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〔資料〕

ベルギー憲法裁判所関係法令集

奥　村　公　輔

はじめに

　本稿は、ベルギーの憲法裁判所制度の研究に資するため、関係法令を翻訳

したものである。ベルギーには 1980 年 5 月 7 日憲法改正によって創設され

た仲裁裁判所（Cour d’arbtrage、仲裁院とも訳される）があったが、仲裁

裁判所は、2007 年 5 月 7 日憲法改正により、その名称を憲法裁判所（Cour 

constitutionnelle）へと変えることとなった。仲裁裁判所の関係法令は武居

一正教授によって翻訳されている（武居一正「ベルギー仲裁院に関する諸法

令」法と政治 38 巻 1 号（1987 年）199-225 頁）が、現在の憲法裁判所の関係

法令を翻訳した文献は管見の限り見当たらない。武居教授による仲裁裁判所

関係法令の翻訳から憲法裁判所への名称変更に至るまでには、憲法を含む

様々な法令が改正されてきている。それゆえ、現在のベルギー憲法裁判所の

関係法令を翻訳することには一定の意義があると思われる。ベルギー憲法裁

判所の制度については、別稿で論じることにして、本稿ではひとまず関係法

令を訳出することとするが、すべての関係法令及びその条文を訳出すると膨

大な量になるため、重要な関係法令及びその条文に限定して訳出する。な

お、法令のテキストについては、ベルギー憲法裁判所ホームページ

（http://www.const-court.be/fr/common/home.html）を参照した（2013 年

11 月 22 日最終閲覧）。
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1.　1831 年 2 月 7 日ベルギー憲法（抄）
（2012 年 7 月 19 日最終改正）

第 1編　ベルギー連邦、その構成及び領土について

第 1条〔連邦制〕　ベルギーは、複数の共同体及び地域圏で構成する連邦国

家である。

第 2条〔共同体〕　ベルギーは、3 つの共同体、すなわち、フランス共同体、

フラマン共同体及びドイツ語共同体で構成する。

第 3条〔地域圏〕　ベルギーは、3 つの地域圏、すなわち、ワロン地域圏、フ

ラマン地域圏及びブリュッセル地域圏で構成する。

第 4条〔言語地域〕　ベルギーは、4 つの言語地域、すなわち、フランス語地

域、オランダ語地域、ブリュッセル首都言語地域及びドイツ語地域で構成

する。

②　王国の各市町村は、この言語地域の 1 つに所属する。

③　4 つの言語地域の境界は、各議院の各言語グループ構成員の過半数が出

席し、かつ、2 つの言語グループで賛成投票総数が投票の 3 分の 2 に達す

るとき、各議院の各言語グループにおける過半数で可決された法律によれ

ば、変更又は訂正することができる。

第 2編　ベルギー国民及びその権利について

第 8条〔国籍、政治的権利等〕　ベルギー国民の資格は、民法の定める準則

に従い、取得し、保持し、及び喪失する。

②　憲法及び政治的権利に関するその他の法律が、この資格の他に、政治的

権利の行使に必要な要件を定める。

③　第 2 項にかかわらず、法律が、ベルギーの国際的及び超国家的義務に適

合して、ベルギー国籍を有しない欧州連合市民の投票権を規定することが
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できる。

④　前項で定める投票権は、法律により定められた要件及び態様に従い、当

該法律により欧州連合構成国の市民でないベルギー在住者に対し拡大する

ことができる。

　経過規定

　　第 4 項の法律は、2001 年 1 月 1 日以前に可決することはできない。

第 9条〔帰化〕　帰化は、連邦立法権により承認する。

第 10 条〔法の前の平等、公務就任権等〕　国内にいかなる身分の区別も存在

しない。

②　ベルギー国民は、法の前に平等である。特定の場合に法律により定める

ことができる例外を除き、ベルギー国民のみが文官及び武官の職に就くこ

とができる。

③　女性と男性の平等はこれを保障する。

第 11 条〔イデオロギー的・哲学的少数者の権利及び自由〕　ベルギー国民に

保障された権利及び自由の享有は、差別なしに確保しなければならない。

このために、法律及びデクレが、特にイデオロギー的及び哲学的少数者の

権利及び自由を保障する。

第 11 条の 2〔公務就任における両性の平等〕　法律、デクレ又は第 134 条で

定める法規範は、女性及び男性に対し、その権利及び自由の平等な行使を

保障し、特に公選による公職への平等な就任を奨励する。

②　内閣並びに共同体及び地域圏の政府は、異なる性の者で構成する。

③　法律、デクレ又は第 134 条で定める法規範は、州議会、市町村長及び助

役会、社会扶助会議、社会扶助公共センター常設事務所の常任構成員の中

に、並びに、市町村間又は市町村内の他のすべての地方機関執行部の中

に、異なる性の者の存在を規定する。

④　前項の規定は、法律、デクレ又は第 134 条で定める法規範が、州議会常

任議員、助役、社会扶助会議委員、社会補助公共センター常設事務所員、

又は、州間、市町村間若しくは市町村内の他のすべての地方機関執行部員
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の直接選挙を規定しているときは、適用しない。

第 12 条〔人身の自由、訴追及び逮捕に対する保障〕　人身の自由はこれを保

障する。

②　何人も、法律であらかじめ定めた場合に、かつ、法律の規定する形式に

おいてでなければ、訴追されない。

③　何人も、現行犯の場合を除き、裁判官の発する理由を付した令状に基づ

かなければ、逮捕されない。令状は、逮捕時又は遅くとも 24 時間以内に

提示しなければならない。

第 13 条〔裁判を受ける権利〕　何人も、その意に反して、法律の定める裁判

官の裁判を受ける権利を奪われない。

第 14 条〔罪刑法定主義〕　いかなる刑罰も、法律に基づかなければ、設ける

ことも科すこともできない。

第 14 条の 2〔死刑の廃止〕　死刑は廃止する。

第 15 条〔住居の不可侵〕　住居は不可侵である。いかなる家宅捜索も、法律

であらかじめ定めた場合に、かつ、法律の規定する形式においてでなけれ

ば、行うことができない。

第 16 条〔財産権〕　何人も、法律で定めた場合及び方法により、かつ、正当

な事前の補償によらなければ、公益のためにその財産を奪われない。

第 17 条〔財産没収刑の禁止〕　財産没収刑は、これを設けることができな

い。

第 18 条〔民事死亡の廃止・禁止〕　民事死亡は廃止する。民事死亡は、再び

設けることができない。

第 19 条〔信仰の自由、宗教的行為の自由、意思表明の自由〕　信仰の自由、

その公共の場での行使の自由及びあらゆる事項に関する意見表明の自由を

保障する。ただし、これらの自由の行使時になされる犯罪の抑圧を除く。

第 20 条〔宗教上の強制の禁止〕　何人も、宗教上の活動及び儀式にどのよう

な形式であれ参加すること及び宗教上の安息日を守ることを強制されな

い。
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第 21 条〔国の宗教への不干渉、民事婚〕　国は、いかなる宗教の聖職者の任

命及び就任に干渉する権限、並びに、聖職者が上位の者と通信すること及

びその文書を公にすることを妨げる権限を有しないが、ただし、後者につ

いて、出版及び刊行に関して通常責任がある場合を除く。

②　民事婚は、必要に応じて法律により設けられる例外を除き、教会による

婚姻の祝別に常に先立つものでなければならない。

第 22 条〔私生活の尊重〕　何人も、法律の定める場合及び要件を除き、私的

及び家族的生活の尊重に対する権利を有する。

②　法律、デクレ又は第 134 条で定める法規範は、この権利の保障を確保す

る。

第 22 条の 2〔子供の権利〕　すべて子供は、道徳的、身体的、精神的及び性

的廉潔性の尊重に対する権利を有する。

②　すべて子供は、前項の定める権利に関するあらゆる問題について意見表

明する権利を有する。その意見は、その年齢及び分別を斟酌して、考慮す

る。

③　すべて子供は、その発達に寄与する方策及び事業を享受する権利を有す

る。

④　前項に関するあらゆる決定において、子供の利益は、最も優先して考慮

する。

⑤　法律、デクレ又は第 134 条で定める法規範は、これらの権利の保障を確

保する。

第 23 条〔社会権〕　何人も、人間の尊厳に値する生活を送る権利を有する。

②　前項の目的のために、法律、デクレ又は第 134 条で定める法規範は、相

応の義務を考慮して、経済的、社会的及び文化的権利を保障し、その行使

の要件を定める。

③　これらの権利は、特に以下のものを含む。

一　できるだけ安定したかつ高度の雇用水準を目指すものである、雇用の

一般政策の枠内での労働及び職業の自由選択に対する権利、労働条件及
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び公平な賃金に対する権利、並びに、情報を付与され、諮問を受け及び

