方針転換

せざるをえなかった．

授業の準備のために憲法判例を読みなおしてみて，判決が出された当時に読

んだときの印象とは異なり，論点についてアメリカの判例と比べても遜色のな

い高水準の議論が展開されている判決がいくつか存在し，しかもそうした判決

が徐々に増えてきていることに改めて気づかされた．また，時間を経て発表さ

れた判例評釈にも，新たな視点から問題を再構成し，判決の意味を捉え直し位

置づけなおす力作が多数存在することを発見した．なかでも特に強い印象を受

けたのは，ドイツ憲法訴訟論の研究成果の充実と，そこから構成された憲法判

例の分析枠組を使って提唱された日本の判例の斬新な読み直しであった．そこ

には，アメリカの憲法訴訟理論を参考にして行った従来の日本の判例の分析を

厳しく批判する論考も存在した．私も基本的にはアメリカの憲法訴訟理論を基

調に問題を考えていたので，その批判の対象には私も含まれていると感じ，こ

れに的確に応答するためにドイツの憲法訴訟理論の研究が必要であることを痛

烈に印象づけられたのである．アメリカとドイツの憲法訴訟論の最も大きな違

いは，違憲審査制度の違いを別にすれば，その審査方法にある．審査基準論と

比例原則論の違いである．これをどう理解し，日本でどのように参照するべき

か．これが私に新たに突きつけられた問題であった．この問題意識をもって，

日本や欧米の関連論文を読みあさったが，この分野のドイツの議論の日本にお

ける研究は非常に充実していて，ドイツ語の素養のない私には大いに助かった．
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この間の私の研究成果は，いくつかの論文にして発表したが，幸いにドイツ憲

