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憲法裁判におけるアミカスキュリィの意義

北法70（5・84）888

ドイツ連邦憲法裁判所における第三者の参加
（連邦憲法裁判所法27a 条）

笹田　栄司　

はじめに

　アミカスキュリィは、「係属中の法律上の係争には当事者として関与してい

ないが、裁判所の要請であれ、または自らの意思に基づいてであれ、文書ある

いは口頭の意見表明の形式で、法律上の係争における問題に対しその見解を伝

えることが許される個人、あるいは団体1」を指す。ドイツの訴訟法において、

アミカスキュリィが認められているのは、連邦憲法裁判所における「専門知識

を持つ第三者の見解表明」のみであり、後述するように、連邦憲法裁判所法

27a 条に根拠付けられる。もっとも、１で示しているように、連邦憲法裁判所

法の他の条文で、連邦機関や州の機関なども客観的憲法秩序の維持のために特

別の見解表明権が認められているが、これらの機関は27a 条にいう「第三者」

ではない。

１　連邦憲法裁判所における情報の収集

（１）職権探知主義

　連邦憲法裁判所法26条１項１文は「連邦憲法裁判所は、真実究明のため必要

な証拠を取り調べる」と規定する。それによると、連邦憲法裁判所における手

続は職権探知主義（Untersuchungsgrundsatz）に基づき、「裁判所は真実を職

権により、即ち、自己のイニシアティブでかつ自発的に究明しなければならな

い2」。もっとも、憲法裁判所裁判官自身は、連邦憲法裁判所法26条を（憲法）

裁判官の「義務プログラム」ではなく「自由演技」と理解していた3。連邦憲法裁

判所裁判官就任前の論稿で、ブリューデ（B.-O. Bryde）は、「裁判所が、連邦

憲法裁判所26条以下で規律されている正式の証拠手続で具体的事実を調べるの

は極めて希である。最近の25年間の業務を明示する判例集を綿密に調べるなら

1 Ulrich Kühne, Amicus Curiae, 2015, S.2.
2 Stefan Brink, Tatsachengrundlagen verfassungsgerichtlicher Judikate, in: Rensen/
Brink (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 2009, S.5.
3 憲法裁判所調査官であった S.Brink の見解（S.Brink (Anm.2), S10.）。
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ば、具体的事実についての裁判所の証拠調べに関して、つまり、証拠決定、証

人尋問、検証であるが、以前の報告よりもさらに少ない例を見いだす4」と述べ

ている。連邦憲法裁判所は事実の確定のために、要式的な職権証拠調べの手段

を極めて希にしか用いないのである5。キューネ（U.Kühne）は、連邦憲法裁判

所が審級裁判所のように、要式的な証拠決定でもって古典的な証拠調べを使っ

て調査を行った希な例として、政党禁止手続（BVerfGE2,1;5,85）を挙げてい

る6。

（２）第三者の関与による情報の調達

　連邦憲法裁判所による証拠調べの対象は、憲法裁判所の機能からして、立法

事実がとりわけ重要である7。一般的事実あるいは立法事実とは、「法律の議決

の基礎となった、あるいはその作用及び執行に意味のあるデータ8」、あるいは、

「一般的な状況、人あるいは物のある分類に関連し、なかんずく法規範の制定

の基礎をなす事実」であり、「生活現実のなかで、個々の、一回的な出来事で

あり、専門裁判所による通常の事実認定の対象」である個別的事実と対比され

る9。現在（2019年）、連邦憲法裁判所長官を務めるフォスキューレ（A.