団体交渉をする権利

二　社会保障、健康の保護並びに社会的、医療的及び法律的援助に対する

権利

三　相応の住居に対する権利

四　良好な環境保護に対する権利

五　文化的及び社会的発展に対する権利

第 24 条〔教育に対する自由〕

§1　教育は自由である。これに対する抑制措置はすべて禁止する。教育に

伴う犯罪の処罰は、法律又はデクレによらなければ定めることができな

い。

②　共同体は、両親の自由選択を保障する。

③　共同体は、中立教育を行う。中立とは、特に、両親及び生徒の哲学的、

イデオロギー的又は宗教的見解を尊重することを意味する。

④　公権力が設置する学校は、義務教育の終了まで、公認宗教の 1 つについ

ての教育と非宗教的道徳教育との選択を提供する。

§2　設置権者としての共同体が、その権限を 1 つ又は複数の自律機関に委

任するときは、投票の 3 分の 2 の多数で可決されたデクレによってしか、

これを行うことができない。

§3　何人も、自由及び基本権の尊重した教育に対する権利を有する。教育

へのアクセスは、義務教育の終了まで保障する。

②　義務教育に服する生徒はすべて、共同体の責任により、道徳的又は宗教

的教育に対する権利を有する。

§4　生徒又は学生、両親、教職員及び教育機関はすべて、法律又はデクレ

の前で平等である。法律及びデクレは、適切な取扱いを正当化する客観的

相違、特に各設置権者に固有の特徴を考慮する。

§5　共同体による教育の設置、承認又は助成金付与は、法律又はデクレに

より定める。



103ベルギー憲法裁判所関係法令集（奥村）

第 25 条〔出版の自由〕　出版は自由である。検閲は決して設けてはならな

い。著者、発行者又は印刷者から保証金を要求することはできない。

②　著者が明らかでありかつベルギー国内に居住するときは、発行者、印刷

者又は配布者を訴追することはできない。

第 26 条〔集会の自由〕　ベルギー国民は、平穏にかつ武器を携帯しないで、

集会する権利を有し、この権利の行使を規律することができる法律に従わ

なければならないが、ただし、この権利は事前の許可制により制約されて

はならない。

②　前項の規定は、治安諸法に完全に服する屋外集会には適用しない。

第 27 条〔結社の自由〕　ベルギー国民は、結社の権利を有する。この権利

は、いかなる抑圧措置にも服さない。

第 28 条〔請願権〕　何人も、1 名又は複数名により署名された請願書を公権

力に提出する権利を有する。

②　憲法により創設された諸機関のみが、その機関の名前で請願書を提出す

る権利を有する。

第 29 条〔信書の秘密〕　信書の秘密は不可侵である。

②　法律により、郵便局に委ねられた信書の秘密の侵害について責任を負う

官吏を定める。

第 30 条〔言語の使用〕　ベルギー国内で用いる言語の使用は任意である。言

語の使用は、法律によって、かつ、公的機関の活動及び訴訟についてし

か、規律することができない。

第 31 条〔公務員に対する訴追〕　いかなる事前の許可も、その行政上の行為

を理由に公務員を訴追するために必要ではないが、大臣並びに共同体及び

地域圏政府構成員について定めがある場合はこの限りではない。

第 32 条〔公文書へのアクセス権〕　何人も、あらゆる公文書の閲覧を求め、

これを複写する権利を有するが、法律、デクレ又は第 134 条で定める法規

範が定める場合及び要件がある場合はこの限りではない。



104

第 3編　諸権力について

第 35 条〔連邦、共同体及び地域圏の権限配分〕　連邦は、憲法又は憲法に基

づいて定められた法律が形式的に授権している事項においてしか、権限を

有しない。

②　共同体又は地域圏は、それぞれに関して、法律の定める要件及び態様に

従い、その他の事項に関して権限を有する。この法律は、第 4 条最終項で

定める多数で可決しなければならない。

　経過規定

　　第 2 項の法律により、本条発効日を定める。この日は、連邦の排他的権

限を定め、憲法第 3 編に挿入される新たな条項の発効前であってはならな

い。

第 36 条〔両院制〕　連邦立法権は、国王、下院及び上院により、共同して行

使する。

第 38 条〔共同体の権限〕　各共同体は、憲法又は憲法に基づき定められた法

律により承認された権限を有する。

第 39 条〔地域圏の権限〕　法律により、法律が設けかつ選挙された議員で構

成される地域圏機関に対し、法律が設ける管轄及び方式に従い、第 30 条

及び第 127 条ないし第 129 条が定める事項を除き、法律が定める事項を規

律する権限を付与する。この法律は、第 4 条最終項で定める多数で可決し

なければならない。

　第 2章　連邦立法権について

第 74 条〔下院の排他的権限〕　第 36 条の例外として、連邦立法権は、以下

の事項について、国王と下院により共同して行使する。

　一　帰化の許可

　二　国王の大臣の民事的及び刑事的責任に関する法律
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　三　国の予算及び決算、ただし、第 174 条第 1 項後段を除く

　四　軍の徴兵数の決定

第 77 条〔両院の共同の権限〕　下院及び上院は、以下の事項について平等に

権限を有する。

一　憲法改正宣言及び憲法改正

二　憲法に基づき両議院により規律されなければならない事項

三　第 5 条、第 39 条、第 43 条、第 50 条、第 68 条、第 71 条、第 77 条、

第 82 条、 第 115 条、 第 117 条、 第 118 条、 第 121 条、 第 123 条、 第

127 条ないし第 131 条、第 135 条ないし第 137 条、第 140 条ないし第

143 条、第 145 条、第 146 条、第 163 条、第 165 条、第 166 条、第 167

条 §1 第 3 項、§4 及び §5、第 169 条、第 170 条 §2 第 2 項、§3 第 2

項及び第 3 項、§4 第 2 項、第 175 条ないし第 177 条で予定された法

律、並びに、これらの法律及び条項の執行のために定められる法律

四　第 4 条最終項で定める多数で可決される法律及びその執行のために定

められる法律

五　第 34 条で定める法律

六　条約の承認に関する法律

七　国際的又は超国家的義務の遵守を保障するために第 169 条に従い可決

される法律

八　コンセイユ・デタに関する法律

九　裁判所の組織

一〇　国、共同体及び地域圏の間で締結された協力協定の承認に関する法

律

②　第 4 条最終項で定める多数で可決された法律により、下院及び上院が平

等に権限を有するその他の法律を指定することができる。
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　第 4章　共同体及び地域圏について

　　第 2節　権限について

　　　第 1款　共同体の権限について

第 127 条〔フランス共同体及びフラマン共同体の権限〕

§1　フランス共同体及びフラマン共同体議会は、それぞれに関して、デク

レにより、以下について規律する。

一　文化事項

二　教育、ただし、以下のものを除く

　　a　義務教育の開始と終了の決定について

　　b　学位授与の最低条件について

　　c　年金制度について

三　第 1 号及び第 2 号で定める事項のための、共同体間の協力並びに条約

の締結を含む国際協力

②　第 4 条最終項で定める多数で可決された法律により、第 1 号で定める文

化事項、第 3 号で定める協力の形態及び第 3 号で定める条約締結の態様を

定める。

§2　このデクレは、それぞれフランス語地域及びオランダ語地域におい

て、並びに、その活動を理由にどちらか一方の共同体に専属すると見なさ

れなければならないブリュッセル首都二言語地域で設置される機関に関し

て、法律の効力を有する。

第 128 条〔フランス共同体及びフラマン共同体の権限〕

§1　フランス共同体及びフラマン共同体議会は、それぞれに関して、デク

レにより、人間らしい生活の事項並びにこの事項における共同体間協力及

び条約締結を含む国際協力を規律する。

②　第 4 条最終項で定める多数で可決された法律により、この人間らしい生
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活の事項並びに協力の形態及び条約締結の態様を定める。

§2　このデクレは、それぞれフランス語地域及びオランダ語地域におい

て、並びに、第 4 条最終項で定める多数で可決された法律が異なる定めを

していない限り、その組織を理由にどちらか一方の共同体に専属すると見

なされなければならないブリュッセル首都二言語地域で設置される機関に

関して、法律の効力を有する。

第 129 条〔言語の使用〕

§1　フランス共同体及びフラマン共同体議会は、それぞれに関して、デク

レにより、連邦立法者を排除して、以下のための言語の使用を規律する。

一　行政事項

二　公権力により設置、助成又は認可された施設における教育

三　使用者と労働者の社会的関係並びに法律及び命令により規律された企

業の証書並びに文書

§2　このデクレは、それぞれフランス語地域及びオランダ語地域におい

て、以下に関するものを除き、法律の効力を有する。

・他の言語地域に隣接し、法律がその属する地域のそれとは異なる言語の

使用を命じ若しくは認めている市町村又は市町村のグループ。この市町

村について、§1 の事項における言語の使用に関する規定の修正は、第

4 条最終項で定める多数で可決された法律によらなければ行うことがで

きない。

・その活動が設置された言語地域外に及ぶ事業

・その活動が 1 つの共同体を超えて共通である法律により指定する連邦又

は国際機関

第 130 条〔ドイツ語共同体の権限〕

§1　ドイツ語共同体議会は、デクレにより以下について規律する。

一　文化事項

二　人間らしい生活の事項

三　第 127 条 §1 第 1 項第 2 号で定める制限の下での教育
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四　第 1 号、第 2 号及び第 3 号のための共同体間協力並びに条約締結を含

む国際協力

五　公権力により設置、助成又は認可された施設における教育のための言

語の使用

②　法律により、第 1 号及び第 2 号で定める文化及び人間らしい生活の事項

並びに第 4 号で定める協力の形態及び条約締結の方法を定める。

§2　このデクレは、ドイツ語地域において法律の効力を有する。

　第 2款　地域圏の権限について

第 134 条〔地域圏の権限〕　第 39 条を執行する法律により、法律が設ける機

関が法律の決定する事項において定めた準則の法的効力を定める。

②　法律により、この機関に、法律が設ける管轄においてかつその方法に従

い、法律の効力を有するデクレを定める権限を授与することができる。

　第 5章　憲法裁判所、権限抵触の予防及び解決について

　　第 1節　権限抵触の予防について

第 141 条〔抵触の予防〕　法律、デクレ及び第 134 条で定める法規範間、デ

クレ相互間並びに第 134 条で定める法規範相互間の抵触を予防するための

手続は法律により定める。

　　第 2節　憲法裁判所について

第 142 条〔憲法裁判所〕　ベルギー全国を管轄として、憲法裁判所を設置

し、その構成、権限及び運営は法律により定める。

②　憲法裁判所は、判決をもって、以下について裁定する。
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一　第 141 条で定める抵触

