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（要約）

ドイツ基本法と裁判と法律――あるいは裁判官の「自由」と「拘束」について

北村 幸也

はじめに

裁判官の任務は、単に法律を解釈して適用することに尽きるものではない。裁判官は、

《法律の単なる解釈・適用を超える創造的な作用》を果たすことがある。ドイツ法におい

ては、裁判官のこのような創造的作用のことを「裁判官による法の付加形成〔 richterliche 
Rechtsfortbildung〕」といい、これが許容される根拠やその限界について、長年にわたって

多くの議論が戦わされてきた。

本論文は、このような議論のうち、《「裁判官による法の付加形成」と憲法の関係をめぐ

る問題》をその主題とする。特に、「裁判官による法の付加形成」の憲法上の根拠および限

界の問題に着目して、主に 1970 年代以降のドイツの学説および判例を包括的に取り上げ、

議論の全体像を示し、批判的な検討を加えようとするものである。

第 1 章 語法

本章では、「裁判官による法の付加形成」という語がドイツ法上どのような意味で用いら

れているのかを確認する。

⑴ 「裁判官による法の付加形成」は、遅くとも 1960 年代半ば以降、まず法学方法論の

分野において承認されるに至ったものである。法学方法論における通説的な見解によれば、

法律の解釈は法律の文言の限界（可能な語義の範囲）内でなされるものであり、この限界

を超えたものが「法の付加形成」と呼ばれる。「法の付加形成」は、さらに、法律の欠缺を

（法律の本来の目的に従って）補充するものと、欠缺のない法律に（法秩序全体の示導的

法原理に従って）修正を加えるものとに区別される。ただし、裁判所の最初の解釈により

解釈論上の疑義に実務上決着がつけられる場合や、従来の解釈が変更される場合、あるい

は法的基準が具体化される場合なども、「法の付加形成」にあたるとされており、文言の限

界による解釈と付加形成の区別が貫徹されているわけではない。

このような通説的見解に対しては、法律の文言による解釈の限界設定の困難性や「欠缺」

概念の多様性などが指摘されているところであり、さらには通説的見解において一定の場

合には「解釈」も「法の付加形成」にあたるとされている場合があることも踏まえると、

「裁判官による法の付加形成」という語の明瞭な輪郭を描き出すことは、困難である。

⑵ 本論文では、明確な概念規定は断念して、「裁判官による法の付加形成」という語に

よって指示される問題領域のうち、多くの論者が主として念頭に置いていると解される領

域として、裁判官による欠缺補充の問題と法律の修正の問題とを大づかみに把握する。以

下の各章では、この意味における「裁判官による法の付加形成」について論じる。

なお、「richterliche Rechtsfortbildung」は、従来、「裁判官による法の継続
．．

形成」と訳され

てきた語であるが、何らかの継続性がこの語のメルクマールとされているわけではなく、

誤解を招くように思われるので、本論文では新たに「裁判官による法の付加
．．

形成」という

訳語を用いた。
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第 2 章 判例

裁判官による法の付加形成が憲法上も基本的に許容されるものであることは、連邦憲法

裁判所の判例によっても承認されるところとなった。本章では、裁判官による法の付加形

成の根拠と限界に関する連邦憲法裁判所判例の展開を、リーディングケースから直近の判

例まで順に検討する。

⑴ その結論をごく簡単にまとめると、まず、裁判官による法の付加形成の許容性の主

要な根拠としては、①ドイツ基本法 20 条 3 項において裁判は「法律および法
．．．．

〔Gesetz und 
Recht〕」に拘束されるものと規定されており、これにより厳格な法律実証主義は否定され

ていると解することができること、②法律制定後の事情の変化により法律に不備が生じ、

それに対する立法上の手当てがなされていない場合、裁判所がその不備を補う必要がある

こと（裁判所には裁判をする義務がある以上、その必要性から逃れられないこと）、③法の

付加形成によって憲法上重要な（特に基本権に関する）価値が実現されうること、が挙げ

られる。おおまかにいえば、初期（1970 年代から 80 年代）の判例においては、①および②

が指摘されるとともに、さらに③がかなり重要な役割を演じていたが、その後（90 年代か

ら 2000 年代）の判例においては、①への言及はほとんどなくなり、③の重要性は否定され

ないが不可欠の根拠ではないとされ、残る②が比較的重要視されるようになっている。

⑵ 他方、裁判官による法の付加形成の限界については、特に、①《裁判官は法律に拘

束される》という憲法原則（以下「法律拘束原則」ということがある）によって設定され

る限界があること、②「合理的な論証」、「立法者の基本決定の尊重」あるいは「承認され

た法律解釈の方法に従うこと」等の、法の付加形成の過程や方法（Methode）に関する一定

の要求がみたされていなければならないこと、が挙げられる。連邦憲法裁判所によれば、

①は法治国原理や民主制、権力分立にかかわる憲法原則である。また、②は、法の付加形