法学研究者からの論評も頂くことができ，それを参考にした上で再考した私の

見解を本書でもかなりの紙数を使って論じている．

判例を読み直し関連判例評釈を読み進む過程で，頭をよぎった感想とヒント

を多くのメモとして残した．定年退職が近づくにつれて，増え続けるメモを見

ながら，退職後，これを廃棄するのは忍びないから，何とか 1冊の本にまとめ

たいと考えるに至った．論文の発表により議論の骨格はできているし，判例メ

モも存在するから，退職後 1年もあれば書き終えることができるであろうと楽

観していたが，案に相違して 2年余の歳月を要した．ようやく上梓に漕ぎ着け

ることができてほっとしている．

本書の執筆に当たり最も力を注いだのは，全体を体系性のある書物に仕上げ

ることである．体系には，少なくとも 2つの意味があるだろう．1つは，全体

を構成すべき諸論点と関連資料が網羅的に採り上げられているということであ

り，もう 1つは，全体が内的に整合性をもつ統一体として構成されているとい

うことである．本書は，残念ながら前者の意味での体系性は備えていない．そ

の最大の理由は，重要な論点を扱っている多くの下級審判例を十分に扱うこと

ができていないからである．最高裁判例を読み込むだけでも予想以上の時間が

必要なことが分かり，下級審判例まで渉猟することは途中で諦めざるをえなか

った．したがって，本書で目指したのは後者の意味での「体系性」である．憲

法訴訟をめぐって生起する重要な論点や判断手法の類型化と相互の差異・関係

を可能な限り精密に定義することを心がけた．それなくしては，政治を法によ

り枠づけ統制するという法の支配と立憲主義の要請は果たしえないと考えるか

らである．諸論点と諸手法が相互の関連性を欠いたまま羅列的に提示されてい

るだけでは，事案の論点を的確に識別し適用すべき理論と手法を正しく選択す

ることは困難となり，結論志向的で恣意的な選択に陥ろう．そうならないため

には，個々の事件の結論が体系性を備えた理論を引証して正当化しうるもので

なければならないのである．

本書が提示した体系が納得のいくものかどうかは，読者の判断に委ねる以外

にない．本書と異なる体系が提案されるなら，それとの議論を通じてよりよい

はしがき衽衲 vii



体系に彫琢していけばよい．いずれにせよ，緻密に構成された憲法訴訟の体系

なしには，判例を批判的に分析し，裁判所による政治の法的統制を理論的に支

えることは不可能である．最高裁が憲法訴訟の体系を既に判例理論として形成

しているのであれば，判例分析によりそれを解明し，その理論を出発点に議論

を進めることも可能であろう．しかし，私の見るところ，最高裁判例には憲法

訴訟に関する諸理論・諸手法が散発的には提示されているものの，いまだ体系

性を語りうる段階にはない．例えば，憲法判断の手法として最高裁が多用する

のは，「諸般の事情を総合考慮すると」式の総合判断手法であるが，そのほと

んどがどのように総合考慮したのかが不明でアメリカの審査基準やドイツの比

例原則の手法と比べて理由の透明性が低く，恣意的・主観的判断の危険を胚胎

した手法といわざるをえない．このような判決をいくら丁寧に分析しても，そ

こから日本独自の体系的な憲法訴訟理論を析出することは困難であろう．日本

独自の憲法訴訟理論は，たしかに日本の判例の分析から発見・造形していくの

が王道であるかもしれないが，アメリカやドイツなどの憲法訴訟「先進国」の

理論に学びつつ，日本に適した分析枠組を構想し，それによる判例分析と裁判

所による応答という展開を続けるのが近道ではないだろうか．そのような考慮

から，本書では基本的な考え方をアメリカの憲法訴訟論に学び，それを日本に

適合させる体系の構築を試みた．この後の議論の深化に少しでも役立つことが

できれば，幸甚である．

本書の作成に当たり岩波書店の伊藤耕太郎さんから表現内容の明確性や統一

性あるいは注の補充等に関して懇切丁寧なご助言，ご助力をいただいた．心よ

り御礼申し上げます．また，私はこの 10年間ほど大江橋法律事務所にスタッ

フの一員として迎えていただき，実務を知る貴重な機会を与えていただいた．

本書が少しでも実務と架橋しうる憲法訴訟論の叙述となっているとすれば，そ

こで得た経験に負うところが大きいと思っている．ここに記して謝意を表する．

2017 年 3月

高橋和之
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序 章

憲法訴訟の意義

1 憲法訴訟とは何か

憲法訴訟とは，憲法に関する争点が提起されている訴訟をいう．憲法に関す

る争点とは，国家行為が憲法に違反するのではないかをめぐる争いである．こ

のような訴訟が成立するためには，国家行為が憲法に反しないかどうかを審

査・判断する権限をもつ裁判所の存在が必要である．日本国憲法 81 条は，最

高裁判所に「一切の法律，命令，規則又は処分が憲法に適合するかしないかを

決定する権限」を与えた．これにより，日本で憲法訴訟の生じることが憲法上

承認されているのである．憲法訴訟に関する議論を憲法訴訟論と呼ぶが，それ

は，誰が憲法訴訟を起こしうるのか，どのような裁判手続の中で憲法上の争点

を提起できるのか，裁判所はそれをどのように審査し，違憲と判断した場合に

はいかなる救済を与えうるのか，違憲判決はどのような効力を有するのかなど

を論ずるものである．

法律や命令等の国家行為が憲法に適合するかどうかを裁判所が審査する制度

を一般に違憲審査制と呼ぶが，日本国憲法 81 条が採用した違憲審査制が，具

体的にいかなる性質のものかについては，憲法に詳細な規定がなく，議論が分

かれている．この点の理解が憲法訴訟に関する諸理論の前提ともなるので，本

論に入る前に，序章でこの問題につき説明しておく．最初に違憲審査制が成立

する憲法理論上の諸前提を説明し，次に違憲審査制にどのような類型が存在し，

日本国憲法が採用した制度がいずれに属するか，それがどのように機能してき

たのか，そこにどのような問題が存在しているかについて，概観しておきたい．

2 違憲審査制の成立の諸前提

違憲審査制は，日本国憲法に特殊・独自の制度ではなく，外国で最初に創設
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され運用されていたものであり，今日では立憲主義の憲法を採用する大半の国