二　法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範による第 10 条、第 11

条及び第 24 条の違反

三　法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範による、法律の定める

憲法条項の違反

③　法律が定めるすべての機関、利益を証明するすべての者、又は、先決問

題としてすべての裁判所は、憲法裁判所に提訴することができる。

④　第 1 項、第 2 項第 3 号及び第 3 号で定める法律は、第 4 条最終項で定め

る多数で可決する。

　　第 3節　利害抵触の予防及び解決について

第 143 条〔利害抵触の予防及び解決〕

§1　それぞれの権限行使において、連邦、共同体、地域圏及び合同共同体

委員会は、利害抵触を避けるために、連邦への忠誠を遵守して行動する。

§2　元老院は、法律、デクレ及び第 134 条で定める法規範によって立法を

行う議会間の利害抵触について、第 4 条最終項で定める多数で可決される

法律が定める要件及び態様に従い、意見表明する。

§3　第 4 条最終項で定める多数で可決される法律は、連邦政府、共同体及

び地域圏政府並びに合同共同体委員会合同執行部の間の利害抵触を予防し

解決する手続を定める。

　経過規定

　利害抵触の予防及び解決に関して 1980 年 8 月 9 日制度改革普通法を適

用する。同法は、§2 及び §3 の法律によらなければ、廃止、補完、

修正又は代替することができない。
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第 5編　財政について

第 170 条〔租税民主主義〕

§1　国のためのいかなる租税も、法律によらなければ課すことができない。

§2　共同体又は地域圏のためのいかなる租税も、デクレ又は第 134 条で定

める法規範によれなければ課すことができない。

②　法律により、第 1 項で定める課税に関して、その必要性が証明される例

外を定める。

§3　いかなる負担、いかなる課税も、その議会の議決によらなければ、州

はこれを課すことができない。

②　法律により、第 1 項で定める課税に関して、その必要性が証明される例

外を定める。

③　法律により、第 1 項で定める課税の全部又は一部を廃止することができ

る。

§4　いかなる負担、いかなる課税も、その議会の議決によらなければ、ブ

ロック、市町村連合及び市町村はこれを課すことができない。

②　法律により、第 1 項で定める課税に関して、その必要性が証明される例

外を定める。

第 172 条〔租税特権の廃止〕　租税に関して特権を設けることはできない。

②　租税に関するいかなる免除又は軽減も、法律によらなければ設けること

ができない。

　第 7編　一般規定

第 191 条〔外国人の権利〕　ベルギーの領土にいる外国人はすべて、法律に

より設けられた例外を除き、その身体及び財産に与えられた保護を享有す

る。
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2.　憲法裁判所に関する 1989 年 1 月 6 日特別法
（2010 年 2 月 21 日最終改正）

第 1編　憲法裁判所の権限について

　第 1章　無効の訴えについて

　　第 1節　無効の訴えについて

第 1条〔無効の訴え〕　憲法裁判所は、以下の違反を理由に、法律、デクレ

又は憲法第 134 条が定める法規範の、全部又は一部の無効を求める訴えに

ついて、判決の方法により裁定する。

一　国、共同体及び地域圏のそれぞれの権限を決定するために憲法によ

り、又は、憲法に基づいて定められた法規範

二　憲法第 2 編「ベルギー国民及びその権利について」の各条項並びに第

170 条、第 172 条及び第 191 条

第 2条〔提訴権者〕　第 1 項で定める無効の訴えは以下の者により提訴する。

　一　内閣又は共同体若しくは地域圏の執行府

　二　利益を証明する自然人又は法人

　三　構成員の 3 分の 2 の請求に基づき立法議会の議長

第 3条〔提訴期間〕

§1　§2 及び第 4 条に定める場合を除いて、法律、デクレ又は憲法第 134

条が定める法規範の全部又は一部の無効を求める訴えは、法律、デクレ又

は憲法第 134 条が定める法規範の公布後 6 ヶ月以内に提訴されるのでなけ

れば受理することはできない。

§2　条約がその承認を要する法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規

範の全部又は一部の無効を求める訴えは、法律、デクレ又は憲法第 134 条
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が定める法規範の公布後 60 日以内に提訴されるのでなければ受理するこ

とはできない。

第 3条の 2〔提訴期間の例外規定〕　共同体及び地域圏の財政に関する 1989

年 1 月 16 日特別法第 6 条 §2 及び第 9 条 §1 違反に基づくデクレ又は憲

法第 134 条が定める法規範の無効を求める訴えについては、第 3 条で定め

る 6 ヶ月の期間は 1992 年所得税法典第 359 条が定める登録期限の満了後

に開始する。

第 4条〔提訴期間の延長〕　以下のとき、内閣、共同体又は地域圏政府によ

る法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範の無効を求める訴えの提

起のために、新たな 6 ヶ月の期間が認められる。

一　同一の目的を持ち、かつ、当該法律、デクレ又は憲法第 134 条が定め

る法規範を可決した立法者とは別の立法者によって定められた規範に対

して訴えがなされたとき。この期間は、第 74 条で定める記載事項の公

布日から起算する。

二　憲法裁判所が、全部又は一部について、同一の目的を持ち、かつ、当

該法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範を可決した立法者とは

別の立法者によって定められた規範を無効としたとき。この期間は、場

合に応じて首相及び執行府の長に対する憲法裁判所による判決の公示日

から起算する。

②　先決問題について判断を下す憲法裁判所が、法律、デクレ又は憲法第

134 条が定める法規範が第 1 条で定める法規範又は憲法の条項の 1 つに違

反すると宣言したとき、内閣、共同体又は地域圏政府、構成員の 3 分の 2

の請求に基づき立法議会の議長、又は利益を証明するすべての自然人若し

くは法人による法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範の無効を求

める訴えの提起のために、新たな 6 ヶ月の期間が認められる。この期間

は、それぞれ、場合に応じて、首相、共同体及び地域圏政府の長及び立法

議会の議長に対する憲法裁判所による判決の公示日から、又は、官報での

判決の公示日から起算する。
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第 5条〔提訴手続〕　憲法裁判所は、場合に応じて、首相、政府の指名する

政府構成員、立法議会議長、利益を証明する者、又はその弁護士により署

名された訴状により無効の訴えを受ける。

第 6条〔訴状〕　訴状には日付を記載する。訴状には、訴えの対象を明示

し、事実及び理由の説明を記載する。

第 7条〔訴状の添付資料〕　原告は、訴状に、訴えの対象となる法律、デク

レ又は憲法第 134 条が定める法規範、場合によっては、その附録の謄本 1

部を添付する。

②　訴えが内閣、共同体政府若しくは地域圏政府又は立法議会議長によって

なされるときは、原告は、加えて、訴えの提起を決定した審議録に相違な

いことを証明された謄本 1 部を添付する。

③　法人が訴えを提起したとき又は訴えに関与するとき、その原告は、第一

に必要なこととして、訴えを提起若しくは継続し又はこれに関与する決定

を証明し、その規約を官報の附録での公示の対象としなければならないと

きは、その公示の謄本 1 部を作成する。

第 8条〔無効判決〕　訴えに理由のあるとき、憲法裁判所は、訴えの対象と

なった法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範の全部又は一部を無

効とする。

②　憲法裁判所が必要と認めるとき、確定的と見なされ又は憲法裁判所が定

める期間について暫定的に維持されなければならない、無効とされる規定

の効力を、一般措置により指示する。

　　第 2節　無効判決の効力について

第 9条〔既判力〕

§1　憲法裁判所によって下される無効判決は、官報での判決の公示の日か

ら絶対的既判力を有する。

§2　無効の訴えを棄却する憲法裁判所の判決は、この判決により解決され



114

る問題に関して裁判所を拘束する。

第 10 条〔過去の判決の撤回〕　裁判所により下された既判力を有する抑圧的

な過去の判決が、憲法裁判所によって無効とされた法律、デクレ又は憲法

第 134 条が定める法規範、又は、その法律、デクレ又は憲法第 134 条が定

める法規範の執行のために制定された命令の規定に根拠づけられている限

りにおいて、その判決を下した裁判所はその判決の全部又は一部を撤回す

ることができる。

第 11 条〔撤回の請求権者〕　撤回を請求する権限は検察官に属する。

②　さらに、撤回を請求する権限は以下の者に属する。

一　刑を宣告された者

二　刑の執行停止を命じる判決の対象となった者

三　刑を宣告された者又は、場合によっては刑の執行停止を命じる判決の

対象となった者が死亡したとき、出廷禁止が宣言されたとき、又は明ら

かな心神喪失状態のときは、その配偶者、その卑属、その尊属及びその

兄弟姉妹

四　刑を宣告された者、又は、場合によっては刑の執行停止を命じる判決

の対象となった者について民事責任を宣言された当事者

第 12 条〔撤回の手続〕

§1　管轄裁判所は検察官の論告又は撤回の理由を明示する訴状により付託

される。

②　無効の留保の下で、請求は憲法裁判所による判決の官報への公示日より

6 ヶ月以内に行われる。

§2　論告又は訴状の観点に基づいて、付託された裁判所は、刑を宣告され

た者が死亡、不在又は禁治産であるときは、その弁護をする後見人を任命

し、その後見人が撤回手続において刑を宣告された者を代理する。

§3　検察官は、なされた判決に関係するすべての当事者に訴状を通告す

る。その通告は、その判決を下した裁判所への召喚を記載し、本法律の第

10 条ないし第 12 条の条文を転載する。



115ベルギー憲法裁判所関係法令集（奥村）

②　撤回について確定的に下された判決は、たとえ正式に召喚された当事者

が撤回の審理での議論に閉廷前に関与しなかったとしても、その当事者に

関しては、討論が行われたものと見なす。

§4　判決がなされた根拠についての書類は、少なくとも 15 日以内に、当事

者がこれにアクセスできる。

§5　付託された裁判所は、刑を宣告された者が撤回要求された判決に基づ

いて拘留されているときは、未決拘留に関する 1874 年 4 月 20 日法律第 7

条第 2 項ないし第 4 項で定める手続に従い、仮釈放を命じる。

②　付託された裁判所は、同様に、援用されている理由が重大かつ要求され

ている撤回を正当化すると思われるときは、撤回されると思われる判決の

執行又は適用のあらゆる措置を執行猶予とすることを命じる。

§6　裁判官は、第 11 条第 1 号ないし第 4 号で定める者の要求により、撤回

判決を裁判官の指定する日刊紙において要約して公表することを命じる。

§7　手続の費用は、国の負担とする。

第 13 条〔撤回後の措置等〕

§1　撤回が表明される諸制限の下において、撤回は、廃止された法律、デ

クレ若しくは憲法第 134 条で定める法規範に基づいてなされた、又は、そ

のような法律、デクレ若しくは憲法第 134 条で定める法規範を執行する命

令に基づいてなされた、有罪宣告を無効とし、及び、そのような有罪宣告

の停止判決も同様に無効とする。

§2　なされた判決によって、少なくともその 1 つが廃止されていない規定

に違反しているが、いくつかの違反行為の主犯の刑罰のみしか表明されて

いないときは、裁判官は、検察官の請求に基づいて、かつ、公訴権が規定

されていないのであれば、有罪宣告をすべて維持し、刑罰を軽減し、有罪

宣告を停止し、又は無罪判決を下すことができる。

§3　撤回判断を生ぜしめた諸事実が、無効の効力によって再び適用される

ことになる規定に基づいて刑罰の対象となるときは、撤回の要求を付託さ

れた裁判官は、検察官の請求に基づいて、かつ、公訴権が規定されていな
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いのであれば、新たな有罪宣告を表明することができるが、刑罰を加重す