Voßkuhle）は、連邦憲法裁判所が、「専門裁判所以上に、“事実に興味を持つ”

ところの基本的領域」として「立法事実」をあげている10。

　第三者の関与による情報の調達については、「特別の見解表明権」と連邦憲

法裁判所法27a 条に基づく「専門知識ある第三者の見解表明」がある。後者は

２以下で詳しく論じるので、ここでは「特別の見解表明権」について述べてお

きたい11。

4 Brun-Otto Bryde, Tatsachenfeststellungen und soziale Wirklichkeit in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 
50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, S.534.
5 Johannes Meskouris, in: Tristan Barczak (Hrsg.), BVerfGG, 2018,§26 Rdnr.23. 
6 U.Kühne (Anm.1), S.306.
7 Vgl.U.Kühne (Anm.1), S.308.
8 Andreas Voßkuhle, Der Rechtsanwalt und das BVerfG－Aktuelle Herausforderungen 
der Verfassungsrechtsprechung, NJW 2013, S.1333.
9 S.Brink (Anm.2), S.12.
10 A.Vosskuhle (Anm.8), S.1333.
11 U.Kühne (Anm.1), S.30.
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　まず、抽象的および具体的規範統制手続について、連邦議会、連邦参議院、

連邦政府またはラント議会及びラント政府に、「相当の期限を定めて意見を陳

述する機会」が与えられる12。具体的規範統制については、さらに、申立てを行っ

た原審の関係人も訴訟代理人を通じて意見を表明する機会を持つ。最上級の連

邦及びラント裁判所に対して、問題となっている基本法の解釈適用について、

さらに、「当該裁判にとって重要な法的問題についての検討結果」を説明する

よう求めることができる13。憲法異議の訴14の場合、その行為あるいは不作為が

異議手続の対象となった連邦及び州の憲法機関は、意見を述べる機会を与えら

れている（同法94条１項）。官庁あるいは大臣の行為あるいは不作為が手続の

対象となった場合、所管の大臣に意見を陳述する機会が与えられる（同法94条

２項）。判決に対する憲法異議の訴の場合、判決によって利益を受ける者にも

意見陳述の機会が与えられる（同法94条３項）。

２　情報入手のための新しい枠組みとしての「連邦憲法裁判所法27a 条」

　連邦憲法裁判所法27a 条は「連邦憲法裁判所は、専門的知識を有する第三者

に意見表明の機会を与えることができる」と定める。

12 連邦憲法裁判所法77条、82条（参照、初宿正典・須賀博志編『連邦憲法裁判所法』（成
文堂、2003年）59頁以下、63頁）。
13 連邦憲法裁判所法法82条４項（初宿・須賀編前掲註（12）63頁参照。Beteiligte につ
いては、光田督良「『関係人』概念を通してみるドイツの連邦憲法裁判所」『日独憲法
学の想像力　下巻』（信山社、2003年）295頁以下に従い、当事者ではなく「関係人」
の語を用いる。また、連邦憲法裁判所法は「被告に当たる当事者について」規定がな
いため、「場合によっては、手続は、両方もしくは一方の関係人が存在しない形で行わ
れることになる」（光田前掲312頁以下）。そこで、「実質的に対審構造的な性格」（光田
前掲313頁）を持たせるための工夫として、憲法機関などに意見を陳述する機会を与え
ている。
14 憲法異議の訴の場合、「異議申立人は『何人も』と規定することにより、その基本権
が侵害されたもの一般を対象としている。憲法異議の相手方について、連邦憲法裁判
所法は、憲法異議の対象となる作為・不作為をなしたものとしか規定していない。そ
の結果、時には、本来の相手方なしで手続が行われることもある」（光田前掲註（13）
313頁以下）。もっとも、「憲法機関による参加権や意見陳述権が認められていること」
で、連邦憲法裁判所法は憲法異議の訴の対審性を実質的に保障しようとしている（光
田前掲註（13）314頁）。
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（１）1998年７月の連邦憲法裁判所法改正による導入