で受容されている．日本が採用したのは，第二次世界大戦後の日本国憲法によ

ってであり，憲法上明文をもってこの制度を採用した順位としては，比較的早

いほうである．日本国憲法が採用している制度の特質を知るためには，諸外国

の制度との比較憲法史的な位置づけを見るのが近道であるから，比較憲法史的

な観点から，まずここで，この制度が成立するための憲法原理上の諸前提

(2.1〜2.3)を考察し，次項の 3 で同じ観点から現実の制度の諸類型を見ること

にする．

2.1 法の支配

違憲審査制を支える思想としては，国家の政治権力の行使を憲法により枠づ

け拘束するという立憲主義の思想がある．これは，国王権力を法により縛ると

いうヨーロッパ中世の「法の支配」の思想に起源をもち，そこから近代の憲法

思想に発展したものである．

中世の法思想においては，法は客観的に存在する正義であり，したがって，

国王が行うのは自らの意思・命令により法を制
・

定
・

しそれを適用して裁判すると

いうのではなく，客観的に存在する法を発
・

見
・

して適用することだとされた．国

王といえども，客観的に存在する正義としての法には服するとされたのである．

そこから近代立憲主義までの歴史的展開を細部のニュアンスを捨象して図式的

に述べると，次のように捉えることができよう．

イギリスの場合
イギリスにおいては，国王の委任により裁判を行う裁判官

達が，長年の法実践の中で獲得した法的な「理性」により

「正しい法」を発見して適用した．その裁判例の蓄積を通じて民刑事の判例法

が形成されていき，それがコモンローと呼ばれるようになる．政治権力を行使

する国王とその官僚達も，このコモンローに服さねばならなかった．その後，

近代を画する名誉革命により議会主権が確立され，それにより議会の制定する

法律をコモンロー裁判所が審査することはできないことになるが，法思想とし

ては，専門家の理性により発見される「高次の法」の存在は承認され，法律も

高次の法に反してはならないという思想は継続したと言われる．しかし，立法

が裁判所の審査に服するという制度は議会主権により否定されたものの，行政

がコモンローに服するという制度は継続し，これがイギリスの「法の支配」の
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特徴とされたのである．制定憲法をもたないが，国王の行政がコモンローによ