ることはできない。

§4　裁判官は、徴収後法的利益が増した、不当に徴収された罰金の返還を

命じる。

②　未決拘留に関する 1874 年 4 月 20 日法律第 28 条は、撤回判断の執行に

より不当に拘留されている刑を宣告された者に適用する。

§5　撤回の結果、裁判官が民事事件について裁定することを中止したとき

は、当該裁判官は、権限を有する裁判官にその民事事件を付託する。司法

法典第 660 条ないし第 663 条並びに本法律第 16 条 §1 及び §2 は、この

付託に適用する。

第 14 条〔心神喪失等の場合〕　異常者及び常習犯罪者に関して、社会保護法

の観点から表明される、心神喪失、精神異常、心神耗弱の状態による容疑

者及び被告人の強制収容を命じる判決は、第 10 条ないし第 13 条に従い、

撤回の余地がある。

第 15 条〔上告〕　司法法典第 1082 条第 2 項の特例として、なされた判決の

根拠となっている法律、デクレ若しくは憲法第 134 条の定める法規範の規

定又はそのような規範の執行のためになされる命令の規定の憲法裁判所に

よる無効を排他的に援用するときに、上告を行うことができる。

第 16 条〔民事訴訟における撤回〕

§1　民事裁判所によってなされた既判力のある判決が、憲法裁判所によっ

て無効とされた法律、デクレ若しくは憲法第 134 条の定める法規範の規

定、又は、そのような規範を執行するための命令の規定に基づいてなされ

たものである限りにおいて、そのような判決は、その当事者又は正式に召

喚された者の要求により、全部又は一部について、撤回することができ

る。

§2　撤回の諸制限の下において、裁判官は、他の事由又はなされた判決に

依拠して援用される事実若しくは行為の異なる法的性質を根拠として、新

たな判決を下すことができる。
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§3　撤回の要求は、無効の留保の下で、なされた判決を下した裁判所でな

され、理由の表明を含む召喚によって説明され、なされた判決のすべての

当事者に通告する。

§4　失効の留保の下で、撤回の要求は、憲法裁判所の判決のベルギー官報

での公示から 6 か月以内に行う。

第 17 条〔行政訴訟における撤回〕　コンセイユ・デタの判決が、憲法裁判所

によって無効とされた法律、デクレ若しくは憲法第 134 条の定める法規範

の規定、又は、そのような法規範を執行するための命令の規定に基づいて

いる限りにおいて、その判決は全部又は一部について撤回することができ

る。

②　訴えの期間は、憲法裁判所の判決のベルギー官報での公示から 6 か月と

する。

第 18 条〔特例〕　特別の法律及び命令が定める期間にもかかわらず、多様な

行政機関の行為及び命令並びに本法律第 16 条で定める裁判所以外の裁判

所の判決は、憲法裁判所によって無効とされた法律、デクレ若しくは憲法

第 134 条の定める法規範の規定、又は、そのような法規範を執行するため

の命令の規定に基づいているときは、場合に応じて、憲法裁判所の判決の

ベルギー官報での公示から 6 か月以内において、全体について、規定され

た行政的又は司法的訴えの対象とすることができる。

　　第 3節　執行停止について

第 19 条〔執行停止〕　原告の請求に基づき、憲法裁判所は、理由を付した決

定により、無効の訴えの対象である法律、デクレ又は憲法第 134 条が定め

る法規範の全部又は一部を執行停止することができる。

第 20 条〔執行停止の要件〕　制度改革 1980 年 8 月 8 日特別法第 16 条の 3 及

びブリュッセル制度に関する 1989 年 1 月 12 日特別法第 5 条の 3 の場合を

除いて、執行停止は以下の場合にしか決定することはできない。
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一　重大な理由が援用され、かつ、訴えの対象となっている法律、デクレ

又は憲法第 134 条が定める法規範の即時執行が回復困難な重大な損害を

惹起するおそれのあるとき

二　訴えが憲法裁判所によってすでに無効とされた規範と同一又は類似の

規範であり、かつ、同じ立法者によって可決された規範に対して起こさ

れているとき

第 21 条〔執行停止の請求〕　執行停止の請求は、無効を求める訴状におい

て、又は、第 5 条に基づき署名され、かつ、訴状に添付され又は審理中に

提出される別個の文書により行う。

②　第 3 条の特例として、執行停止の請求は、法律、デクレ又は憲法第 134

条が定める法規範の公布後 3 ヶ月以内において提起されるのでなければ受

理することはできない。

第 22 条〔請求の要件〕　制度改革 1980 年 8 月 8 日特別法第 16 条の 3 及びブ

リュッセル制度に関する 1989 年 1 月 12 日特別法第 5 条の 3 の場合を除い

て、第 20 条第 1 号で定める請求は、訴えられている規範の即時適用が回

復困難な重大な損害を惹起するおそれのあることを明示する事実の説明を

含むものとする。

②　請求を別個の行為により行うとき、請求には、日付を記し、無効の訴え

の対象である規範を明示する。

第 23 条〔意見聴取〕　第 70 条ないし第 73 条の場合は除いて、憲法裁判所

は、当事者の意見を聴いた上で、理由を付した判決により遅滞なく請求を

裁定する。

第 24 条〔執行停止判決の公示〕　執行停止を命じる判決は、フランス語、オ

ランダ語及びドイツ語で作成する。書記官の請求により、宣告後 5 日以内

に、判決の全文又は要旨を官報に公示する。

②　判決は、公示の日から効力を生じる。

第 25 条〔主位請求判決期限〕　憲法裁判所は、執行停止を命じる判決の宣告

から 3 か月以内に主位請求について判決を下す。この期間は延長すること
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ができない。

②　主位請求の判決がこの期間内に下されないとき、執行停止は直ちにその

効力を失う。

　第 2章　先決問題について

第 26 条〔先決問題〕

§1　憲法裁判所は、以下に関する問題について、先決問題として、判決の

方法により裁定する。

一　法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範による、国、共同体及

び地域圏のぞれぞれの権限を決定するために憲法により又は憲法に基づ

いて定められた法規範の違反

二　第 1 号の場合を除いて、異なる立法者に由来するデクレ相互間又は憲

法第 134 条が定める法規範間のあらゆる抵触、しかもその抵触がそれぞ

れの適用領域から生じている場合

三　法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範による、憲法第 2 編

「ベルギー人及びその権利について」の各条項並びに第 170 条、第 172

条及び第 191 条の違反

§1の 2　ヨーロッパ連合を設立する条約、人権及び基本的自由を保護する

1950 年 11 月 4 日条約又はこの条約の追加議定書を同意する法律、デクレ

又は憲法第 134 条の定める法規範は、本条の適用領域から除外する。

§2　このような問題が裁判所において提起されるとき、裁判所はこの問題

について裁定するよう憲法裁判所に請求しなければならない。

②　ただし、以下の場合にはその限りではない。

一　事件が無権限又は不受理を理由にその裁判所によって審査することが

できないとき。ただし、それらの理由が先決問題の請求の対象である規

範から引き出されている場合を除く。

二　憲法裁判所が同じ目的を有する問題又は訴えについてすでに裁定して
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いるとき

③　その判決が、場合に応じて、控訴、異議申立て、上告又はコンセイユ・

デタでの無効の訴えの対象となる裁判所は、法律、デクレ又は憲法第 134

条が定める法規範が §1 で定める憲法の準則又は条項に明らかに違反して

いないとき、又は、裁判所が先決問題への返答が判決を下すために必要不

可欠ではないときは、先決問題を請求する義務はない。

§3　法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範と §1 で定める憲法の

法規範又は条項との適合性に関して重大な疑いが存在する場合を除いて、

憲法裁判所において未解決の同じ目的を有する請求又は訴えがないとき、

裁判所は、請求が緊急を要するものであり、その請求に関する宣告が暫定

的な性格しか有していない場合にも、未決拘留の維持の評価手続の間にお

いても、先決問題を提起することを義務付けられない。

§4　裁判所において、法律、デクレ又は憲法第 134 条が定める法規範が、

憲法第 2 編の規定及びヨーロッパ法又は国際法の規定により、全体的又は

部分的に同様に保障されている基本権に違反していると主張されるとき、

裁判所は、まず、憲法第 2 編との適合性についての先決問題を憲法裁判所

に提起しなければならない。

②　第 1 項の特例として、憲法裁判所に先決問題を提起する義務は、以下の

場合には適用されない。

一　§2 及び §3 で定める場合

二　裁判所が憲法第 2 編の規定に明らかに違反していないと判断するとき

三　裁判所が国際裁判所の判決がヨーロッパ法又は国際法に明らかに違反

していると思われると判断するとき

四　裁判所が憲法裁判所の判決が憲法第 2 編の規定に明らかに違反してい

ると判断するとき

第 27 条〔先決問題の移送手続〕

§1　憲法裁判所は、裁判所の長又は書記官により署名された移送決定書謄

本の送達により先決問題を付託される。
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§2　移送決定書は、先決問題の対象となる法律、デクレ又は憲法第 134 条