　連邦憲法裁判所法27a 条が導入される前から、連邦憲法裁判所は、下記の二

つの連邦憲法裁判所規則15に基づいて専門知識を持つ第三者の見解を入手して

いた。

　連邦憲法裁判所規則22条５項：裁判長は、報告裁判官の提案又は部の決定に

基づき、一の領域で特別の識見を有する者に、裁判にとっての重要な問題につ

いて鑑定意見を述べることを要請する。

　同規則41条：報告裁判官は、規範統制の申立が許されないかどうか、あるい

は、憲法異議の訴が受理されないかどうかを部会が決定する（連邦憲法裁判所

法77、94条）前であっても、陳述権者（同法77条と結びついた82条、94条）あ

るいは第三者の意見を求め、及び連邦憲法裁判所法82条４項に列挙されている

裁判所に［同項が定める］要請をすることができる。

　連邦憲法裁判所法27a 条制定前に、憲法裁判所が、裁判手続において、文書

によるあるいは口頭による意見表明の機会を与えた例16として以下のものがあ

る。

　労働組合（vgl. BVerfGE54,11 [23]; 62,256 [263]; 92,365 [391f.]）、ドイツ経営者

団体連合会（vgl. BVerfGE62,256 [263]; 92,365 [389f.]）、家主連合会及び借家人協

会（vgl. BVerfGE71, 230 [243ff.]; 79,292 [301]; 87,114 [128ff.]）、 農 業 団 体（vgl. 

BVerfGE, 78,132 [140]）、放送局及び出版社（vgl. BVerfGE90, 60 [74f.]）、ドイツ

司教会議事務局（vgl. BVerfGE93, 1 [9f.]）、ドイツプロテスタント教会の環境に

ついての全権委員（vgl. BVerfGE53,30［44］）、人道主義連合（vgl. BVerfGE93,1 

15 初宿・須賀前掲註（12）及び、畑尻剛・工藤達朗編『ドイツの憲法裁判〔第二版〕』
（中大出版部、2013年）を参考にして訳出している。なお、両規則に出てくる報告裁判
官（Berichterstatter）について、連邦憲法裁判所規則23条１項は、「法廷で裁判しな
ければならない事件においてはすべて、報告裁判官は、書面で意見を提出する」と定
める（初宿・須賀前掲註（12）95頁）。連邦憲法裁判所の管轄する事件について、年度
の開始前に、全裁判官について担当する法領域（集会の自由やデータ保護法等）や憲
法事件（基本法21条２項にもとづく政党の違憲性確定の手続等）が分配される。これは、
連邦憲法裁判所の Web 上で、例えば、「2019年度期についての連邦憲法裁判所の事務
配分」として公表されている。
16 Franz-Wilhelm Dollinger, in:Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2.Auflage 2005, 
§27a Rdnr16.
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[12]）、避難民援助組織（vgl. BVerfGE94, 49 [82]; 94,115 [129]; 94,166[187]）、大