り拘束されることから，立憲主義が最初に確立された国とされる．

大陸諸国の場合
ヨーロッパ大陸諸国においては，中世法思想はイギリスと

は異なる展開を遂げる．12 世紀に始まったローマ法の研

究の影響を強く受けることになるからである．そのローマ法思想においては，

法は客観的に存在するものではなく，人為的に制定するものであり，皇帝ある

いは国王の意思による命令が法であるとされる．こうして制定法が実定法とし

て法秩序を構成し，中世法における客観的正義を体現していた高次法あるいは

自然法(これは神の法と結びついていた)から分離・解放される．こうなると，客

観的な正義として存在したはずの，社会において個々人に承認されていた正当

な「持ち分」あるいは既得権も，根拠を失うことになる．国王の命令によりい

つでも否定されうるものとなってしまうのである．この危機に直面し，国王権

力に対抗しうる法理論が形成される．それは，法観念における客観法と主観法

(主観的権利)の区別と並行して進展する．中世から近代への移行には，共同体

から解放され自律する個々人の析出が背景に存在するが，個人の自律に伴い共

同体と個人の対抗の下に「法｣(正しきもの)を共同体の視点から客観法として観

念するのではなく，個人の視点から捉える見方が生じる．個人にとって「正し

きもの」が個人の「主観的権利」と観念されるのである．そこで，国王の意

思・命令が法(客観法)であるとすれば，個人の意思が主観的権利となる．そし

て，この客観法と主観的権利の分離によって自然法を捉え直すところに「自然

権」の観念が成立する．この自然権は，共同体(社会)に先
・

行
・

する個人の生得権

と観念され，個々人の契約により形成される政治社会(国家)において制定され

る実定法に先行・上位するものとされる．こうして，ローマ法観念の下に自然

権と実定法の上下関係が再構成されるのである．しかし，自然権が自然権にと

どまる限り，実定法秩序の内部では国王の命令を拘束しえない．国王あるいは

より一般的に国家権力を自然権の下に置くためには，自然権の実定法化が必要

なのである．そのプロジェクトは，憲法を制定しそこに自然権を書き込むこと

により遂行される．それを最初に行ったのは独立革命期のアメリカであり，ほ

ぼ時期を同じくしてフランスがこれに続く．
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2.2 最高規範性