が定める法規範の規定を明示する。さらに、万一の場合、移送決定書は、

憲法又は特別法の適当な条項を明示する。ただし、憲法裁判所は、提起さ

れた先決問題を訂正することができる。

第 28 条〔先決問題に関する判決の効力〕　先決問題を提起した裁判所及び同

一事案において判断を下すことを求められているその他すべての裁判所

は、第 26 条で定める問題が提起された際の紛争の解決のために、憲法裁

判所によってなされた判決に従わなければならない。

第 29 条〔先決問題を提起した裁判所に対する訴え〕

§1　憲法裁判所に先決問題を提起する限りにおいて、裁判所の決定はいか

なる訴えの対象ともならない。

§2　裁判所が先決問題を提起することを却下する決定は、その却下の理由

を明示しなければならない。先決問題を提起することを拒否する限りにお

いて、裁判所の決定は別の訴えの対象とはならない。

第 30 条〔手続等の中断〕　憲法裁判所に先決問題を提起する決定は、この決

定の日から憲法裁判所の判決が先決問題を提起した裁判所に通告される日

まで、手続並びに手続及び時効の期間を中断する。当事者にはその謄本 1

部を通知する。

　第 3章　一般規定

第 30 条の 2〔一般規定〕　第 1 条及び第 26 条 §1 を適用して、制度改革の

1980 年 8 月 8 日特別法で定められている協力合意を除いて、当該特別法

で、及び、共同体及び地域圏の財政に関する 1989 年 1 月 16 日特別法で、

又は、憲法第 39 条、第 127 条 §1、第 128 条 §2、第 130 条 §1、第 135

条、第 136 条、第 137 条、第 140 条、第 166 条、第 175 条、第 176 条及び

第 177 条の執行のために制定される他のすべての法律によって予定されて

いる、公聴会、集会、情報伝達、意見、規範的意見、合意、全体合意、提
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議は、これらの 2 つの条文の第 1 号で定める準則と見なす。

第 2編　憲法裁判所の組織について

　第 1章　憲法裁判所の裁判官について

第 31 条〔裁判官の構成〕　憲法裁判所は、12 名の裁判官、すなわち、憲法裁

判所のフランス語グループとなる 6 名のフランス語系裁判官及び憲法裁判

所のオランダ語グループとなる 6 名のオランダ語系裁判官で構成する。

②　憲法裁判所のフランス語系裁判官又はオランダ語系裁判官の資格は、第

34 条 §1 第 1 号で定める裁判官については卒業証書の言語により、及

び、第 34 条 §1 第 2 号で定める裁判官については最後に所属していた議

員の言語グループにより決定する。

第 32 条〔裁判官の任命〕　裁判官は、代議院及び元老院によって交互に提出

される定員の二倍の名簿に基づき国王により終身で任命する。この名簿

は、出席議員の表決の 3 分の 2 の多数で可決する。

②　官報への欠員の公示後少なくとも 15 日を経なければ、名簿を提出する

ことはできない。この公示は、早くとも欠員前の 3 か月以内に行う。

③　それぞれの提出は官報への公示の対象となる。任命は公示後早くとも

15 日後にしか行うことはできない。

第 33 条〔長官〕　憲法裁判所のフランス語系裁判官及びオランダ語系裁判官

は、それぞれの中から、フランス語系長官及びオランダ語系長官を選ぶ。

第 34 条〔任命要件〕

§1　憲法裁判所の裁判官に任命されるためには、候補者は満 40 歳以上であ

り、かつ、以下の要件の 1 つを満たさなければならない。

　一　ベルギーにおいて、少なくとも 5 年間以下の職務にあったこと

　a)　破毀院の判事、検事総長、主任検事又は次席検事

　b)　コンセイユ・デタの評議官、傍聴官長、副傍聴官長、主任傍聴官又
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は主任調査官

　c)　憲法裁判所調査官

　d)　ベルギーの大学における法律学の正教授、特任教授、教授又は准教

授

二　少なくとも 5 年間、元老院、代議院、又は共同体若しくは地域圏議会

の構成員であったこと

§2　憲法裁判所は、フランス語系裁判官及びオランダ語系裁判官におい

て、§1 第 1 号の要件を満たす裁判官と §2 第 2 号の要件を満たす裁判官

の同数から構成する。

②　§1 第 1 号の要件を満たす裁判官において、少なくとも 1 名は a) 又は

b) の要件を、少なくとも 1 名は c) の要件を、少なくとも 1 名は d) の要件

を満たさなければならない。

§3　§1 第 1 号の要件に基づいて推薦される候補者は、§1 第 2 号の要件に

基づいて推薦されることができない。

②　§1 第 2 号の要件に基づいて推薦される候補者は、§1 第 1 号の要件に基

づいて推薦されることができない。

§4　§1 第 1 号の要件を満たす裁判官の少なくとも 1 名の裁判官は、ドイ

ツ語の十分な知識を証明しなければならない。国王は、ドイツ語の知識照

明の方法を決定する。

§5　憲法裁判所は、異なる性別の裁判官で構成する。

　第 2章　調査官について

第 35 条〔調査官〕　憲法裁判所は、最大 24 名の調査官によって補佐され、

その半分はフランス語系であり、残りの半分はオランダ語系であるが、そ

れは、資格証書の言語に応じて選ばれ、採用常設事務局によって任命され

た審査員の前で第二国語の十分な知識を証明したものに限られる。

②　フランス語系の調査官及びオランダ語系の調査官は、少なくとも、採用
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常設事務局によって任命された審査員の前で、ドイツ語の十分な知識を証

明しなければならない。

第 36 条〔調査官の任命〕　何人も、25 歳以上でなければ、かつ、法学博士又

は法学士でなければ、調査官に任命されることはできない。

②　任命は、ポストが欠員となり、少なくともベルギー官報で欠員の公示後

15 日経過しなければ、これを行うことはできない。

第 37 条〔採用試験〕　候補者は、憲法裁判所が要件を定め、審査員を任命し

た採用試験のときに、その任命のために、分類される。

②　審査員は、言語的同数の尊重の下で、半分が憲法裁判所の裁判官、残り

の半分が裁判所外の人物によって構成する。

③　採用試験の有効期間は 3 年である。

④　採用試験は、その効力に関して、国の行政及び行政法律家事務局の機能

を有する公益組織に就職するための採用試験と同一視する。

第 38 条〔研修〕　調査官は、第 37 条で定める採用試験の分類に従い、3 年の

研修を経て、憲法裁判所によって任命する。

②　この 3 年の間に、研修の 3 年目の間に憲法裁判所によってなされる反対

の決定がある場合を除いて、任命は確定的なものとなる。

第 39 条〔職務の性質〕　憲法裁判所での調査官の職務は、1973 年 1 月 12 日

に再編されたコンセイユ・デタについての諸法律第 70 条及び第 71 条、並

びに、司法法典第 187 条以下で定める任命要件に関するものについては、

司法的職務と同一視する。

②　憲法裁判所の調査官として勤務した期間は、あらゆる行政的若しくは司

法的職務において、又は、調査官が続いて勤務することができるコンセイ

ユ・デタ若しくは憲法裁判所での職務において、勤続年数として計算す

る。
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　第 3章　書記官について

第 40 条〔書記官〕

§1　国王は、二倍の候補者を含み、かつ、憲法裁判所の、一方はフランス

語系グループに、もう一方はオランダ語系グループによって提出された、

2 つのリストに基づいて書記官を任命する。

②　第 32 条第 2 項及び第 3 項はこの名簿の提出に適用する。

§2　書記官の言語的役割は、憲法裁判所の対応する言語グループによる推

薦によって決定する。

第 41 条〔書記官の任命要件〕　憲法裁判所の書記官として任命されるために

は、候補者は以下の要件を満たさなければならない。

　一　満 30 歳以上であること

　二　以下の試験の 1 つに合格したこと

　a)　憲法裁判所調査官採用試験

　b)　破毀院調査官採用試験

　c)　コンセイユ・デタの傍聴官補又は調査官補の採用試験

　d)　司法法典第 259 条の 2 で定める職業適性試験

　e)　司法法典第 259 条の 4 で定める司法修習の許可試験

　f)　連邦、共同体及び地域圏の行政機関、それらに従属する公益機関、

並びに、憲法裁判所の部局についての「法学者」資格基準 1 の採用試

験

　g)　両議院並びに共同体及び地域圏の議会についての「法学者」資格官

吏採用試験

　三　少なくとも 2 年以上の有益な経験を有すること

②　さらに、フランス語系の候補者はオランダ語の知識を証明し、オランダ

語系の候補者もフランス語の知識を証明しなければならず、かつ、両者と

も、司法事項の言語使用に関する 1935 年 6 月 15 日法律第 43 条の 5 及び

第 53 条 §6、1966 年 7 月 18 日に再編された行政事項の言語使用について
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の諸法律第 43 条 §3 第 3 項、並びに、1973 年 1 月 12 日に再編されたコン

