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ブラジルにおける違憲審査制の機能
一運用からの分析の試み－

杏林大学佐藤美由紀
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Ｌはじめに

違憲審査制とは、国家の最高法規である憲法に下位の法令が違反していないか
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どうかを審査し、違反があると判断した場合に、その法令を無効とする制度であ

る。１９世紀初頭のアメリカ合衆国において登場したが、主要ヨーロッパ諸国では

同世紀においては採用が拒否されていた。第二次大戦後、立法による人権侵害の

苦い経験への反省から、ヨーロッパをはじめ多くの国々で採用されるところとな

った。日本も戦後この制度を導入した国の一つである。

違憲審査制には、大別して二つの型がある。一つは、司法権に属する通常裁判

所が具体的事件における訴訟上の解決の前提としてこの審査を行う付随的審査で

あり、違憲審査制の母国アメリカで採られている制度である。もう一つは、特別

の憲法裁判所が、具体的侵害発生とは独立に、法令の審査を行う抽象的審査であ

り、アメリカ型をそのまま採用することに抵抗のあったヨーロッパにおいて主に

採用されている。

１９世紀にヨーロッパから次々と独立を遂げていったラテンアメリカにおいて

は、ヨーロッパにおけるような違憲審査制への抵抗は薄く、むしろ新大陸内で政

治的経済的発展の著しかったアメリカに範を仰ぎ、既に同世紀中に違憲審査制を

採用するところもあった。そうした国々の中にブラジルも位置づけられる。本稿

は、ヨーロッパに先んじ採用され既に１１０余年の歴史を持つこうしたブラジルの

違憲審査制の特徴を概観し、それが実際に果たしている機能についての筆者の分

析を紹介するものである’。

IＬブラジル違憲審査制の特徴

（１）併存制

ブラジルの違憲審査制の最大の特徴は付随的審査と抽象的審査との併存にあ

る。

①付随的審査

１８２２年のポルトガルからの独立に際してブラジルは帝政を採用したが、独立後

最初の憲法である１８２４年憲法の下では､ヨーロッパの影響が大きかったために司

法審査は存在しなかった。むしろ同憲法は法律の解釈や憲法の保障は司法権では

なく立法権の権限であるとの規定を有し(第１５条８号９号・第１７３条)、権力間の

調和を最終的に皇帝が維持する仕組みであった(９８条)。

１８８８年の無償・無条件での奴隷解放への地主層の反発に軍部内における共和制

思想の高まりが結びつき、１８８９年に帝政が廃され、共和制に移行するに伴い、ア

メリカ憲法に共鳴する法律家パルボーザ(RuiBarbosa)が明示的に付随的審査規定
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を憲法に置いた２゜この時期の司法制度形成へのアメリカ合衆国の影響は極めて

大きく３，１８９０年１０月１１日付政令第８４８号第３８６条後段も、「文化的国民の法規

およびとくに北米合衆共和国における法律関係を規律する法規､コモン・ロー及び

エクイティの事件もまた、連邦の判例及び訴訟の補充である」と定めている。

共和制最初の1891年窓法の下で有力州が掌握する連邦政治への他州の不満と、

１９２９年の世界恐慌に際しての経済政策への反発から、1930年に軍部の支持を受け

たヴァルガスがクーデターにより政権を掌握したのに続き、1934年に憲法が制定

され、権力の集中化や経済秩序･社会権を規定した。利害対立に直結する経済秩

序・社会権規定の存在は、それ以後大量の憲法問題発生の一因となった。この憲

法の下に、連邦雌間裁判所で違憲と判断された法律は上院によりその効力が執行

停止とされる制度が採用された（９１条1Ｖ号)。

ヴァルガスの全権掌握のための自己クーデターに伴い議会を解散して制定さ

れた１９３７年憲法では、連邦最高裁の憲法判断は最高性を喪失した(９６条単項)。ヴ

ァルガス大統領はまた、個別法規によっても司法審査での違憲判断の排除を試み

た(1939年９月５日付デクレトレイ４第1564号)。民主制の復帰を確立した1946

年憲法では、付随的審査制はほぼ１９３７年憲法以前の状態に回復した。

政党政治の未熟や、１９６０年の首都移転に起因する経済的困難を背景に、政府の

左傾化に対する軍部の危供を契機とする１９６４年のクーデターによって始まる軍

政期には、付随的述懸審査も多大な制約を被った。軍事政府の命令や軍制令に基

づき行われた行為、それに地方政府の政治家の任期を停止する州議会の決議は、

司法審査を免れることになり(1965年１０月２７日付軍制令第２号)、1968年以来、

軍制令は一層明確に司法審査から排除された(1968年１２月１３日付軍制令第５号)。

さらに、軍制令第５号は国家安全保障に対する政治的犯罪や経済的社会的命令・

国民経済に対する犯罪には人身保護令の発給を停止することを命じ、軍制令第６

号は国家安全保障に関わる犯罪についての躯事裁判所の判断を連邦最高裁の通常

上訴から排除し、椛利保障令の発給を拒否する事件に関する上訴を連邦最高裁の

裁判権から除き５、こうして、最も問題になりやすい事項が、この時期の付随的

審査の対象から外された。

文民政権への移管後に制定された現行1988年懸法では、司法審査に対する適

用除外は取り払われ、また、連邦最高裁の負担過剰を軽減するために、連邦法と

州法との抵触は新たに創設された連邦高等裁判所の権限に移し(第１０５条IⅡ)、連

邦最高裁の特別上訴を憲法問題に特化した（102条ⅢI)。

このように、共和iliIlの到来と共に採用された違憲霧査は、多少の変容を受け、
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独裁期の後退･軍政期の制約を被りつつも、民主化によってその度に再生し、現在