成の憲法適合性に関する具体的な審査基準として判例上確立されるに至っている。

⑶ もっとも、以上の諸論点について、連邦憲法裁判所は必ずしも詳細な説明を加えて

おらず、理論的には未解明なまま残されている点も多い。そこで、以下の各章においては、

本章における判例分析により析出された諸論点に関する学説を取り上げ、個別に検討を加

える。

第 3 章 根拠

本章では、第 2 章で析出された諸論点のうち、裁判官による法の付加形成の根拠にかか

わるものに関する学説を検討する。

⑴ まず、裁判は「法律および法」に拘束されるとする基本法 20 条 3 項の定式について。

この定式により、裁判は法律に厳格に拘束されるという理解は否定され、裁判官は「自然

法」や「正義」等の超実定法的規範を援用して法律を修正することができる、と解する見

解も（特に戦後の比較的初期に）みられるところであるが、少なくとも実定憲法論上は、

そのような見解は支持されていない。基本法の他の諸条項により広範な基本権保障が規定

されており、憲法（基本法）違反ではないが著しく正義に反する法律というのは観念が困

難である、というのが大きな理由である。

それゆえ、仮に基本法 20 条 3 項にいう「法律および法」による拘束が裁判官による法の

付加形成の許容性を根拠づけうるとするならば、《裁判官は裁判において法律だけでなく憲

法をも顧慮しなければならず、憲法的価値、特に基本権を実現するために一定の付加形成

の余地が認められなければならない》という趣旨で理解される。
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もっとも、「基本権保護のため」という名目で裁判所の権限が過度に拡張されるおそれが

あることには、批判も強い。憲法的観点からみて法律に問題があるならば、それに対する

判断は（具体的規範統制手続により）連邦憲法裁判所に委ねられるべきであって、それ以

外の裁判所が自ら憲法を踏まえて法律を修正することは許されない、というわけである。

⑵ また、《たとえ法律に不備や疑義があっても、裁判官には裁判をする義務がある》、

という裁判拒絶の禁止原則も、裁判官による法の付加形成の許容性を根拠づけるために援

用されることが多い。この原則は、基本法において明文で規定されているわけではないが、

何らかの形で基本法に根拠を有するとされるか、あるいは慣習法的に妥当するものとされ

ている。

もっとも、この原則が具体的に意味するところについては、争いがある。一方では、こ

の原則を裁判の内容にもかかわる実質的なものと理解し、法律上の基準が不十分な場合に

は裁判官がそれを補充して適切な紛争解決を果たさなければならない、と解する見解があ

る。この見解によれば、裁判官には法の付加形成が認められているだけでなく義務づけら

れてもいる、ということになる。他方では、裁判をしないことの禁止という形式的な意味

でこの原則を理解する見解もある。この見解によれば、法的根拠の欠如を理由に訴えを認

めないことも、裁判官が自ら法的根拠を形成して訴えを認めることも、いずれも裁判拒絶

の禁止には反しないものとされる。こう解するならば、裁判拒絶の禁止原則ゆえに裁判官

による法の付加形成が不可欠である、とはいえない。

後者の見解によるならば、当然、裁判拒絶の禁止は裁判官による法の付加形成の許容性

を根拠づけない。また、前者の見解による場合であっても、適切な紛争解決を可能とする

ための規範をどこから導くべきかが別途明らかにされなければならないから、裁判拒絶の

禁止という原則に固有の内容的意義は、あまりない。

⑶ 最後に、連邦憲法裁判所判例においてしばしば登場し、学説上も比較的多くの論者

によって有力に主張されている根拠として、《立法の限界と裁判によるその補完の必要性》

を挙げることができる。

これによれば、たとえば、ありうる個別具体的な事案について法律によって逐一詳細な

規律をすることは不可能であり、法律はある程度一般的・抽象的に書かれざるをえないが、

裁判所は、個別事案に即して法律を具体化したり、補充や修正を加えることができる。ま

た、法律は、制定後の法的・事実的な事情の変化によって「老朽化」するが、立法がそれ

に対応することができない場合には、裁判所が現行法を事情の変化に適合させる必要があ

る、という。このような形で、《裁判所は、立法の限界を補う形で、分業的に法形成プロセ

スに関与すべきである》、というわけである。

このようにして、法律を補充または修正する一定の権限を裁判所に認めることが実際上

必要であり、またそれが望ましい、と主張するだけでは、裁判官による法の付加形成の許

容性を憲法上根拠づけるものとはいえない。しかし、立法と裁判による法形成の「分業」

を、議会と裁判所の間の法形成過程における権限配分の問題と解するならば、権力分立と

いう憲法上の問題となる。特に、いわゆる「機能的権力分立論」の観点から、議会と裁判

所が、それぞれの組織構造や手続方式に相応した限度において、協働して法形成任務を処

理すべきであると解するならば、裁判官による法の付加形成が憲法上根拠づけられるだけ

でなく、その限界も同時に示されうることになる。この「機能的権力分立論」に基づく解

決については、第 5 章でさらに検討を加える。
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第 4 章 限界