社会契約を表現するものと観念された憲法に自然権保障が書き込まれれば，

この憲法が実定法秩序における最高規範とされるのは当然である．さらに憲法

に採用された権力分立原理により，実定法の諸形式に上下関係が設定される．

こうして，「憲法→法律→命令→処分」という「法の段階構造」が形成され，

各段階の法形式をもって権力行使(政治)を行う国家機関は，上位法による授

権・制限により拘束されることになる．このように，権力分立を基礎に形成さ

れた法の段階構造により政治を拘束しようというのが，近代立憲主義の思想な

のである1)．

2.3 裁判規範性

憲法を最高規範とする段階構造が成立するだけでは，政治を法により拘束す

るという「法の支配」は完成しない．各段階の権力行使(法形式)が上位規範に

違反していないかどうかを，法を司る専門的機関である，政治からは独立した

裁判所が，審査・統制するという制度の確立が必要である．そのためには，法

的思考と政治的思考との違いが了解されねばならない．さらに，上位規範の裁

判規範性の承認が必要である．

アメリカの場合
法律の裁判規範性は，アメリカにおいては近代の当初から

認められていた．コモンローを継受したアメリカにおいて

は，コモンローが裁判規範性をもつことは当然であり，コモンローを修正・補

完するものとして発達した法律(制定法)も，たとえそれが行政規制立法である

としても，通常の司法裁判所による適用を想定されており，裁判規範性をもつ

ことに疑問はなかった．しかし，憲法が司法裁判所により適用できるかどうか

は，最初から明確であったわけではない．それを最高裁判例として確定したの

が 1803 年のマーベリー対マディソン事件判決(Marbury v. Madison, 5 U. S. 137

(1803))であった．そこで採用された論理は極めて単純で，事案に適用すべき

内容をもつ法として憲法と法律が存在し，両者が矛盾する場合，裁判所が適用

4

1) 段階構造は実定法秩序の構造であり，成文憲法の成立を前提とする．イギリスのように

「高次の法」が実定憲法化されない場合には，憲法と法律の上下関係は実定法上は成立せず，

法律の違憲審査は成立の前提を欠くことになる．同じコモンローの伝統でも，アメリカで違

憲審査が成立したのは，成文憲法を制定したことによるのであり，この点がイギリスとの大

きな違いである．



すべきなのは上位規範である憲法であるべきだ，というものであった(9 頁参

照)．

フランスの場合
これに対し，同じく最高規範としての憲法を制定したフラ

ンスは，まったく異なる展開をたどった．民事および刑事

事件に適用される法律が裁判規範性を有したのはいうまでもないが，しかし，

法律が憲法に適合しているかどうかを判断する権限は，民刑事事件を扱う司法

裁判所には認められなかった．主権者国民を代表する議会が優越的地位をもち，

司法裁判所は議会が合憲と解して制定した法律を忠実に適用するだけの権限し

か認められなかったのである．では，行政事件についてはどうかというと，そ

れは司法裁判所の権限からははずされた．行政との関係では，それを扱う裁判

所が存在せず，行政に適用される法律は裁判規範性を否定されたのである．行

政に不満をもつ国民の救済としては，今日言うところの行政不服申立しか認め

られなかった．しかし，行政の首長の諮問機関として形成されたコンセイユ・

デタ(Conseil dʼEtat，国務院)の中の，不服申立についての諮問の答申を専門的に

担当した訴訟部が，次第に行政首長からの独立性を確立し，行政裁判所に脱皮

していき，第三共和政の下で正式に行政裁判権を確立し，これにより行政法規

(法律)の裁判規範性も確立されることになる．しかし，議会優位の構造がフラ

ンス憲法の基本的特徴をなし，法律の憲法適合性を判断する権限については，

行政裁判所も獲得することはなかった2)．

ドイツの場合
近代ドイツ(諸邦)は，国民主権を採用したフランスとは異な

り立憲君主政が基本であり，君主と議会が立法権を分有した．

しかし，司法裁判所の権限は，フランス同様に民事と刑事の事件に限定され，

行政事件については 19世紀後半に行政裁判所が形成されていく．それにより

行政を拘束する法律が裁判規範性を獲得し，この体制が「法
レヒ

治
ツシ

国
ュタ

家
ート

｣(Rechts-

staat)と呼ばれたが，司法裁判所も行政裁判所も法律の合憲性を審査する権限

は有さず，たとえ基本権の保護が憲法に謳われていても，法律の留保の下にあ

り，裁判所としては法律の内容の統制は行いえなかった．このために，形式的
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2) とはいえ，行政(命令・処分)を憲法により統制することは，「法の一般原則」という概念