に至るのである。

②抽象的審査

ブラジルの抽象的審査は連邦干渉の前提として導入された違憲審査に前身をも

つ。連邦干渉は連邦制の採用と同時に1891年憲法で規定されたが、少数の有力州

が支配していた当時は、連邦に対する州への干渉の禁止に重点が置かれていた(６

条)。それが、ヴァルガスの政権掌握後の権力集中化傾向の強まった１９３４年憲法

により、基本的政治制度の保障のために(７条１号)、共和国検事総長の要請を通じ

て、最高裁判所が連邦干渉の前提として法令審査を行う制度が設けられた（１２条

補項２ル

ヴァルガス独裁期の１９３７年憲法においては、連邦干渉に際して、共和国検事総

長による提訴、連邦最高裁による公権的判断という構造は、連邦最高裁による要

請、大統領による判断という構造に置き換えられたが(９条単項)、民主化後の１９４６

年憲法においては、概ね１９３４年憲法下の連邦干渉制度が回復された。

1964年に始まる軍事政権の下、１９６５年１１月２６日の憲法改正により、ブラジル

は一般的な抽象的審査を持つことになった(第１０１条I(k))｡それまでは州法以下の

法令と連邦憲法との抵触のみが扱われていたのが、この改正により連邦法が連邦

憲法に適合するかどうかも審査されることになった。

民政移管後に制定された現行憲法では、一般的抽象的審査は違憲直接訴訟との

名を得、提訴権者は、共和国検事総長の他、大統領･上下両院の執行委員会.州知

事･州議会の執行委員会･弁護士会･政党･組合総連合･全国規模階級団体に広がっ

た（103条)。

さらに、1993年の１９８８年憲法第３次改正は、それまでの違憲直接訴訟に加え

て、合憲を主張する側が積極的に連邦最高裁による合憲判決を得るよう働きかけ

る合憲確認訴訟を加えた（103条補項４)。

このように抽象的審査は、ヴァルガス時代に連邦干渉の前提としての審査とし

て出発し、軍政期に効率化の要請に基づき一般性をもつ抽象的審査に拡張し、民

政化後は、提訴権者の拡大、合憲性の積極確認の包摂という方向へ、変化を遂げ

てきたのである。

（２）定着の要因

こうして連邦最高裁を頂点とする付随的審査と連邦最高裁にのみ委ねられた

抽象的審査との併存を特徴とするブラジルの違憲審査制が歴史的に形成されたの
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であるが、２０００年のデータでは、付随的訴訟において法令違憲を根拠とする特別

上訴は年間約３万件に上り、抽象的審査の中心をなす違憲直接訴訟は約２５０件配

布され、ブラジルにおいて違憲審査制は定着しているといえる。

①移入の理論的環境

大陸法系に属するブラジルにおいて、元来異質のアメリカ型違憲審査が抵抗な

く導入され、また比較的順調に定着し、抽象的審査と併存するに至るには、重層

的な理由が考えられる。

もともとブラジルでは欧米法が自国の状況への配慮不十分なまま安易に導入さ

れるのは珍しくなく、法典編纂も国民的議論など殆どないままに著名法律家に一

任され、その法律家が学識を駆使し諸外国の良制度と判断したものを採り込み、

理想主義的に法案を作成してゆく、というのがむしろ通常である６゜したがって、

アメリカ型付随的審査であれ、採用自体に抵抗が少なくとも不思議はない。問題

は導入より定着であり、違憲審査に適合的な理論的環境と実際的必要とがブラジ

ルには備わっていた。

違憲審査制の存在につき欧米諸国では、民意を代表する立法府が定立した法律

を民主的性格の希薄な裁判所が違憲無効とすることが民主主義にそぐわないとい

う疑義があったが、ブラジルでは、議会と裁判所の理念的対決よりも、むしろ制

度採用の当初から強大な執行権の逸脱への抑制こそが深刻な問題であり、司法権

はその抑制装置として期待され、違憲審査の民主主義的正統性という理論的問題

は真蟄なテーマとはならなかった。また、司法権に対する警戒･不信の不存在も、

ブラジルに比較的早期のアメリカ型違憲審査の定着、その後の抽象的審査の採用

とそれとの併存、抽象的審査の拡大をもたらした７．

②大量の憲法訴訟の誘因

大量の憲法訴訟にも構造的な理由がある。まず、付随的審査の数の多さに関し

ては、とりわけ、大陸法的司法基盤に根ざし、英米法流の先例拘束の原則を採用

せず、同種訴訟の絶え間ない反復が妨げられない仕組みから説明できる。

そうした法系論的な間隙の問題だけでなく、経済的後進性・政治的不安定性へ

の政治的対処として法規が大量生産されるため、違憲審査の対象となりやすいこ

とも指摘できよう。法令の制定過程がきめ細やかでなく、検討の不十分なままに

制定されたるものが多く、傍目にも一見して逸脱の明らかな法令が公布されるこ

とが８，状況に拍車をかけることになる。

また､大統領による実質的立法とも言い得る暫定措置の発布に見られるように、

強力な執行権による規範制定が日常化しており、重大性と緊急性という要件であ
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るにもかかわらず、民主化後もこの傾向は続いていた９.広範囲に利害の絡む経