セイユ・デタについての諸法律第 73 条 §2 第 5 項で定める試験の 1 つに

合格していなければならない。

　第 4章　行政職員について

第 42 条〔行政職員〕　憲法裁判所は、独自の職員を使用する。憲法裁判所

は、レベルによる言語的同数の尊重の下で、組織的枠組み及び職員の言語

的枠組みを定める。憲法裁判所は、職員の構成員を任命し、罷免する。

②　国王は、第 1 項で定める枠組みを承認する。

③　部局の良き運営のために必要とされ、王令により承認される命令におい

て定められる、憲法裁判所の反対の決定がなければ、職員は国家常勤公務

員に適用される法的又は身分的準則に従う。

第 43 条〔職員の規律〕　憲法裁判所は、行政職員の構成員の委託、事故、代

理、欠勤、休職及び休暇を規律する。

②　憲法裁判所は、その権力の全部又は一部を、2 名の長官、2 名のフランス

語系グループの裁判官及び 2 名のオランダ語系グループの裁判官によって

構成され、4 年の期間で憲法裁判所によって指名される人事委員会に委任

することができる。この構成員は再選可能である。

　第 5章　兼職禁止

第 44 条〔兼職禁止〕　裁判官、調査官、書記官の職務は、司法職、選挙によ

り授けられる公的委任の行使、すべての政治的又は行政的次元の職務又は

公的地位、公証人及び廷吏の地位、弁護士職、軍人の身分及び公認宗教の

聖職者の職務と両立しない。

②　憲法裁判所の理由のある賛成意見に基づいて、国王は、以下の場合に、

第 1 項への例外を設けることができる。
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一　高等教育機関の教授、非常勤講師、専任講師又は助手の職務を行使す

るときに、この職務を週 5 時間以下かつ週 2 日以下しか行使しないとき

二　試験の審査員の構成員の職務を行使するとき

三　委員会又は諮問機関に参加するとき、報酬が支払われる任務又は職務

の数は、2 つ以下で、かつ、その報酬の全額が、憲法裁判所の主たる任

務の年間総報酬の 10 分の 1 を超えないとき

第 45 条〔公職との兼職禁止〕　長官、裁判官、調査官及び書記官は、法律が

定める場合を除き、いかなる公職についても兼職を要請されることはでき

ない。

第 46 条〔他の兼職禁止事項〕　長官、裁判官、調査官及び書記官は以下のこ

とをすることができない。

一　口頭でも書面でも利害関係人の弁護を引き受け、彼らに助言を与える

こと

二　報酬が支払われる仲裁を行うこと

三　個人的に又は第三者を介して、あらゆる職業活動、あらゆる種類の商

業行為を行い、代理人となり、会社又は工業若しくは商業施設の指揮、

運営又は監督に参加すること

第 47 条〔血縁上の制限〕　両親及び親戚は、三親等までは、国王の特別許可

がなければ、同時に、長官又は裁判官及び調査官になることができない。

第 48 条〔行政職員への適用〕

§1　第 44 条第 1 項並びに第 46 条第 1 号及び第 2 号は、憲法裁判所の行政

職員の構成員に適用する。

§2　国家公務員に適用される規定が、国家公務員又はその配偶者に一定程

度の補足的活動を行うことを認めているときは、特例が憲法裁判所によっ

て行政職員の構成員に認められる。
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　第 6章　懲戒について

第 49 条〔長官及び裁判官の罷免・職務の停止〕　その職務の威厳を損ない又

はその身分上の義務を懈怠した長官及び裁判官は、憲法裁判所によってな

される判決によってその職務を罷免され又は停止されうる。

第 50 条〔調査官及び書記官の職務の停止・解任〕

§1　その義務を懈怠する調査官及び書記官は、長官によって訓告又は譴責

の処分を受け、憲法裁判所によってその職務を停止又は解任される。職務

の停止は、それに内在する影響として、年金及び昇給に関して、報酬の剥

奪を含む。

§2　いかなる制裁も、当事者が聴聞され、正式に召喚されなければ、科せ

られない。

§3　犯罪若しくは軽罪について起訴されているとき又は懲戒上の責任を問

われているとき、調査官及び書記官は、業務のために必要であるとき、審

理の期間中かつ最終決定まで、憲法裁判所の命令措置により停職にされう

る。

②　命令措置による停職は、1 か月単位で宣告する。この停職は、確定判決

まで月毎に更新することができる。憲法裁判所は、この措置が期間の全部

又は一部の間に、報酬の全部又は一部の仮の没収を含むと決定することが

できる。

　第 7章　雑則

第 51 条～第 53 条　（略）

第 3編　憲法裁判所の運営について

第 54 条〔長官による統轄〕　各言語グループの長官が、一年交代で、憲法裁
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判所を統轄する。

②　この期間は、毎年 9 月 1 日から始まる。

第 55 条〔憲法裁判所の構成〕　第 56 条の場合を除いて、憲法裁判所は、7 名

の裁判官で構成し、開廷し、審理し、判決を下す。すなわち、3 名のフラ

ンス語系裁判官、3 名のオランダ語系裁判官及び長官、又は、長官がいな

い場合、最も古い裁判官、若しくは、場合によっては同じ言語グループの

最も年長の裁判官で構成する。

②　第 1 項で定める 7 名の裁判官の中で、少なくとも 2 名の裁判官が第 34

条 §1 第 1 号で定める要件を満たし、かつ、少なくとも 2 名の裁判官が第

34 条 §1 第 2 号で定める要件を満たさなければならない。

③　自らの所属する言語グループのそれでない言語で処理されなければなら

ない事案が問題であるとき、長官は、その権限を他の長官に、この長官を

欠くときは他の言語グループの最も古い裁判官、又は場合によっては最も

年長の裁判官に、委任する。

④　すべての決定は、構成員の表決の多数決で行う。

第 56 条〔全員審理〕　憲法裁判所は、第 37 条、第 38 条、第 42 条、第 43

条、第 44 条、第 49 条、第 50 条、第 100 条及び第 122 条を適用して決定

を行うためには、全員審理によらなければならない。

②　必要と判断するとき、各長官は、憲法裁判所の全員審理に事案を付託す

ることができる。長官は、第 55 条に従い籍を置く 7 名の裁判官の中に、2

名の裁判官が要求するときは、これを行わなければならない。

③　全員審理においては、憲法裁判所は、少なくとも 10 名の裁判官が出席

し、フランス語系裁判官とオランダ語系裁判官が同数であるときにしか、

裁定することはできない。この後者の要件が満たされないとき、最後に任

命された裁判官、又は、場合によっては、数の多い方の言語グループの最

も若い裁判官は、各決定につき棄権しなければならない。

④　憲法裁判所が全員審理で裁定するとき、長官は可否同数のときに決定権

を有する。長官が欠席し又は事故のあるとき、同一言語グループの最も古
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い裁判官、又は、場合によっては最も年長の裁判官がこれを代替する。

第 57 条〔刑事法典の規定の適用〕　裁判拒否に関する刑事法典第 258 条は、

憲法裁判所の裁判官に適用する。

第 58 条〔名簿の作成〕　毎年 9 月 1 日に、各長官は、業務の必要のために、

その言語グループの構成員名簿を作成する。まず、長官が第 34 条 §1 第

1 号に基づいて任命されたときは、第 2 号に基づいて任命された裁判官が

記載され、反対に、長官が第 2 号に基づいて任命されたときは、第 1 号に

基づいて任命された裁判官が記載される。続いて、第 1 号に基づいて任命

された裁判官及び第 2 号に基づいて任命された裁判官が、交互に記載され

る。

第 59 条〔出席裁判官の指名〕　各言語グループの長官は、すべての事案にお

いて籍を置く。

②　各事案のために、職務中の長官が、次の準則に従って出席裁判官を指名

する。自らの名簿から、長官は以下のように選ぶ。

・最初の事案のために、一番目、二番目、三番目の名前を選ぶ。

・二番目の事案のために、四番目、五番目、一番目の名前を選び、以下は

同様である。

③　もう一方の長官の名簿から、以下のように選ぶ。

・最初の事案のために、一番目、二番目の名前を選ぶ。

・二番目の事案のために、三番目、四番目の名前を選ぶ。

・三番目の事案のために、五番目、一番目の名前を選び、以下は同様であ

る。

④　事案の順序は、第 67 条の定めるものによる。

第 60 条〔欠席・事故の場合の交替〕　長官以外の裁判官の欠席又は事故の場

合、この裁判官は、同一規定に基づいて任命された、名簿の次の者によ

り、又は、この名簿の最後の裁判官のときは、最初の裁判官により、代替

される。

第 60 条の 2〔事案の継続〕　その年齢を理由に退職を認められる長官及び裁
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判官は、現職の長官がその要求によりその職務を免除する場合を除いて、

審理において籍を置いている事案であり、かつ、その退職の許可の日の前

に審議がなされ、まだその判決が下されていない事案において、その職務

を行使し続ける。

②　職務行使の延長は、6 か月の期間を超えることができない。

③　第 56 条第 1 項を適用して、その年齢を理由に退職を認められる長官及

び裁判官は、その後任が宣誓をするときまでは籍を置く。

第 61 条〔書記官による補佐〕　憲法裁判所は、その使用言語が審理の言語で

ある書記官により補佐される。

第 4編　言語の使用について

　第 1章　憲法裁判所の法廷での言語の使用について

第 62 条〔使用言語〕　事案は、フランス語、オランダ語又はドイツ語で憲法

裁判所に提出する。

②　文書及び宣言において、以下を行う。

一　内閣は、1966 年 7 月 18 日に再編された行政事項における言語の使用

についての諸法律第 17 条 §1 で定める準則に従い、フランス語又はオ

ランダ語を使用する。

二　〔共同体及び地域圏の〕政府は、その行政言語を使用する。

三　裁判所は、判決を起草しなければならない 1 つ又は複数の言語を使用

する。

四　両議院議長、ブリュッセル首都地域圏議会議長、ブリュッセル首都地

域圏議会の言語グループの合同議会議長は、フランス語及びオランダ語

を使用する。

五　フランス共同体議会議長及びワロン地域圏議会議長はフランス語を使

用し、ドイツ語共同体議会議長はドイツ語を使用し、フラマン〔共同体
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及び地域圏〕議会議長はオランダ語を使用する。