を用いて行われたとされている．つまり，法律に明文の規定がない場合にも，憲法原理を読

み込んだ法の一般原則により行政の違法性を審査したのである．



法治国と呼ばれることになる．この形式的法治国家の伝統はドイツに強固に定

着し，20世紀前半の戦間期に共和政を採用し国民主権と基本権保障も謳った

ワイマール憲法の下でも支配的理論として生き続ける．ドイツが裁判所による

法律の合憲性審査制度を導入するのは，第二次世界大戦後，1949年に制定さ

れる(ボン)基本法によってであり，そこでは国家行為の合憲性審査権限を専属

的に有する憲法裁判所が設立された．これにより基本法は裁判規範性を取得す

るのである．この体制が「実質的法治国家」と呼ばれている．

ルール・オブ・ローと

レヒツシュタート

英米型の「法の支配」とドイツ型の「法治国家」の対

比がよくなされるが，両者の違いはその概念の形成過

程の違いを反映している3)．

イギリスで成立するルール・オブ・ロー(法の支配)の原則は，民刑事の事件

をイメージの中心に据え，社会意識の中に正義感覚として存在する法を原告と

被告の対立構造的裁判手続を経て「発見」し適用するところにその本質を見て

いる．行政事件もそれと本質を異にするものではない4)．したがって，そこで

の法は国民の法意識を反映しており，そのことにより国民の自由が保障される

と観念されているのである．ルール・オブ・ローの課題は，国民の間に実在す

る法意識に依拠したコモンローにより社会の法秩序を形成・維持することなの

であり，コモンローの社会への浸透こそが法の支配の実現であると理解される

ことになる5)．

6

3) この点についての私の見解については，高橋和之「法の支配の分析視座衽衲比較憲法学の

ための枠組設定」法哲学年報 2005(2006年)94 頁，同「戦後司法制度の改革衽衲最高裁判所

の創設と法の支配」法の支配 180 号 58頁(2016年)，野中俊彦他編『憲法 I〔第 5版〕』(有斐

閣，2012 年)25 頁以下(高橋執筆)参照．

4) 裁判所の任務において，国家と市民(私人)の間の争いである行政事件の占める比率が小さ

い段階では，行政事件を民事事件と同一の法原則コモンローにより処理することも可能であ

った．その場合には，公法と私法の区別も必要とされない．ダイシー(A. V. Dicey)が捉え

たイギリスのルール・オブ・ローはそのようなものであった．しかし，社会の秩序形成に占

める行政活動の重要性が増大すれば，コモンローとは異なる原理に依拠する「行政法」を法

律として制定して行政への授権を行う必要が生じる．ダイシー自身が認めたように，19世

紀後半のイギリスには，そのような行政法が制定されてきていたのである．これ以降，イギ

リスにおいても伝統的な法の支配の観念の見直しは不可避であった．法の支配の焦点は，国

家の法的統制に移行するのである．

5) このような法の支配観を論ずるものとして，佐藤幸治『日本国憲法と「法の支配」』(有斐

閣，2002 年)，土井真一「法の支配と司法権衽衲自由と自律的秩序形成のトポス」佐藤幸治

他編『憲法五十年の展望 II 自由と秩序』(有斐閣，1998 年)79 頁，土井真一「�法の支配�論



これに対して，法治国家が課題としたのは，国民の権利を守るために国家を

法に服させることであった．その最初の課題となったのが，行政を法律により

拘束することであり，この段階では法律の内容が権利保護的であることの保障

は，議会に委ねられた．次の段階として，議会を必ずしも全面的に信頼するこ

とはできないという経験的認識を踏まえて，法律の内容の統制を裁判所が行う

システムを導入することになる．

では，司法権が法に従うことの保障はどのように実現されるのか．司法権も

国家権力の一翼を担っているのであり，国家権力を法により拘束するという以