済政策等もこの種の法規で発せられ、こうした執行権の行為に対する憲法訴訟も
増大する。

さらに、一般にそれまでの経済政策の大綱が逆方向に転換される場合の摩擦は

違憲訴訟を増加させるものである。軍政を経て民主化以後、新自由主義的経済政

策を取り入れるに際しては、最広義でのポプリズモ的政策下で便益を受けていた

勢力が新たな経済政策に反対する違憲訴訟が多く争われてきたＩＣ。

そのうえ、共通性は非軍政というだけの様々な立場の思惑が、最上位の法によ

る保障を求めてあれもこれもと細部にわたった規定を詰め込み、全体として調整

不十分な政治的妥協として現行憲法を成立させたことから、憲法自体がそもそも

多義的であることも、憲法訴訟のきっかけを増やす原因になっている。

加えて、弁護士の数が非常に多く、連邦最高裁への特別上訴の可能性を残し敗

訴を引き伸ばす訴訟戦術として違憲性を持ち出すことは､日常的に行われている。

このような理由から憲法訴訟が大量に提起され、違憲審査制が定着してゆく上

で、ブラジル特有の問題を制度的に解決する必要が生じ、そのことによってアメ

リカ・モデルからの制度的変容が生じることとなった。

③制度変容

付随的審査に加えての抽象的審査の採用については、そもそもは州の連邦によ

る統制から始まり、効率化・統制の要請に適うことから、段階を経て一般化し、

拡張し、現在では一定の政治的少数派にも提訴権が付与されている。

また、訴訟制度が大陸由来であることからアメリカ流の先例拘束の原理をもた

ないまま付随的審査を採用しているために、判決の効力が個別の訴訟に限定され

る不都合が生じ、大量の憲法訴訟の一因となったばかりでなく、連邦最高裁の違

憲判断に抗しても下級裁判所が合憲判断を下すことがあったので、ブラジルは上

院による執行停止を通じて連邦最高裁の遮懸判決の効力を一般化することで解決

した。

さらに、違憲審査制と不可分ではないものの、とくに付随的審査は、簡易救済

制度の中で用いられた場合に実効的であり、発達が促された。ブラジルの簡易救

済制度は、英米法に影響されて１９世紀に形成された人身保護令に始まるが、この

制度は、名称からも容易に推察できるように、本来違法な身体拘束に対する救済

手段であったところ、ブラジルでは、身体的拘束との関係は間接的あるいは無で

さえあっても、ほぼあらゆる違法な侵害に対して請求できるまでに拡張されたも

のとして運用されることになった｡人身保護令を通じて１８９０年代にブラジルの最
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初期の憲法訴訟が腱|川された。

しかし、このような人身保護令の拡張的運用に対しては、制度の意義が希薄化

するとの批判から、１９２６年に移動の自由に関わる椛利の侵害の場合のみに限定さ

れた。それにより保趨の対象から外された権利の救済のために、1934年憲法によ

って権利保障令が新たに設けられ、この制度は今日に至るまで広範に用いられて

いる。もっとも、権利保障令については、一般的法律の攻撃には使用できないと

の判例が確立していることから、違憲審査の手段としては、影響力が限定されて

いる１】。

IILブラジルにおける違憲審査制の現実的機能

では、ブラジルの述懲審査制は現実にどのような機能を果たしているのであろ

うか。違憲審査制に関してブラジル人法律家が論じる場合、当為を主とした制度

説明に偏り運用の実際には余り注意が払わない伝統的スタイルがとられることが

多いので、ブラジル人法律家の叙述から離れた検討を試みよう。

（１）本来的機能

裁判所を中心として見たブラジルの違憲審査制の機能を本来的機能と呼び、そ

れ以外の担い手を中心とする機能を副次的機能と名づけた場合に、本来的機能と

して、第一に体制維持機能があり、第二に権利保障機能がある。

①体制維持機能

ブラジルの違憲瀞査制の中心的機能は、憲法に違背する下位規範の排除を通じ

て憲法体制が支持する体制維持機能にある。その中でも、連邦制を維持する機能

は顕著である。

本来的に違憲審査制は連邦制を－つの契機としている。ブラジルは連邦に相当

強力な権限が付与されている連邦制を採るが、連邦の強権的な抑止の鏑が外れる

ごとに拡大しようとする潜在的に強力な州椛力は、植民地期の北東部砂糖黍農園

における家父長制に由来し帝政期に形を整えた地方ボス支配コロネリズモの伝統

の現存にも見られる’２.そのような州権力に対して国家としての統制の一環とし

て違憲審査制が利用されていると考えられる。

付随的審査の導入においても、連邦制の維持が考慮に入れられ、制度上、当初

より州法に対する関係では違憲性の方向での判決が目され、逆に連邦法に対する

関係では合憲性の方向での判決が目指されてきた。運用上も、州法に対する違憲
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訴訟が多い。

また、抽象的審査においては、州権に対して連邦権限が拡大した１９３０年代に連

邦干渉の前提として、連邦による州への介入の直接的手段の－過程として違憲審

査が設けられた。１９４６年憲法初期にはしばしば独自の統治機構を定めた州憲法が

連邦干渉型違憲審査の対象となり､連邦最高裁により違憲判断が下されているが、

これは連邦制維持機能の発揮された端的な例であろう。一般的抽象的審査も連邦

憲法に対する州法の適合性を問うものを連邦法の連邦憲法適合性へと拡大したも

のとして成立し、その後も州法を対象としての違憲審査が中心であった。現行憲

法下でも違憲直接訴訟の約三分の二は州法を争うものである。

違憲審査制には、連邦制だけでなく、各憲法に書き込まれたその体制下の制度

を支持する機能があり、軍政･独裁的な憲法のもとでは軍政や独裁制が擁護され、

また民主的憲法の下では民主主義が擁護される。

ブラジルの場合、抽象的審査において共和国検事総長・大統領・議会が提訴者

である場合には憲法体制支持機能が始動すると推測されるが、違憲直接訴訟の約

２割は共和国検事総長によって提起されており’３、また、共和国検事総長の提訴

した違憲直接訴訟は違憲判決を得る確率が高い’４.