学学長（vgl.BVerfGE54, 173 [186]）、児童神経科医、ドイツ児童保護連合、及

びドイツ裁判官連合（vgl. BVerfGE61, 358 [371]）、ドイツ連邦銀行頭取、ヘル

ムート・シュレジンガー教授（法博）（vgl. BVerfGE89, 155 [170]）

　法律上の根拠が必要な理由として、組織法上も法律の留保がますます求めら

れていることに加え、連邦憲法裁判所23条２項によって、裁判手続を開始する

ために申立人が提出した「申立」が27a 条の規定する第三者に送達されねばな

らないため、基本権上の配慮が求められたことがあげられる17。

（２）連邦憲法裁判所法27a 条の意義

　キューネは、「“一般的な、社会的、政治的、文化的、及び分けても重要なこ

とだが、経済的事実”の探求のための古典的な証拠手段の不適切さに対する反

応」と、27a 条の意義を解する18。この点について、べートゲも、27a 条が「正

しい判決を見出すこと、裁判所の判決が受け入れられること、そしてその内容

が納得のゆくこと」を促すと評価し、この規定が「多元的な憲法訴訟の特性に

対応する19」と見ている。「例えば、予測を立てるため、比例原則及び平等取扱

い原則による法律審査のため、あるいは、規範の構成要件上の前提了解を明ら

かにするため、社会的、政治的、文化的、及び経済的データの入手が肝要な場

合」、古典的な証拠調べは適切ではなく、27a 条に基づき第三者の見解を入手

することが、とりわけ「重要である20」。

（３）「第三者」及び「専門的知識」の定義

　「第三者」について、連邦憲法裁判所による定義は見られない。ここでは、

消極的定義をとるしかない。つまり、「具体的な手続で何ら関与人としての機

能が帰属し得ないすべての人」が第三者になりうる。従って、「異議申立者自

身が第三者となり得ないと同じく、連邦憲法裁判所法によって手続の種類に応

じて固有の権利あるいは権利の一部が与えられた憲法機関もなり得ない21」。

17 Herbert Bethge,in: Mauz/Schmidt-Bleibtreu/Bethge,BVerfGG, 2017, §27a. Rdnr3. 
べートゲは「基本権上の配慮」として、一般的行為の自由（基本法２条１項）を指摘
する。
18 U.Kühne (Anm1), S.311.
19 H.Bethge (Anm.17), Rdnr.1．
20 Kai Haberzettl, in: Burkiczak/Dollinger/Schorkopf, BVerfGG, 2015, §27a Rdnr.5.
21 F.-W. Dollinger (Anm.16), Rdnr.17.
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第三者は、連邦憲法裁判所法26条の射程に含まれる証人や鑑定人と異なり、見

解表明を義務付けられていない。また、「専門的知識を持つ第三者の見解表明

に影響を及ぼすための強制手段は、連邦憲法裁判所にはない22」。

　次に専門知識は、学説上、裁判手続の「対象を形成する領域についての客観

的専門知識」と理解されているが、このことは何ら当該見解の客観性を前提と

しない23。第三者の選出及び招請の準備は、連邦憲法裁判所調査官に委ねられ

るが、その時間的コストを含め、作業の大変さが、調査官出身者が書いたコン

メンタールには印象深く記されている24。調査官は、情報源が偏らないように

専門知識のある第三者を提案する必要があろう25。第三者は口頭あるいは文書

によって意見表明を行うが、この意見表明は義務づけられていない。その対象

は、送達された申立書により限定されるが、「手続の対象について一般的に見

解を表明することを排除するものではない26」。なお、法的聴聞を保障する基

本法103条１項は第三者には適用されない。

（４）手続

　第三者に意見表明の機会を与えるか否か、および誰に依頼するかは、連邦憲

法裁判所がその裁量にもとづき決定する27。そして、その決定は、手続の種類

及び当該部の手続状態に応じて、裁判長あるいは報告裁判官が行う28。連邦憲

法裁判所の「部会が決定を求められる場合（特に連邦憲法裁判所法93a 条以下

の受理手続において、さらに、同法81a 条）、報告裁判官は、まったく単独で（第

三者の－笹田）意見表明を求める権限を持つ（連邦憲法裁判所執務規則41条）29」。

　第三者の意見表明の機会は、通常、文書によるが、口頭弁論が開かれた場合、

専門知識のある第三者は補完的にその文書に基づく見解について意見聴取され

る30。そして、「しばしば口頭弁論において、法から離れて、事案に含まれる社

22 F.-W. Dollinger (Anm.16), Rdnr.18.
23 U.Kühne (Anm.1), S.313．
24 J.Meskouris (Anm.5), §27a Rdnr.18.
25 J.Meskouris (Anm.5), §27a Rdnr.20.
26 K.Haberzett (Anm.20), Rdnr.5.
27 K.Haberzett (Anm.20), Rdnr.14．
28 K.Haberzettl (Anm.20), Rdnr.14.
29 U.Kühne (Anm.1), S.312．
30 K.Haberzett (Anm.20), Rdnr.15.
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会的、経済的そして政治的問題にまで展開する意見聴取に至る31」のである。