六　利益を証明しなければならない者は、行政事項に関する言語の使用に

ついての立法に従う場合は除き、その選択により言語を使用するが、そ

の立法に従う例外的な場合においては、その者は、1966 年 7 月 18 日に

再編された行政事項に関する言語の使用についての諸法律によって決定

される言語を使用する。

③　第 2 項で規定された言語で憲法裁判所に提出されなかった内閣、〔共同

体及び地域圏〕政府、〔国、共同体及び地域圏〕議会の議長及び行政事項

に関する言語の使用についての立法に従う者の文書並びに宣言は無効であ

ることを、憲法裁判所は職権で確認する。

第 63 条〔審理での使用言語〕

§1　§2 及び §3 の規定の留保の下に、事案の審理は憲法裁判所に付託し

た文書の言語で行う。

§2　事案がドイツ語又は同時にフランス語及びオランダ語で提出されたと

き、憲法裁判所は審理をフランス語又はオランダ語で行うかを決定する。

§3　§2 の規定にかかわらず、請求が、利益を証明し、かつ、法律がその

住所が位置する地域の言語以外の言語の使用を命じても認めてもいない市

町村又は市町村グループに住所を有している者によってなされたときは、

事案の審理は、提訴者の住所が位置する言語地域の言語で行う。

②　添付事案は、最初に提出された事案の言語で取り扱う。

§4　憲法裁判所が使用する書類は、場合に応じて、フランス語又はオラン

ダ語に翻訳する。

第 64 条〔法廷での陳述〕　法廷での陳述は、フランス語、オランダ語又はド

イツ語で行う。陳述は、同時通訳の対象となる。

第 65 条〔判決の宣告・公示〕　憲法裁判所の判決は、フランス語及びオラン

ダ語で起草し、宣告する。判決は、ドイツ語の翻訳を付して、第 114 条で

定める方法でベルギー官報に公示する。

②　判決は、各長官によってフランス語及びオランダ語で宣告する。
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③　無効を求める訴えについての判決のとき又は事案がドイツ語で提出され

たときは、判決は同様にドイツ語で宣告し、公示する。

　第 2章　憲法裁判所の業務における言語の使用について

第 66 条〔通常業務における言語使用〕　憲法裁判所の行政事務及び業務の実

行は、活動が全国に及ぶ業務に適用される行政事項に関する言語の使用に

ついての立法の規定により規律する。

第 5編　憲法裁判所での手続

　第 1章　訴訟事件目録への記載及び報告者の指名について

第 67 条〔訴訟事件目録への記載〕　書記官は、受理順に事案を憲法裁判所の

訴訟事件目録に記載する。

第 68 条〔報告者の指名〕　各事案について、第 59 条で定める各名簿に基づ

いて最初に指名される裁判官が報告者となる。

②　各報告者は、書類を登録し、法廷において報告する任務を負う。

　第 2章　予審について

第 69 条〔小部会〕　小部会は長官及び 2 名の報告者で構成する。

第 70 条〔報告者による審査〕　無効の訴え又は移送の決定を受け取ってか

ら、報告者は、請求又は移送の決定を精査して、無効の訴え若しくは先決

問題が明らかに不受理とされるべきか若しくは根拠がないかどうか、憲法

裁判所がそれを審理する権限が明らかにないかどうか、又は、即時の抗弁

判決によって事案を終了させることができるかどうかを審査する。

第 71 条〔審査の期限、不受理・無権限の場合〕　無効の訴え若しくは先決問
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題が明らかに不受理とされるべきとき又は明らかに憲法裁判所の権限に属

しないとき、報告者は請求又は付託の決定を受け取ってから最大 30 日の

期限でその主題について長官に報告する。異議を唱えられている規定が同

様に執行停止の請求の対象となっているときは、その期限は最大 10 日に

短縮する。

②　報告者の結論は、第 1 項で定める期限の間に書記官によって当事者に通

知する。当事者は、通知を受け取ってから 15 日の間に、趣意書を提出す

ることができる。

③　小部会は、満票により、他のいかなる手続をとることなく、無効の訴え

又は先決問題が不受理と宣言された判決又は憲法裁判所が権限を有してい

ないと確認された判決によって、その事案の審査を終了させることを決定

することができる。

④　不受理又は無権限の判決を表明する提案が取り上げられないときは、小

部会はオルドナンスによりそれを確認する。

第 72 条〔無効の訴えに根拠がない場合・先決問題が存在しない場合等〕　報

告者が、無効の訴えが明らかに根拠がないと判断したとき、先決問題につ

いて否と答えられなければならないと判断したとき、又は、事案の性質に

より若しくは提起されている問題の容易性により、即時の抗弁判決により

その事案を終わらせることができると判断したとき、報告者は、請求又は

付託の決定を受け取ってから、最大 30 日の期限内で、この主題について

憲法裁判所に報告する。異議を唱えられている規定が同様に執行停止の請

求の対象となっているときは、その期限は最大 10 日に短縮する。

②　報告者の結論は、第 1 項で定める期限の間に書記官によって当事者に通

知する。報告者の結論が第 1 条及び第 26 条で言及されている諸準則に違

反していることを確認することを提起するときは、その結論は、無効の訴

え又は先決問題の決定と同様に、第 76 条で言及されている当事者に通知

する。当事者は、通知を受け取ってから 15 日の間に、趣意書を提出する

ことができる。
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③　憲法裁判所は、他のいかなる手続をとることなく、場合に応じて、無効

の訴えが根拠がないと宣言された、又は、先決問題が存在しないとされた

即時の抗弁判決によって、その事案の審査を終了させることを決定するこ

とができる。

④　事案に根拠がないと宣言された判決又は即時の抗弁判決を表明する提案

が取り上げられないときは、憲法裁判所はオルドナンスによりそれを確認

する。

第 73 条〔審理終了判決の通知〕　第 71 条第 3 項及び第 72 条第 3 項で定める

判決は、当事者に通知する。

　第 3章　無効の訴え及び先決問題の公示並びに通知について

第 74 条〔公示〕　第 71 条第 4 項で定めるオルドナンス又は第 72 条第 4 項で

定めるオルドナンスからして、第 71 条及び第 72 条が適用されないとき

は、書記官はフランス語、オランダ語及びドイツ語で、特に無効の訴え又

は先決問題の提訴者及び目的を示す告示を、ベルギー官報に公示する。

②　無効の訴えについて、第 1 項で定める公示の日から 30 日の期間内に、

憲法裁判所の書記官に助言を求めることができる。

③　手続は、以下の諸規定に従って行う。

第 75 条〔弁護人〕　憲法裁判所は、職権で弁護士を任命することができる。

その指名は、利害関係人が個人顧問を選択するときは、無効と見なす。

②　国王は、補佐の態様を規定する。

第 76 条〔無効の訴えの通知〕

§1　書記官は、内閣により提起された無効の訴えを、共同体又は地域圏政

府及び立法議会議長に通知する。

§2　書記官は、共同体又は地域圏政府により提起された無効の訴えを、内

閣及び他の〔共同体及び地域圏〕政府並びに立法議会議長に通知する。

§3　書記官は、1 つの立法議会議長によって提起された無効の訴えを、内
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閣、共同体及び地域圏政府並びに他の立法議会議長に通知する。

§4　書記官は、利害を証明する者によって提起された無効の訴えを、内

閣、共同体及び地域圏政府並びに立法議会議長に通知する。

第 77 条〔移送決定の通知〕　書記官は、移送の決定を、内閣、共同体及び地

域圏政府、立法議会議長並びに移送の決定をした裁判所での利害関係人に

通知する。

第 78 条〔無効の訴えと先決問題の競合〕　同一の規定が無効の訴え及び移送

の決定の対象であるとき、書記官は、無効の訴えを、先決問題を提起した

裁判所での利害関係人に通知する。通知には、第 85 条に従い、利害関係

人が趣意書を提出できる期間を示す。

②　第 100 条の適用を除いて、憲法裁判所は、まず、無効の訴えについて裁

定する。

　第 4章　審理について

第 79 条〔書面による審理〕　審理は書面により行う。

第 80 条〔通知先〕　内閣への通知は、首相官房に対して行う。

②　共同体及び地域圏政府への通知は、首長官房に対して行う。

③　立法議会議長への通知は、議会書記局に対して行う。

第 81 条〔住所の記載〕　当事者はすべて、公権力でないときは、ベルギー国

内の住所若しくは所在地又はかつてのベルギー国内での住所を、訴状又は

趣意書に記載する。

②　この記載がないときは、いかなる通知も書記局によってなされてはなら

ず、また、手続は対審によったものと見なす。

③　通知はすべて、たとえ当事者が死亡している場合であっても、記載され

た所在地又は住所に書記局によって行う。

第 82 条〔書類の発送方法〕　すべての手続上の書類の憲法裁判所への発送

は、書留郵便で行う。



137ベルギー憲法裁判所関係法令集（奥村）

②　すべての書類、通知又は召喚状の憲法裁判所による発送は、配達証明付

郵便書留で行う。

③　当事者に認められる期間は、郵便受領の日から起算する。名宛人が受領

を拒否するときは、期間はその拒否の日から起算する。

④　郵便の日付は、発送及び受領又は拒否を証明する。

第 83 条〔謄本の添付〕　すべての訴状又は趣意書には、署名により原本と相

違ないと証明された謄本 10 部を付す。

②　追加謄本の減免は、これを命ずることができる。

第 84 条〔書類目録の添付〕　憲法裁判所に送付される訴状及び趣意書には、

書類目録を付す。

②　すべての書類は、それを構成する書類目録と共に送付する。

第 85 条〔趣意書の送付〕　第 76 条ないし第 78 条により書記官によりなされ

た通知を受け取ったときから 45 日の間に、内閣、〔共同体及び地域圏〕政

府、立法議会議長並びにその通知の名宛人は、憲法裁判所に趣意書を送付

することができる。

②　事案が無効の訴えであるときは、その趣意書で新たな理由を表明するこ

とができる。その結果、当事者は新たな理由をそれ以上援用することはも

はやできない。

第 86 条〔期間外に提出された趣意書の審理からの除外〕　第 85 条で定める

趣意書が、法律で定める期間内に提出されなかったときは、審理から除外

する。

第 87 条〔利害関係人の趣意書による意見陳述〕

§1　憲法裁判所が先決的に第 26 条で定める問題について裁定するとき、移

送を命じる裁判所におけるすべての利害関係人は、第 74 条により規定さ

れている公示から 30 日以内に、憲法裁判所に趣意書を送付することがで

きる。この利害関係人は、この事実から、〔憲法裁判所での〕裁判におけ

る当事者と見なす。

§2　憲法裁判所が第 1 条で定める無効の訴えについて判断を下すとき、利
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害関係人はすべて、第 74 条により規定されている公示から 30 日以内に、