本章では、第 2 章で析出された諸論点のうち、裁判官による法の付加形成の限界の問題

として、主に《裁判官は法律に拘束される》という憲法原則について検討を加える。

⑴ 憲法上、「裁判官は独立であり、かつ、法律にのみ従う」（基本法 97 条 1 項）とされ

ており、裁判官には独立性が保障されている。しかし、裁判も国家権力の行使の一形態で

ある以上、民主的に正統化されていなければならない（同 20 条 2 項）。ここで、独立して

裁判権を行使する裁判官が民主的正統性を獲得するために特に必要であると解されている

のが、民主的な意思形成プロセスを経て成立した議会制定法律に裁判官を厳格に拘束せし

めることである。かくして、法律拘束原則には、重要な民主制的意義が認められる。裁判

の民主的正統化論の具体的なあり方については学説上争いがあるが、少なくとも、法律に

よる拘束の民主制的意義の重要性については、議論の一致があるといってよい。このよう

な意味で、裁判官による法の付加形成は、法律による拘束から完全に自由ではありえない。

もっとも、だからといって、裁判官による法の付加形成を一切否定し、裁判を法律の機械

的な適用に限定すべきだというような主張がなされているわけではない。法律に拘束され

る裁判官が法を付加形成できるというのは、特に裁判の民主的正統化の観点において厄介

な問題であると考えられている。

⑵ 他方で、現実には、適用されるべき法律に欠缺がある、あるいはそもそも法律が存

在しないために、《法律による拘束》を語ることができない事態が起こりうる。それゆえ、

このような場合においてもなお法律拘束原則は維持されなければならないのかという問題、

いいかえれば、裁判には法律の根拠が必要なのかという法律の留保の問題が生じる。法律

の留保は、伝統的には議会と行政の関係を規律する原則であるが、学説上、法律拘束原則

の民主制的意義や裁判による基本権侵害のおそれを強調して、裁判にも法律の留保を妥当

させるべきことを説く見解もみられる。しかし、裁判にも法律の根拠が必要であると解す

るならば、法律に不備がある場合において、個別具体的な事案の妥当な解決をいかに実現

するかという問題があるほか、立法の必要性を強調することが立法者に対する過重負担に

つながるおそれもあるので、そのような見解が多数の支持を得るには至っていない。

また、法律上の規律がほとんど及んでおらず、連邦労働裁判所の判例によって法的規律

がなされている労働争議法については、いわゆる「本質性理論」の観点からも議論がなさ

れている。労働基本権の行使にもかかわる法領域である労働争議法は、議会が法律による

規律を義務づけられる「本質的」事項であり、裁判所が代替的な立法を行うことは許され

ないのではないか、というのである。この点についても諸説あったが、労働争議のような

私人間の問題については「本質性理論」の適用はないと連邦憲法裁判所が明言したことに

より、その後の議論は下火になっている。

⑶ 以上のような、裁判官による法の付加形成の根拠および限界という双方の要請を踏

まえると、折衷的な解決として、一方で、裁判官に法律の欠缺補充の権限があることを認

め、法律の根拠の有無にかかわらず適切な紛争解決を実現する可能性を残しつつも、他方

で、民主的正統性の観点から、欠缺補充の際には立法者意思を尊重することを求め、また、

裁判の結果により当事者に憲法上重大な不利益が及ぶ場合にはそれに対応するだけの具体

的な法律上の根拠の存在を要求する、ということが考えられる（なお、このような折衷的

解決は、連邦憲法裁判所が複数の判例により構築してきた立場にも対応するものである）。

しかし、これはあくまで諸論点の折衷であり、必ずしも一定の理論構想に基づくものでは

ない。
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第 5 章 解決

本章では、以上のような憲法問題の解決に一定の方向性を与えるような（単なる折衷案

ではない）理論構想を取り上げる。学説上、様々な見解が主張されているところではある

が、問題解決のアプローチの仕方に着目して、以下の三つのカテゴリーに分類することが

可能である。

⑴ 第一は、国家機能の適切で効率的な配分および処理を目途とするいわゆる「機能的

権力分立論」の観点から、法形成過程における議会と裁判所の適切な権限配分を示そうと

する構想である。

こうした見解は、たとえば、特に議会と裁判所の手続の特質（の比較）に着目する。す

なわち、活動の契機（議会は自ら立法過程を開始できるが、裁判所は訴えがなければ裁判

ができない）、手続の開放性（議会の立法過程には関係利益団体等の議会外のアクターも影

響力を行使しうるが、裁判手続には基本的に紛争の当事者しか参加できない）、具体的事実