なお、法及び事実について多層的な問題を孕む複雑な訴訟にあっては、目標を

絞り込んだ質問一覧表が専門知識のある第三者に送付される32。そして、依頼

に応じた第三者の見解表明を利用することが考慮に値し、それが、新しい、重

要な事実に関する資料を含む場合、連邦憲法裁判所は、法的聴聞権（基本法

103条１項）を守るため、第一に、他の手続関係人にそのことを伝達しなけれ

ばならない。これに対して、その他の専門知識のある第三者には知らせる必要

はない33。

（５ ）専門知識のある第三者（連邦憲法裁判所法27a 条）は「アミカスキュリィ」

なのか？

　専門知識のある第三者については、連邦憲法裁判所からの要請が基本的に必

要とされること、当事者の合意は必要ではないこと、第三者に憲法機関は入ら

ないこと、手続法上の地位の違いなど、アミカスキュリィとの相違点があると

言われることがある。しかし、機能的側面から見ると両者は良く似ている。こ

の問題は、アミカスキュリィ概念の広狭や、様々な法秩序でアミカスキュリィ

に付与された機能の多様さをどう見るか、にも係っている34。キューネはアメ

リカ法におけるアミカスキュリィとの間に機能的に「極めて大きな共通点が存

在する」として、「ドイツ法は連邦憲法裁判所法27a 条に基づく第三者の関与で

もって、まったくアミカスキュリィによる参加を自由に使えるということが、

明らかに強調されねばならない35」と述べている36。

31 B.-O. Bryde (Anm.4), S.537．
32 J.Meskouris (Anm.5), §27a Rdnr19.
33 J.Meskouris (Anm.5),§27a Rdnr16.
34 U.Kühne (Anm.1),S.321．わが国でこの問題に言及するものとして、巽智彦「公法関
係訴訟における事実認定について─憲法訴訟を端緒として─」成蹊法学85号（2016年）
123頁がある。
35 U.Kühne (Anm.1), S321.
36 連邦憲法裁判所法27a 条とアミカスキュリイを同視するものとして、Benda/Klein/
Klein、Verfassungsprozessrecht, 3.Auflage, 2012, S.292, Fn.138. および F.-W. Dollinger 
(Anm.16), Rdnr.5．がある。これに対し、K.Haberzettl (Anm.20), Rdnr.4. は、アメリカ
法におけるアミカスキュリイは「事実の根拠を創出する規範的機能という点で27a 条
と比較できるものではあるが、その手続法上の法的地位に鑑みるとそうではない」と
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３　連邦憲法裁判所法27a 条の検討

（１）ベンダ・クライン・クライン『憲法訴訟法』の批判

　ドイツにおける憲法訴訟についての代表的なテキストである、ベンダ・クラ

イン・クライン『憲法訴訟法』は、連邦憲法裁判所法27a 条にもとづく第三者

の関与を批判している37。それは次の２点にまとめることができる。

　①見解表明権者の選定が連邦憲法裁判所の意向に任されていることから、必

然的に、不完全で主観的に行われるもので、見解を求められる者の選定を通じ

て答えを先取りする危険を内包する。

　②「裁判手続における第三者の見解表明も形式を踏むことなく行われており、

それは口頭弁論についてさえ妥当する」。連邦憲法裁判所法28条、29条に基づ

く「いかなる時でも規律に従わせる厳格な形式から免除された口頭での審理は、

それゆえ時として、議会でのヒアリングに類似したものに滑り落ちる危険を冒

す」。そこにはまた、連邦憲法裁判所が、「『より良き』立法者として事をなす

という不適切な危険が存在する」。

　以下では、（２）で①について、および（３）で②について「反論」を検討する。

（２）第三者の選択の問題

　「第三者」の選択については、上述したように、連邦憲法裁判所調査官が関

与する。調査官経験のあるハーベルチェッテル（K.Haberzettl）は、「事実の根

拠に関する源泉をできるだけ広範に把握することを裁判所が試みることで、選

択された事実認識の持つ危険に対処する38」と述べている。「第三者」について、

調査官は、社会の様々な見解をできるだけ広範囲に写し取るために、情報源の

広範囲の分散を提案するとの見解もある39。

　フォスキューレ（連邦憲法裁判所長官）も次のように述べて、連邦憲法裁判

所を擁護する。「認定された“立法事実”と単なる逸話風の証拠との限界画定は、

常に易しいものではない。ここで（判例で－笹田）形成されたのは、逸話的証

拠の許されない一般化及び誤った帰納的推論を避けることである。加えて、“対

話の相手方”に代表的な人物を選ぶこと（representätive Auswahl）が重要であ

抑制的な見解を述べている。
37 Benda/Klein/Klein (Anm.36), Rdnr.222.
38 K.Haberzettl (Anm.20), Rdnr.6. 
39 J.Meskouris (Anm.5),§27a Rdnr.20.
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る。両方とも、批判的視線を必要とする。それに関して、確かに、連邦憲法裁