上，裁判も法に従ってなされねばならない．コモンローの場合，法の客観的存

在が措定されており，裁判官はそれを発見して適用するにすぎないという観念

により法への服従が担保されていた．ローマ法を継受した大陸法においては，

制定法主義に立脚するから，裁判所の適用すべき法は，政治部門により制定さ

れて既に存在し，それを忠実に適用するのだと観念される．ただ，裁判所にと

り既存としての法秩序は，段階構造を形成しているから，上位規範と下位規範

の適合性の判断は裁判所がなしうることになる．いずれにせよ，裁判所が法に

従っているかどうかは，制度上は，審級制度を通じてしか統制しえず，ゆえに，

最上級の裁判所については，それを統制する制度は存在しない．

憲法学の

守備範囲

法の支配との関連での憲法学の課題は，国家権力の行使を憲法に

より統制することにある．行政を法律により統制するという課題

は，行政法学の領域とされている．したがって，憲法学が引き受

けるのは，憲法による立法と行政の統制の問題である．こ
・

の
・

点
・

に
・

焦
・

点
・

を
・

合
・

わ
・

せ
・

る
・

限
・

り
・

，違憲審査制を支える法の支配の理解は，英米法に由来する法の支配で

あっても，大陸法的な実質的法治国家であっても，現在ではその違いを強調す

る必要はないという理解が有力である6)．本書も，この立場に立つ．しかし，

両者を支える英米法的な思考と大陸法的な思考は，後にも触れるが，違憲審査

の制度化と運用において様々な違いを生み出すことも忘れてはならない7)．

序 章 憲法訴訟の意義衽衲7

の射程衽衲司法制度改革と法の支配」民商法雑誌 134巻 1号 1頁，同「立憲主義・法の支

配・法治国家」法哲学年報 2005(2006年)30 頁参照．

6) 高田敏『法治国家観の展開』(有斐閣，2013 年)参照．

7) ドイツの形式的法治国家論が戦後のドイツ(ボン)基本法において実質的法治国家に転換す

ることにより，イギリスのルール・オブ・ローとの違いは解消したという理解が次第に共有



法の支配は，存在する法秩序の維持を中心課題とする．法秩序の形成は，コ

モンローの法体系においては，存在を措定された法の「発見」という操作を通

じて裁判所により行われるが，大陸法の体系においては，法制定権者により政

治過程を通じて行われる．この政治過程の法構造の分析も憲法学の課題ではあ

るが，憲法学の他の領域(統治機構論)に属し，憲法訴訟論の対象ではない．い

ずれの法体系においても，形成された法秩序には社会意識が反映されるが，コ

モンローの場合には裁判所を通じて，大陸法の場合は議会を通じてというよう

に，そのルートを異にするのである．ただし，このような区別は，理念型的な

区別であり，現実の国家・社会の法秩序が，英米法諸国にせよ大陸法諸国にせ

よ，理念型通りに形成されているのではなく，多かれ少なかれ両者の混合とし

て存在していることを忘れてはならない．

3 違憲審査制の類型

憲法の最高規範性と裁判規範性の成立により政治を憲法により統制する立憲

主義のプロジェクトが作動を開始する．その場合に，統制を担う裁判所の違い

をめぐって 2つの制度型が区別されてきた．統制が司法裁判所により担われる

「付随審査制」と憲法裁判所により担われる「独立審査制」である．前者を代

表するのがアメリカ合衆国において行われている違憲審査制であり，後者を代

表するのがドイツにおいて行われている違憲審査制である．日本国憲法が採用

した違憲審査制の特徴を理解する前提として，両者の違いを最初に見ておこう．

3.1 アメリカ型付随審査制

アメリカで成立した違憲審査制は，通常の司法裁判所が，具体的事件の審査

に付随して，その事件に適用すべき法令の合憲性を審査するものであり，司法

8

されてきたのに対し，この理解に異議を唱えたのが佐藤幸治教授である．佐藤・前掲注 5)