ところで、連邦最高裁の抽象的審査での違憲判決の内訳を見ると、公務員の権

利の保障に関するものがかなり多く、少なくとも４割を占め、その約半数は公務

員の給与に関する事項を扱ったものである’５。また、違憲判決のうち、連邦規範

が対象となった違憲判決の約半数は、裁判所や会計検査院の職員の給与調整・社

会保険負担に関する同種の事件で占められている’６゜これは、勢い公務員の権利

を過剰に保護する規定を盛り込みがちな下位規範制定者に対して、憲法による統

制が働いていることを示している。公務員の権利保障規定に対する違憲提訴は主

に州知事によりなされ、州次元の議会と執行権との対立も問題となり連邦制維持

機能をも果たしているが、連邦の公務員の過剰な権利保障への提訴は、ほぼ全て

共和国検事総長よりなされ、いずれの場合も違憲判決の穫得により憲法体制維持

機能が実現されている。

また、憲法下の支配的勢力の統治政策を支持する機能も重要で、とくにそれは

軍政期には、提訴権が執行権に従属する共和国検事総長に独占され、共和国検事

総長が政府に不都合な法令を違憲として提訴し、また軍政に好都合な法令に関し

て反対勢力から提訴の要請を受けてもその裁量により提訴を行わないという仕方

で、違憲審査の開始において政策支持機能を果たしていた。民政下でも、合憲判

決には､一般に違憲審査制の裏の機能である裁判所による統治の正当化機能,した
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がって政策支持機能があると考えられるが、ブラジルは、さらに、合憲性主張側

からの積極的な働きかけを肯定し、この正当化・政策支持機能を正面から認める

合憲確認訴訟の制度を持っている。

②権利保障機能

憲法に保障される権利が下位の規範により侵害された場合に、それを回復・救

済する権利保障機能は、違憲審査制の本来の目的からして第一次的機能のはずで

あり、制度の正当化根拠としてブラジルの法律家によっても挙げられることが多

いが、作用する領域が現実には限定され、政治部門との軋繰を生じさせにくい場

合に限り司法権が現実的に機能することを考えれば’７、第二の機能として評価す

るほうが適切であろう。

抽象的審査に較べ、付随的審査の方が、この権利保障という観点からは機能し

易い。最終的に連邦最高裁に行き違憲判断を獲得する場合ならともかく、先例拘

束の原理が採用されていないことから、判決は原則として－回的命令性を保って

おり、他の判決・他権力に対する影響力がそもそも小さいことが、この機能の実

現に役立っている。

また、州の規範の違憲性が問われる場合の方が、裁判所も比較的に違憲判決を

出し易いようである。州の規範が対象となる場合には、既にそれ自体前述の連邦

制維持機能が作用するが、それだけでなく、その規範により侵害されていると主

張される権利・制度の保障にも働いている。

権利保障機能と政策支持機能とは表裏の関係にあり、連邦最高裁の判断が、例

えば経済改革法令について､違憲の訴えを退ければそれは改革推進機能､したがっ

て政策支持機能であり、逆に違憲性を支持すれば、既得権擁護機能を果たすこと

になる。

違憲審査の対象事項から見た場合、ブラジルの違憲審査制においては、広い意

味で金銭的利害に直結する訴訟が殆どを占める。租税法規は頻繁に争われ、賃金

法令･公務員の地位回復に関しては極めて多くの訴訟がある。

付随的審査では、州法の課税規定が争われがちで、違憲判断を受けることも比

較的多い.また、経済計画に伴う連邦の租税の新設･変更に伴う違憲性を争う訴訟

も少なくない。所有権をはじめとする経済的権利が問題となった事件や、社会権

に関する事件も多く、比較的合憲判断が下され易い。公務員の利害に関する事件

も少なくない。

抽象的審査においても、公務員給与に関しては、過剰な保護を盛り込む規定が

違憲判断を受けている場合が殆どであるが、数は少ないが中には逆に、不利な公
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務員給与に関して、労組系政党が提訴し、違憲判決を勝ち取った場合もあり、こ

の場合には、公務員の経済的権利が抽象的審査を通じて保護されたことになる。

また、諸州で定められた所得付加税に対しては自由業者の組合が抽象的審査にお

いて各州法に対する違憲判決を得ており、私立学校の授業料のインフレ調整につ

いても教育機関の組合が抽象的審査で違憲判決を勝ち取っていることが観察でき

る。ここからは、自らの権利の防衛を行うに十分な力をもつ者による既得権侵害

への敏感な反応とその防衛の実現が窺がえる’８.

これとは逆に、非経済的基本権規定が中心的問題として争われる憲法訴訟は、

広義の経済的利益に直結する憲法訴訟に比べてわずかな割合を占めるに過ぎない。

社会的に大きな話題となる違憲訴訟も精神的自由の問題ではなく、それに相応し

て精神的自由の保障も簡素な理論で片付けられ、概して判例の発達がさほど見ら

れない１９.