判所について何の保障もない。しかしそれでも、ここでは８人の裁判官が事実

認定に関与する。それでもって、例えば、医学的な侵害、建築そして原子力兵

器使用に設定されねばならない４つの目のコントロール（two-man rule）は、

いわば16の目の原則に増強されている。これは批判的見方について一定の保障

を創出する40」と述べている。16の眼とは、連邦憲法裁判所の二つの法廷に席

を置くそれぞれの裁判官８名を指すと思われる。

（３）伝統的司法からの逸脱－広範な対話の促進

　ドリンガ─（F.-W. Dollinger）は、「古典的な証拠手段－文書、検証、鑑定人

そして証人－が、連邦憲法裁判所に義務付けられている、制定法及び手続法の

憲法適合性審査の統制に関して、もはや適切ではない」との認識のもと、27a

条の第三者の見解表明は「古典的な裁判所での審理というより、議会でのヒア

リングに接近する41」と述べている。26条以下の証拠調べと27a 条の第三者の見

解の入手との区別がますます曖昧になり、１（１）で見たように、26条の職権

証拠調べが「自由演技」と見られるという事情もある。いずれにしろ、「議会で

のヒアリング」に接近した「口頭弁論」はどう評価されるのか。

　次のキューネの批判は、司法の伝統を考えれば当然でてくるものである。「憲

法訴訟において、性急かつ実質的根拠なしに、通例の司法形式を放棄するべき

ではない。さもなくば、立法手続がそれを知っているように、裁判所での取り

組みと公のヒアリングとの境界がいとも簡単にぼやけてしまう。しかしながら、

裁判官の独立や品質と並んで、政治的に行為する立法機関から裁判所の判決を

区別し、今日なお広範な受容を裁判所が受けているのは、まさに司法の形式性

である42」。

　これに対し、フォスキューレは、刑事訴訟における「司法取引」の合憲性が

問われた憲法異議の訴（BVerfGE 133, 168）を例に引いて、口頭弁論での「対話」

を強調する。「裁判所は社会の集団及び諸連合を参加させることで、“関心を持

つもの及び関係するものとの広範な対話”を開いた。参加するものの変域が大

きければ大きいほど、そして、対話の相手方の選出が釣り合いのとれたもので

40 A.Voßkuhle (Anm.8), S.1334.
41 F.-W. Dollinger (Anm.16), Rdnr.12.
42 U.Kühne (Anm.1),S.320.
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あればあるほど、それだけますます、裁判所が問題の重要なあらゆる局面を熟