との関係性（議会は将来起こるであろう事態を予測して立法するが、裁判手続においては

過去に現実に起こった具体的事実に即しての判断がなされる）、といった要素である。そこ

から、多様な利害関係の調整を必要とする重要な社会問題の解決はもっぱら立法者の任務

であり、裁判手続はそのような任務を果たすのには適していないとか、裁判手続は立法に

よって定立された一般的な法原則を個別具体的な事案ごとに具体化することに適している、

といった結論が導かれる。

このような見解によるならば、議会および裁判所の双方の組織や手続等に関する実定法

上の諸規定を踏まえて、具体的な議論が可能となる。しかし、このような「機能的考察」

においては、考慮に入れられるべき要素の取捨選択や、個々の要素の重みづけについて、

明確な判断基準が示されていない、という問題がある。また、裁判手続に関しては基本法

上の具体的な規律が乏しいこともあり、法律レベルの規律に着目せざるをえないが、憲法

上の権限の限界を法律から導いてよいかどうかも問題である。

⑵ 第二は、《裁判官は法律に拘束される》という憲法原則を出発点として法適用方法論

あるいは理由づけのモデルを構築することにより、裁判官による法の付加形成を方法論的

に統制しようとする構想である。

このような構想を示す論者の見解によれば、法律の解釈とは法律に込められた（過去の

歴史的）立法者の規律目的の探究のことを、また法の付加形成とはこの目的を裁判官が補

充あるいは修正すること（法定立）をいうものとされ、両者を明確に区別すべきことが説

かれる。いわゆる「客観的」解釈理論にいう「法律の意思」という（責任の所在をあいま

いにする）フィクションに裁判官が依拠することは強く批判され、（歴史的な）立法者意思

によって根拠づけられる帰結と、裁判官が立法者意思に補充・修正を加えた部分とを判決

において段階づけて区別することが求められるのである。こう解することで、法定立に関

する責任の所在が明確に認識可能になり、裁判官による法定立に対する批判的な議論（と

それによる統制）の基盤が構築される。

このような方法論的アプローチは、裁判官の法の付加形成に対する現実的な解決策とし

ては傾聴すべきところがあるように思われるが、方法論と憲法論の理論的な接合がいまだ

不十分であるという問題がある。また、こうした法適用・理由づけモデルを裁判官に受け

容れさせる手立てが万全でない、という問題もある。

⑶ 第三は、支配的な見解とは異なり、およそ裁判には例外なく法定立の側面があると

解する法理論的見地からのアプローチにより、裁判による法の付加形成をめぐる従来の議
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論の不整合を整序しようとする構想である。

このようなアプローチをとるものと位置づけられる論者の見解によれば、法定立と法適

用とを二分して裁判は後者であるとする従来の理解とは異なり、法適用とは、上位の法規

範によって定められる（授権される）枠内における法定立であるとされる。これにより、

裁判による法定立の存在が理論的に正面から承認されるが、他方で、法定立には法律によ

る授権が必要であるとされることにより、法律による拘束を法律の根拠なく緩和すること

は許されないことになる。このように解するならば、裁判官による法の付加形成にも法律

上の授権が必要であることになり、法律に拘束される裁判官が法を付加形成できるという

パラドックスは、法理論的に解消される。法律拘束原則の相対化を認めないことと、裁判

の創造的要素を肯定することが、理論的に両立可能でありうるとするならば、《一定の場合

には法律拘束原則の例外を認めて裁判官による法の付加形成を許容する》という方向での

従来の議論の前提がそもそも間違っていたのではないか、と疑うことが可能になる。

しかし、こうした見解においては、従来の理解とは異なる理論構成によって問題を捉え

直した結果具体的にどうなるのか、それが実務上いかに機能するのかという点についての

詳細な説明がなされていない、という問題がある。

⑷ したがって、いずれのアプローチにも難点があるというべきであり、《裁判官による

法の付加形成と憲法の関係をめぐる問題》について、全面的な（理論的にも現実的にも満

足のいく）解決は、いまだ示されていない。

おわりに

《裁判官による法の付加形成と憲法の関係をめぐる問題》は、上記のとおり方法論や法

理論ともかかわる問題でもあり、解決困難な難問なのであった。このような難問が生じる

に至った歴史的経緯や、EU 法の影響によるさらなる問題の複雑化等、なお検討されるべき

課題は残されているが、それらは今後の課題とし、現代ドイツ法におけるこのような難問

の存在を具体的に示したことをもって、本論文の成果とする。