違憲直接訴訟において、１９９９年６月の段階で違憲判決が２５８件に下されている

が、非経済的利益に関する違憲判決としては、参政権との関係では、検察官の政

党活動に関して２件の違憲判決が下され、また別の選挙規範についても違憲判決

は２件である。表現の自由に関しては、未成年法における番組の放送停止規定に

ついて、わずかに１件の違憲判決が見られるに過ぎない20.しかも、これらにつ

いては全て共和国検事総長が提訴していることから、第一義的には自由よりもむ

しろ体制擁護が目的であったと理解できる。

こうして、基本権擁護機能としては、むしろ、非精神的自由、広義での経済的

利益の擁護が中心となる。

（２）副次的機能

①異議申立機能

これまで述べた裁判所を中心とした違憲審査制の本来的機能以外に、違憲審査

制をめぐる他の関係者をも視野に入れた場合、また別の機能を認めることができ

る。

ブラジルにおいては制度に通常伴うと考えられる連邦最高裁の違憲判断自体に

よる政治部門に対する牽制機能は、合憲確認訴訟の提訴が欝鰭われる理由の一つ

に提訴者の意に反する違憲判決の倶れがあることからわかるように、無というわ

けではないが、しかし、制度上も実際上も不十分であろう２１.

制度上、抽象的審査においてさえも立法権は拘束されず(憲法103条、1999年

法律第９８６８号第２７条)､抽象的審査において連邦最高裁により違憲と判断された
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法律と同内容の新立法は可能である。

また、違憲直接訴訟における違憲判決についても、違憲直接訴訟第１号から第

2000号までの２０００件について最終的判断が下された５７９件のうち、認容は２５８

件であるから、44.6％に違憲の判断が下され２２、極めて高い割合で違憲判決が下

されているような印象を受けるが、同種の立法が別の規範でなされた場合２３、そ

れぞれが独立の事件として違憲判決が下されているので、そのために数が膨張し

ている｡問題になるのは、その判決が、国民に極めて大きな影響を与える事項を

扱っているのか、またその違憲判決の影響力は現実にも大きいのか、という点の

判断であろうが、この点に絞ると、先に見た違憲判決の対象事項の内訳からは、

現実に大きな意味を持ち得る違憲判決はかなり限られているといえる２４.違憲直

接訴訟の違憲判決についても、執行権や圧倒的世論に杭しての敢えて司法の正義

が期待されるというより、連邦最高裁の判決は、途中経過の挿話ないしは終結段

階の終止符に似る。

執行権への牽制機能は判決段階では十全に働いているとはいえないが、提訴自

体には機能上の意義を認めることができる。抽象的審査において、少数派政党や

階級団体により提訴がなされる場合には、その異議申立機能が明白である。

民主制回復後の現行憲法によって、１名でも議席があれば政党は違憲直接訴訟

の提訴を行うことができるようになり、違憲審査制は、政府に対する議会少数派

からの異議申立手段としての意味を猶得した。政党による提訴は違憲直接訴訟の

約２割を占める２５゜しかし、政党の提起した違憲直接訴訟のうち違憲判決を得た

ものは違憲判決全体のわずか５％弱に過ぎない２６.少数派の提訴が連邦最高裁に

おいて拒否される場合には、異議申立は却っていわゆるガス抜きとして政策支持

機能にも貢献することになろう。

違憲直接訴訟において提訴の割合が最も高いカテゴリーは組合総連合.全国規

模階級団体であり、提訴全体の４割強を占める２７゜しかし、階級団体は違憲判決

を得た違憲直接訴訟のうち６分の１の提訴者であるに過ぎない２８.組合は労組ば

かりでなく、使用者組合による提訴も活発である２９.組合や階級団体の提訴の場

合、事件ごとに「重要な関係」により、提訴権者の資格を判断される判例が確立

しているので、この場面では、違憲直接訴訟は、階級闘争の手段として当初より

容認されているといえる。

②政治的交渉機会提供機能

抽象的審査も、本案判決が出されるのに、例外はあるが一般にはかなりの時間

がかかり、その間に多くの違憲直接訴訟が途中消滅する３０.こうした長期の放置
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や中途消滅は、抽象的審査にあっても時間がかかるという負の側面もあるが、政