知し、物事についてのバランスの良い見方を得ていることの保障が高くなる」。

フォスキューレによると、口頭弁論において、「現実の結果が集中的に審理さ

れ、「研究論文の著者とならんで、連邦通常裁判所長官、そして連邦検事総長

が実務を紹介し、その他の４人の鑑定人は、ラント裁判所での裁判長としての

経験から報告を行った。刑法学者は合意の実践を法的に整理した。そのうえさ

らに、政党の代表者、ドイツ裁判官連合、ドイツ弁護士会、連邦弁護士会、そ

して、新裁判官協会の代表者が見解を表明した43」という。フォスキューレに

よる「広範な対話」の強調は、「憲法裁判所の手続を原則的に支配する職権探知

主義にもかかわらず、裁判所は一定の範囲で……利害関係人、およびあらゆる

重要な情報を持つ関係人との、裁判所によって開かれた広範な対話が訴訟手続

に組み込まれたことを頼りにする44」とのブリューデの見解につながっている。

　ここでの問題状況について、ブリューデは次のように、適切な評価を行なっ

ている。一方で、司法形式による証拠調べに対して（憲法）裁判所が距離をとっ

ていること、他方で、裁判所にとり典型的ではない（連邦憲法裁判所法27a 条

所定の－笹田）手続の中に憲法的問題の事実についての背景を広範に受容する

ことは、確かに一部は連邦憲法裁判所の特別の役割から明らかになる。しかし

ながら同時に、それは他の裁判所に対するその特異性を明確にし、そして、ド

イツの憲法裁判所に典型的な傾向が司法形式的手続から政治的決定プロセスに

移ることを照らし出す45」。

（４）「第三者」招請の妥当性の確保

　上記①および②以外に、憲法裁判所法27a 条が抱えるリスクとして、第三者

の見解が誤っている場合（少なくとも、誤りをもたらす情報の場合）、あるい

はそれが偏っている場合（党派性が強い場合を含む）がある。前者について、

キューネは、「選出決定において、遅くとも判決理由で、選出の根拠を提示す

ることが望まれよう46」とするが、「できる限り一致した結果および理由づけに

43 A.Voßkuhle (Anm.8), S.1334.
44 B.-O. Bryde (Anm.4), S.537．
45 B.-O. Bryde (Anm.4), S.561．
46 U.Kühne (Anm.1), S.320.
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到達する裁判所の伝統47」に鑑みれば、キューネの主張は受け入れがたいであ

ろう。結論の同意はあっても、結論に至る過程での憲法上の問題の背景理解は

裁判官によって異なるであろうから。

　第三者の党派性については、既述のように、「参加するものの変域が大きけ

れば大きいほど、そして、対話の相手方の選出が釣り合いのとれたものであれ

ばあるほど、それだけますます、裁判所が問題の重要なあらゆる局面を熟知し、

物事についてのバランスの良い見方を得ていることの保障が高くなる」との

フォスキューレの見解が対策としてある48。また、専門知識のある第三者の見

解の他に、正式の証拠調べ、専門の文献、一般的にアクセス可能な統計、さら

に裁判官の経験則をもちいることで、「16の眼によるコントロール」が働くと

の主張もある49。

おわりに

（１）立法事実を対象とする憲法訴訟において、連邦憲法裁判所法27a 条に基

づく専門知識のある第三者の活用は、「さまざまな社会的勢力が参加する

フォーラム」を設定し、そこでの「第三者」の見解から法的に重要な事柄を濾

過するという課題に憲法裁判所を直面させる50。連邦憲法裁判所法27a 条ににつ

いては、憲法裁判所による評価は判決理由中に現れず51、学説などによる再検

討の対象とされない点、司法形式の欠如といった批判もありうるが、「連邦憲

法裁判所がその判決を連邦憲法裁判所法27a 条による第三者の関与によって、

できうる限り広範な情報の根拠に基づき、さらに、第三者の手元に在る専門知

識にも支えを見いだしたということは、総体として歓迎すべき52」との評価も

多い。

（２）職権探知主義が採られていると一般に受けとめられているドイツにおい

ても53、連邦憲法裁判所によって、アミカスキュリィと機能的に類似する「専

47 B.-O. Bryde (Anm.4), S.539．
48 A.Voßkuhle (Anm.8), S.1334.
49 K.Haberzettl (Anm.20), Rdnr.6.
50 Renz/Hansel, BVerfGG, 2015, §27a Rdnr.5.
51 52 U.Kühne (Anm.1), S.320.
53 巽前掲註（34）120頁以下。
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門知識のある第三者の見解」の活用を通じて、複雑な構造を持つ立法事実の究

明が積極的に図られていることは注目に値する54。先のフォスキューレによる

憲法裁判所の実践の正当化と重ねて見るなら、「多元的な憲法訴訟の特性に対

応する55」ものとして連邦憲法裁判所法27a 条は評価されているのである。

54 連邦憲法裁判所が立法事実の確定のため、要式的な職権証拠調べの手段を極めて希
にしか用いない（J. Meskouris (Anm.5), §27a Rdnr.23.）理由について、ハーベルチェッ
テルは、一般的事実の確定および予測についての証拠調べは限定的であるのが特有で
あること、そして、連邦憲法裁判所が、連邦憲法裁判所法27a 条の他、27条の司法共
助および職務共助にもとづき最上級の連邦裁判所の見解を入手しうること、専門文献
の援用、一般的にアクセス可能な統計、さらに裁判官の経験則を挙げている（K.
Haberzettl (Anm.20),§26 Rdnr.10.）。
55 H.Bethge (Anm.17), Rdnr.1．