『日本国憲法と「法の支配」』参照．たしかに法の支配の 2つのモデルにおける法的思考方法

の違いは，容易に解消しうるものではない．実際，後述の付随審査制と独立審査制の違いの

基礎にも，この違いが横たわっている．しかし，政治権力に対する権利保障という機能面に

着目する限り，基本的共通性は疑いえないのではないか．佐藤教授の法の支配論は，コモン

ローの歴史に着目して構成されており，コモンローの基本的性質が私人間の争いの裁定を中

心とするものであるという意味で「私法モデル」的性格の強いものであることから，政治部

門の権力統制という性格が法の支配の核心的問題として設定しがたくなっているという問題

があるのではないか．愛敬浩二「�法の支配�再考衽衲憲法学の観点から」社会科学研究 56

巻 5・6 号 3頁参照．



審査制(judicial review)あるいは付随審査制と呼ばれる．合衆国憲法に司法権が

違憲審査権をもつことを定める明文規定があるわけではないが，1803 年のマ

ーベリー対マディソン事件においてマーシャル長官に指導された連邦最高裁判

所が，当該事件に関係する法律が憲法に反しないかどうかを審査し，違憲と判

断した法律を当該事件に適用することを拒否したが，これが先例となってこの

型の違憲審査制が確立されていくことになった．司法裁判所が違憲法律の適用

を拒否しうるとした理由としてそこで提示されたのは，次のようなものであっ

た．すなわち，事件に関係する 2つの法が存在し，両者が矛盾する場合には，

いずれの法を適用して事件を解決するかを決定することは司法裁判所に属する

通常の権限であるが，憲法と法律が矛盾している場合に憲法を選択するのは，

当然だというものであった8)．司法裁判所の通常の任務に属する権限とされた

ので，最高裁判所だけでなくすべての司法裁判所が行使しうる権限ということ

になる．また，違憲とされた法令は，当該事件での適用を拒否されるだけで，

違憲の判断により法令の廃止が行われるわけではない．つまり，違憲判断は確

認的性格のものであり，形成力をもつものではないとされるのである．他の事

件にどのような効果をもつかは，当該判決の「先例としての機能」の問題とな

る．しかし，法令は当初から違憲であったと確認されたものと理解され，その

ような意味の先例として機能することになる．なお，重要な点として，具体的

事件に付随した審査であるから，具体的事件の存在が前提となる．司法裁判所

の伝統的な役割として，権利侵害の救済が重要な部分を占めてきた．司法権と

は，事件・争訟の解決を行う権力であると言われてきたのは，このためである．

司法裁判所に提訴される事件は，権利侵害の救済を求めるものが通常である．

権利あるいは法的利益の侵害がない場合には，裁判所が採り上げるべき事件・

争訟が存在しない．ゆえに，その場合には，適用すべき法令が違憲かどうかを

判断する前に，事件自体が成立しないとして却下されてしまうのである．逆に，

序 章 憲法訴訟の意義衽衲9

8) この議論は，憲法と法律が矛盾するかどうかの判断権を裁判所が有するということを前提

としている．しかし，その最終的判断権を議会がもつのか，裁判所がもつのかは，憲法解釈

上大きな問題であり，たとえばフランスでは議会がもつとされていた．合衆国憲法の解釈と

して，この点は明確ではないし，また，最高裁判所がもつとしても，事件を解決するに必要

な限度内での判断であり，対世的な効力をもつものではないという理解も可能である．この

場合には，各権力が自己の権限の範囲内で合憲性の判断権を有し，国家の統一的な合憲性判

断権者は存在しないということになる．



権利(憲法論としては，憲法により保障された権利が中心となる)が現実に侵害された

国民は誰でも，その救済を求めて出訴し，侵害をもたらしている法律あるいは

行政行為の違憲を主張して審査を求めうるのである．付随審査制においては，

憲法の保障する権利を侵害された者は誰でも，出訴権をもち違憲を争うことが

できるということになる．ここでは，違憲審査の目的が権利の救済であること

から，この違憲審査制を「権利保障型」と呼ぶ．

3.2 ドイツ型独立審査制

ドイツにおいては，1949年制定のドイツ連邦共和国基本法において，憲法

裁判所による違憲審査制を採用した9)．ナチスの経験を経た後，法律の違憲審

査の必要が痛感されたが，憲法問題は政治的性格も通常の事件に比べて格段に

強いから，そのような問題を扱う訓練と資源を欠く通常の司法裁判所が担うの

は適切ではないと判断されたのである．そこで違憲審査権を行使するに相応し

い特別の憲法裁判所を設置し，ここに違憲審査権限を専属的に集中させた．ゆ

えに，これを「集中型」と呼び，アメリカの付随審査制を「非集中型」あるい

は「分散型」と呼んで対比することもある．アメリカ型と比較した場合の大き

な特色は，この違憲審査権が必ずしも法令の具体的な事件への適用を前提とせ

ずに，当該法令の憲法適合性自体を審査の対象としうることである．具体的事

件から独立に法令自体の合憲性を抽象的に審査することから，独立審査制ある

いは抽象的規範統制と呼ばれる．ただし，注意すべきは，このドイツの憲法裁

判所が法令の具体的事件への適用を前提とした審査権限をもたないわけではな

いということである．むしろ，実際には後述の具体的事件を前提とした具体的

規範統制や憲法異議による審査が量的には圧倒的に多い．しかし，アメリカ型

との違いが際だつのが抽象的規範統制の権限であり，また，この審査を支える

思考方法が具体的規範統制や憲法異議にも影響を与えていると理解されるため

に，抽象的規範統制をもってドイツ型の違憲審査制の特徴とされることが多い

のである．

10

9) 最初に憲法裁判所を創設したのは，1920年のオーストリア憲法であった．ハンス・ケル

ゼン(H. Kelsen)の指導の下に導入されたものであり，抽象的規範統制を行う憲法裁判所と

しては最も純粋な型を構成していたといわれる．たとえば，違憲判断は形成力をもち法律を

将来に向かってのみ廃止する効力をもつとされた．もっとも，この点は，訴訟提起者に対し

ても違憲の効力を生じない点で不都合であるとして，1929年改正により修正された．
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