治部門との決定的対決を避け、緩衝作用を果たし、その間に法令の制定者にその

変更を許し、利害対立する者の間の交渉の材料と時間や機会を増やすという意味

では、必ずしもマイナスばかりとはいえない。政治的議論が十分尽くされて後の

最終的決着手段としての違憲審査というよりも、その途中経過にあって、違憲直

接訴訟の提訴や連邦最高裁の判決を待つ過程もまた、政治的交渉中の取引材料な

のである。暫定的な手当てとして下される保全処分判決も、それ自体ある程度の

威嚇効果があり、また、本案判決の結果の予測に多少は役立つものであることか

ら３１、交渉の成り行きに一役買っている。

1Ｖ．おわりに

付随的審査の頂点にあり唯一の抽象的審査機関である連邦最高裁の制度的重要

性は否定できないが、実際には連邦最高裁は対外的・対内的に、類型論的に想定

されるほどの実力をもたない。ブラジルの違憲審査制を、運用量、内容、審査方

法、対象、機能、裁判所の上下関係、裁判所の独立性、判決の効力等を加味した

上で判断するならば、権力対抗的なものでなく、また運用も消極的とは断じられ

ないが積極的とは評価できず、敢えて言うならば、名目的な違憲審査制に過ぎな

いという言辞を超えるほどにはその存在は重要であるが、しかし体制維持と間接

的な効果に中心的機能をもつもので、副次的に経済的利益に関して基本権保障に

も寄与していると言えるだろう。

他権力との関係では、連邦最高裁は、これも類型論から予想されるような対立

の終局的審判者としてよりも、政治構造全体としてみた場合、むしろ中廠の解決

を探るための歯車として作用している。これは、付随的審査でも同じであるが、

制度上はより政治的期待の大きい抽象的審査において一層それが鮮明に現れる。

また、違憲審査に対する下級裁判所の態度は、ブラジル人法律家に概して謙抑

主義と評され、椛限の行使には慎重な質感の基準にしたがい、公益への配慮から

違憲を宣言するよりも法令の適用を避けるに留まることが多いとも言われている。

全体的観察としてこのような傾向を指摘できるとしても、しかし、下級裁判所は

上級裁判所に対する関係では比較的強い独立を実現しており、例外的対応も決し

て少なくはない.大陸法系の裁判官の民刑事的素養への傾きが違憲審査にとって

消極的に作用していることは否めないにせよ、連邦最高裁に下級裁判所裁判官の

任命･昇任の人事権を与えていないことや､一回的命令としての判決という基本的
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発想が大きく作用しているが、それに加え、各人が独立の個体としてその人格的

価値の最大化を図ろうとするイベリア的ペルソナリズモの伝統が根強いことにも、

下級裁判所の堅固な独立性の理由を求められよう。もっとも、この同じ事情が反

復的特別上訴を誘発し連邦最高裁の過剰負担を招いており、先例拘束のない裁判

所での統合・法的安定性の確保の問題は深刻である。

ブラジルの裁判所が直面している現実的な最大の問題が大量の反復的な訴訟の

処理であることを念頭に置くと、今後の違憲審査制の展開の方向としては、抽象

的審査のさらなる強化、とくに憲法裁判所へと向かう道と、連邦最高裁判例への

拘束力の付与の道との二つがあり、両者に強い反発はあるが、裁判所の負担過剰

の進行という現実の前には､近い将来いずれかの道の選択が必要となり､そして、

抽象的審査の拡充または先例拘束力の付与のどちらの道に従うとしても、あくま

でも付随的審査は維持しつつ連邦最高裁自体の権限強化により訴訟の効率化をは

かる違憲審査制の統合へと向かって歩むものと予想される。

＜付記＞拙稿を丹念にご閲読くださり、極めて適切なご指摘とともに将来的研究への
ご示唆を与えてくださったご査読の先生方に、深嗅なる謝意を表したい。

’ブラジルの違憲審査制については、拙稿「ブラジルにおける違憲審査制の展開」（】)～(６．
完)法学協会雑誌１１８巻９号１１号(2001)119巻４号６号７号(2002)120巻７号(2003)で、ブラジ
ルの学説の紹介を含めより詳しく論じているので、ご関心のある方はこちらも御参照願いたい。

ただし、同論文と本稿では、目的、楢成、重点の置き方に、述いがある。法学協会雑誌掲戦讃

文は日本の法学研究者を対象に執筆されたもので､分量的にはブラジル人の法繊家による法解

釈の紹介が主眼に腿かれていた。これは、ブラジル法に関する紹介が未だわずかでしかない現

状において、それを扱うからには、何よりもまず、ブラジルでの議鎗を尊重し、それを理解し、

紹介したいと考えたからである。その中から、読者には、ブラジル人法律家の思考様式を嗅ぎ

とっていただくよう期待した。これに対して、本稿は、法学研究者を念頭におかず、ラテンア

メリカ地域研究者を対象にしており、技術的性格の強い法解釈学の紹介は省き、ブラジルの違

憲審査制の現実的機能の分析を中心に据えて､その理解に必要な範囲で違憲審査制の特徴にも

触れた。機能分析へのブラジルの葱法学の無関心という現実の帰結として、法律家でない研究
者や外国人研究者の所述と筆者の考察とが論述の主たる基礎となっている。

２ＲＯＤＲＩＧＵＥＳ，LedaBoechat，ｌＤＡＳｕｐｒｅｍａＣｏ｢IedosEsIado5Unidosesuacontribui9aoaodiTei【o
constilucionalbrasiIei｢o`．,emOpoderjHdicidrjoeqConsIilHiF“(1977)，ｐ､20Ｌパルボーザはまた、
自ら弁護人として憲法折訟を提起し、連邦最高裁に懸法判断を促し啓蒙した。WLVARES，Ana
LUciadeLyra，”AspecIsdelQacclimationdu1udicialreviewG,auDroitBresilieno，Rewｲｅ
ﾉ"ＩＣ｢"αJio"ロノｅｄ２ＤｒｏｉｌＣｂｍｐｑｒｅ,Ｍ４(ﾉ986),ｐ､1152.

ｺブラジルは、イスパノアメリカ諸国同様に、トクヴィルを経由してアメリカの統治制度を

理解した。T7WARES(ｌ９８６Ｌｐ・'150
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４「デクレト・レイ」という法形式については、拙稲「ブラジル１９８８年憲法における大統領
の立法的暫定措置の制度一一一とくにその再発布をめぐって－－－」(1)法学協会雑誌１１１巻
９号(1994)参照。

５ｃｆＲＯＳＥＮＮ，ＫｅｉｔｈＳ.，`oJudicialReviewinLatinAmerica'''０ｈｉｏＳｍｌｅＬａｗＪｏＨｒｎａｌｖ､35(1974〕，
p､８１０．
６ブラジル法において母法である外国法の痕跡が生々しく残っていることについては多くの

者が認めている。ＲＯＳＥＮＮ,ＫｅｉｔｈＳ,‘ITheJeito:Brasi】，slnstitutionalBypassoftheFoTmaILega1

SystemanditsDeveIopmentallmplications",ＡｍｅｒｉｃａｎＪｏＩＪｍａｌｑ／ＣＯ”ｑｒｑｒｉｖｅＬｑｗ，ｖ19(1971)，
p531(邦訳佐藤明夫｢ジエイト(Jeito)---公式法体系におけるブラジルの制度的迂回路と、それ
が発展に及ぼす影響｣(1)(2)新潟大学法政理論２７巻２号(19,4)２８巻1号(1195))も、テクニカル
で教義的な性格の議論からなる、理想化された基準に従い、経済・社会・政治・行政問題の特
殊性に頓着することは稀な、著名法律家によるブラジルの法典編纂について指摘する。
７もつとも、大陸法の伝統をひくブラジルは、英米法に特有の司法に寄せる深い信頼とも無
縁である。付随的審査における第一審単独裁判官の違憲審査権限の有無が、過去の議論とはい
え繰り返し長期にわたり争われたことも､通常裁判所裁判官に対する信頼の相対的な弱さを反
映している。司法への信頼の不在は、権限拡張を蹟鰭する連邦最高裁の憲法権利実施保障令に
対する態度にも見られる。

８連邦憲法要件を満たさぬ市の創設や、公開試験を経ない公務員の登用の正当化は、その例
として挙げられよう。

92000年には１２３件の暫定措置が発布されている。２００１年の発布数は９月６日までで９２件
であるが、同月１１日に暫定措置の発布を制約する憲法改正が発効したため、以後同年中に発
布された数は１９件に過ぎない。httpWwwwsenado,govbT（上院サイト）．なお、暫定措置につ
いては、拙稿「ブラジル１９８８年憲法における大統領の立法的暫定措置の制度一一一とくにそ
の再発布をめぐって－－－」（１）（２．完)法学協会雑誌１１１巻９号１０号(1994)参照。
ＩＣ逆に、経済的自由主義から積極国家に移行する過度期にも、同様に、既得権の擁護を求め
る勢力が社会立法に杭して違憲審査を提起するので、違憲審査は増える。ヴァルガスの下で社
会国家へと移行した１９３０年代は､増大する訴訟に裁判所が対処しきれなくなり、「司法の危機」
が叫ばれ始めた時代でもあった。

皿現行憲法の制定に伴い、付随的審査に分類しうる簡易救済制度類型も増加し、それまでの
人身保護令と権利保障令とに加え、憲法規定実施保障令が採用された。この新制度は英米法の
インジャンクションに倣い裁判所に広範な権限を与えるもので、その活用が期待されたが、連
邦最高裁は自ら憲法権利実施保障令の幅広い利用の可能性を閉ざした。
’２地方には独自の権威の中心となる人物がおり、連邦の正規法とは異なるルールが支配する
世界が存在することは稀ではない。ROSENN(1971)，ｐ５２４は、その理由を、領土の広大さによ
る連絡や交通の便の悪さ、無知な民衆や後進的地域の存在に求める。
】３共和国検事訴訟に提訴によるものは２１９８％。１９８８年から２０００年に提起された２１８９件の
違憲直接訴訟を母数とする。大統領･上院下院の執行部は一度も提訴したことがない。
ｈｔＩｐ:"wwwstfgovbr（連邦最高裁サイト）．
’４共和国検事総長が提訴者であった違憲判決は、違憲判決全体の44.6％･連邦最高裁サイト
から集めた１９８８年１０月から１９９９年６月までに提起された第１号から第２０００号までの２０００
件の違憲直接訴訟に関する資料を下に、違憲性が問題となった憲法条項、違憩性を争われた法
令の租類、連邦・州の別、提訴者、調査時点での裁判の状況、判断が下されている場合には判
決の結果につき、筆者が整理・集計し、算定したものによる（以下、筆者調査と略)。
’愚筆者の調査時点では．２５８件に違憲判決が下されている。そのうち、公務員の権利保障に
関する違懲判決が40.7％(105件)、公務員給与に関するものが19.4％(５０件)。公務員の年金や
社会保険に関しては少なくとも6.2％(１６件)ある。
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'６州の規範(ブラジリア連邦区の規範を含む)を対象とした迩懲判決は、迩憲判決全体の

61.2％(158件)、連邦の裁判所または会計検査院の職員の給与鋼整または社会保険負担に関す

る事件の述懸判決は、連邦規範に含めたもの(５０件)の５２％(２６件)。こうした給与や社会保険
に関する内部規律を除くと．連邦規範で違憲判決を下されたものの数は少なくなるが(２４件、

述遜判決全体の9.3％)、その少ない違憲判決が扱った事項を見てみると、公務員に関する事項

がここでも多く（９件、3.5％)、その他に、企業の社会保障負担に関して（４件、１６％)、税制

に関して（２件、0.8％)、裁判所の組織に関して（２件、０８％)、月謝や(fi勝のインフレ調整基

準に関して（２件、０８％)、違憩判決が下されている。筆昔調査。

ｌ７ＮＥＥＤＬＥＲ,MartinC,Ｌα"〃ＡｍｅｒｉｃａｎPoIi1icsinPerspeclive（1967)，ｐｐ」54-155は、ラテンア
メリカの鮫判所がときに個人的権利の保誕に一定の政治的役割を果たすこともあるが、しかし、

そうした判断を実施する手段が欠けているので､専制の強制に対する実質的防衛の提供として

期待することはできず、却って、より緩やかなヴァルガスのような独裁者達が裁判所が通常ど

おり機能し締けることを許容したという事実は、裁判所の強さの征拠としてではなく、むしろ

その簸終的な政治的弱体を示唆するものというべきであると述べるが、妥当な考察であろう。

１Ｎしかし、これらは既得権の恩恵に預かり、多数存在する弁迩士の法的手腕を活用できる、

ある照度の経済的余裕のある、層の薄い中流以上の経済的利益の擁遡に寄与するに過ぎない。

大勢をなす貧困厨の間では．一般に法とは無縁の生活が営まれており、例えば左翼系政党が支

持する農民迎動といったような一部を除き、貧困層には司法闘争の機会はなく、法の保頚によ

る恩恵からは遠い。ＲＯＳＥＮＮ(1971)，pp538-9も．無知な地方住民や法の一部しか浸透してい
ない611市貧困囮の存任により．ブラジル人の大多数は正規の法構造とは無縁であると指摘する。

'，ここでは鞘神的自由という言葉を用いたが、ブラジル憲法学では、避本権の分類として、

経済的自由と綱神的自由とに二分論は確立していない。これは懸法JTil2の法理強として二重の

基準論の導入されていないことと裏腹の関係にある。

２０筆脅鋼査。

２）迎邦殿高裁が政治的な実力を具備しているかのような印象を与えるブラジルの法律家の

叙述も多いが、内外の政治学・社会学研究者によるブラジルの司法の実力への評価は厳しい。

ＨＡＧＯＰＩＡＮ,France5,,,Brazi1",inedDENT,ＤａｖｉｄＷ.,Ｈα'udbooAq/ＰＣliricqlScienceResearcho〃

Lari"Ａ"Iericq-nPelld/、"Ｉｌｈｅノｇ６０ｓｌｏｌｌｉｅノ”０（1990)，ｐ､240は．ブラジルの司法樋と法制度に関
する亜要な政治学的研究は1960年代から１９９０年代に至るまでなされてきていないとし、それ

は権威主義体制期において裁判所が実際上無力であったという政治的現実の反映であると見

る。ＣＡＲＤＯＳＯ，FeTnandoHenrique，bntheCharacIcrizaIionofAulho｢ilarianRegimesinLalin
AmeTica'',ｉｎｅｄＣＯＬＬＩＥＲ,David,７７１２雄wAlurho｢ｉ１ｑ｢ianiZ"ＩｉｎＬａｌｊＭ"Ierica（1979)，ｐ,４１は、軍政
期の状況についてであるが、司法権は理論上はともかくも実際上は執行樋により統制されてい

ると断じた。いずれも軍政期に関する記述であるが、しかし、この司法権の実力の弱さは、体
制よりも一層本来的な司法権のあり方や構造の基盤に由来し、酸本的には現在でも通用すると

考える。edDAVIS,HaroldEugene,cover閥"ＩＦ"ｒｑｎｄＰｏ/jljcJi〃ＬａｌｉｎＡ"lEricq（1958)，ｐ２３３も、法
文上は殿判所は執行縮の行為に歯止めをかける権威を与えられているが､その有効性はさほど
でもないと観察する。

型筆者調盃。

２３例えば、諸州の法律で同穂の所得付加税が規定されたり、各裁判所硯ｌ１ｌｌで職貝の給与のイ
ンフレ綱湛が定められたりした場合。

２４数少ない執行権に打鍵を与える違憲判決としては、公儲貝の給与や社会保険負担金などの
ように、執行権に財政的支出を命ずるものが挙げられる。

２３１８７％・’988年から２０００年に提起された２１８９件の述憲直接iiliiMUlについて。連邦殿高裁サ
イト。
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264.7％・筆者調査。

２７２６９％・母数は１９８８年から2000年に提起された２１８１件の遮懲直接訴松。迎邦最高裁サイ
ト。

2'’15.5％・繁者調査。

２９組台の椛利の擁襲に関しては、違憲審査IMIは複数のルートを用意している。提訴者に限定
のない付IHI的審査においてはもちろんのこと、抽象的審査の中心である遮憲面接訴訟でも、組
合総迎合は列挙提訴権者の一つを柵成するので直接に提訴が可能であるし、また．組合系政党
を提訴樋省として表に立てて提訴を行うこともできる。

30述悲判決が下された述懲直接訴訟を見てみると、実際に判決に至ったものはさほど多くな
い｡1991年６月の段階では､現行憲法公布後それまでに提訴された２０００件の巡憲直接訴訟中、
約半数の1007件については未だ判決が下されておらず、３５５件については本案判決にいたる
以前に何らかの形で訴訟が中途消滅し終了している。簸者綱査。

3ｌ８７％の述懸面接訴訟には保全処分舗求が伴い、その約半数に保全処分が付与されているが、
保全処分を受けた場合に本案で違憲判決が下される割合(22％)は、平均的な違憲判決の場合
(12.9％)の約２倍であるから、保全処分が付与されれば述懸判決を得る可能性がやや高いとい
える。笠者蜘査。
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