憲法裁判所への趣意書においてその所見を述べることができる。この利害

関係人は、この事実から、〔憲法裁判所での〕裁判における当事者と見な

す。

第 88 条〔趣意書への書類の添付〕　第 85 条及び第 87 条の適用により、憲法

裁判所に趣意書を提出する者はすべて、保有する書類をそれに付さなけれ

ばならない。

第 89 条〔趣意書の謄本の送付、反対趣意書の送付、反対趣意書の謄本の送

付等〕

§1　憲法裁判所が先決的に第 26 条で定める問題について裁定するとき、書

記官は、訴状を提起又は趣意書を提出した他の当事者に、提出された趣意

書の謄本 1 部を送付する。この当事者は、趣意書を受け取ってから 30 日

の間に、反対趣意書を書記局に送付することができる。この期間満了後、

書記官は訴状を提起した他の当事者に、提出された反対趣意書の謄本 1 部

を送付する。

§2　憲法裁判所が第 1 条で定める無効の訴えについて裁定するとき、書記

官は、提訴者に、第 85 条及び第 87 条で定める期限満了後に、提出された

趣意書の謄本 1 部を送付する。提訴者は、趣意書を受け取ってから 30 日

の間に、反対趣意書を書記局に送付することができる。この期間満了後、

書記官は趣意書を提出した他の当事者に、提訴者によって提出された反対

趣意書の謄本 1 部を送付する。この当事者は、趣意書を受け取ってから

30 日の間に、反対趣意書を書記局に送付することができる。この期間満

了後、書記官は提訴者に、提出された趣意書の謄本 1 部を送付する。

第 89 条の 2〔期限の延長〕　第 85 条、第 87 条及び第 89 条で定める期限は、

長官の理由の付されたオルドナンスにより短縮又は延長する。

②　第 87 条で定める期限が第 1 項に従い短縮又は延長されたとき、書記官

は、第 74 条第 1 項で定める告示において、その事実に言及する。

第 90 条〔審理開始の決定〕　第 89 条で定める期間満了後、憲法裁判所は、
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報告者の意見を聴き、事案が審理できる状態にあるかどうかを決定する。

②　事案が審理できる状態にあると決定するオルドナンスは、審理日を定

め、かつ、事案を審理できる状態のときに、オルドナンスで定められた期

間内に提出する追加趣意書によって、又は、審理の際に口頭で、当事者が

返答することを求められている、提起されている問題を表明する。

③　事案が審理できない状態にあると決定するオルドナンスは、報告者又は

書記官によって遂行されるべき義務を表明し、万一の場合事案の現状では

職権で審査しなければならないと思われる理由に言及し、オルドナンスが

定める期限内にこれに関する趣意書を提出することを当事者に要請する。

いったんこの義務が遂行されれば、憲法裁判所は第 1 項及び第 2 項に従い

処理する。

④　オルドナンスは当事者に通知する。

第 91 条〔憲法裁判所の権限〕　憲法裁判所は、最も広範な審理権及び調査権

を有する。

②　憲法裁判所は、特に以下のことをすることができる。

一　首相、立法議会議長、〔共同体及び地域圏〕政府の長並びにその他す

べての公権力と直接連絡をとること

二　当事者を対審で聴聞し、当事者及びすべての公権力から事案に関する

すべての文書及び情報を伝達させること

三　聴聞を有益と判断するすべての者に聴聞すること

四　現地ですべての確認を行うこと

五　専門家を任命すること

③　憲法裁判所は、オルドナンスにより、自身が決定する審理権及び調査権

を報告者に委任することができる。

第 92 条〔聴聞〕　憲法裁判所は、第 91 条第 3 号で定める者を、当事者及び

その弁護士立会いの上で、宣誓の下に聴聞すると決定することができる。

②　この場合に、これらの者は以下のように宣誓する。

　　〔フランス語、オランダ語又はドイツ語で〕「私は、名誉と良心にかけて
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真実のみを述べることを誓います。」

③　召喚された者はすべて、出頭し、召喚に応じなければならない。出頭、

宣誓又は証言拒否には、26 フランから 100 フランの罰金を課す。

④　不出頭又は宣誓の下での証言拒否に関する調書は、作成され、その者が

聴聞されなければならない郡の国王検事に送付する。

⑤　民事に関する偽証及び証人の買収に関する刑法典の諸規定は、本条で定

める尋問手続に適用する。

⑥　聴聞調書は、聴聞を行った憲法裁判所長官又は裁判官、書記官及び聴聞

された者により署名する。

第 93 条〔現場検証〕　現場検証の場合、当事者及びその弁護士を召喚する。

第 94 条〔専門家の任命〕　憲法裁判所は、任命する専門家の任務をオルドナ

ンスにより決定し、報告書の提出期限を定める。書記官は、このオルドナ

ンスを専門家及び当事者に通知する。

②　司法法典第 966 条ないし第 970 条は任命された専門家に適用する。

③　第 1 項で定められた通知から 8 日以内に、専門家は、鑑定を開始する場

所及び日時を当事者に書留郵便で通告する。

④　必要な書類は専門家に委ねる。当事者は適当と判断する申立て及び反論

をすることができる。これは報告書において言及され、その草案は当事者

に通知する。

⑤　報告書は、その提出時に、書記官により確認される事故の場合を除い

て、すべての専門家によって署名される。専門家の署名は、次の宣誓の後

に行う。

　　〔フランス語、オランダ語又はドイツ語で〕「私は、名誉と良心にかけて

正確かつ誠実に任務を果たしたことを誓います。」

⑥　報告書の原本は、書記局に提出する。書記官はその旨を当事者に通知す

る。

⑦　憲法裁判所は、重大な理由に基づき、かつ、理由の付された決定によ

り、専門家に聴聞した後、専門家を解任し、その後任者を決定することが
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できる。書記官は、その決定を専門家及び当事者に通知する。

第 94 条の 2〔特例等〕

§1　憲法裁判所が、制度改革 1980 年 8 月 8 日特別法第 6 条 §1VIII 第 5 号

に基づいてコンセイユ・デタによって先決問題を付託されたとき、書記官

は、第 77 条に従い移送の決定を通知する。

§2　通知を受け取ってから 10 日以内に、内閣、〔共同体及び地域圏〕政

府、立法議会議長並びにその通知の名宛人は、憲法裁判所に趣意書を提出

することができる。

§3　§2 で定める期間満了後、憲法裁判所は、報告者に聴聞した後、事案

が審理できる状態にあるか決定する。事案が審理できる状態にあると決定

するオルドナンスは、審理日を定める。審理日決定のオルドナンスの通知

をするまでの間に、当事者は書記局で文書を調べることができる。

　第 5章　偶発事項について

　　第 1節　虚偽書類の提出について

第 95 条〔当事者が虚偽書類を提出した場合〕　当事者が提出した書類を虚偽

だと申し立てるとき、憲法裁判所は、それを提出した当事者に対して、そ

れを利用する意図に固執するかどうかを遅滞なく宣言するように求める。

②　当事者が、この要求に回答しないとき、又は、書類を利用するつもりが

ないと宣言するとき、この書類は却下される。

③　当事者がそれを利用したいと宣言し、その書類が訴訟の解決に不可欠で

あるとき、憲法裁判所は、管轄裁判所による虚偽についての判決がなされ

る後までは、裁定するのを延期する。いかなる裁判所も問題を付託されな

かったとき、憲法裁判所が書類の証拠能力を判断する。

④　虚偽と申し立てられた書類を考慮することなく裁定することが可能であ

るとき、当該書類は考慮しない。
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　　第 2節　審理の再開について

第 96 条〔無効の訴えにおいて当事者が死亡した場合〕　弁論終了前に、無効

の訴えを提起した利害関係人又は第 87 条で定める当事者が死亡したとき

は、手続は必要がなければ審理を再開して続行する。

第 97 条〔先決問題において当事者が死亡した場合〕　弁論終了前に、先決問

題を提起した裁判所での訴訟当事者の一方が死亡したとき、憲法裁判所で

の手続は停止する。

②　手続は、先決問題を提起した裁判所が審理の再開を憲法裁判所に通知す

るとき、再開する。

　　第 3節　訴えの取り下げについて

第 98 条〔無効の訴えの取り下げ〕　内閣、共同体及び地域圏政府並びに立法

議会議長は、無効の訴えを取り下げることができる。

②　内閣並びに共同体及び地域圏政府は、この決定をした旨の憲法裁判所へ

の通知に、この取り下げが決定された審議の原本と相違ないと証明された

謄本 1 部を添付する。

③　必要のあるとき、憲法裁判所は、他の当事者に聴聞した上で、訴えの取

り下げを宣告する。

第 99 条〔先決問題の前提となっている訴えの取り下げ〕　先決問題を提起し

た裁判所で承認又は許可された〔前提となっている〕訴えの取り下げは、

憲法裁判所での手続を終了させる。

②　当該裁判所は、憲法裁判所にその決定の謄本 1 部を送付する。
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　　第 4節　併合について

第 100 条〔併合〕　憲法裁判所は、唯一同一の判決によって裁定する必要が

あるときは、全員審理において、同一の規範に関する無効の訴え又は先決

問題を併合することができる。

②　書記官は、併合のオルドナンスを当事者に通知する。

③　2 つ又は複数の事案を併合したとき、報告者は、第 68 条に従い、憲法

裁判所が付託された最初の事案について指名された者とする。

　　第 5節　忌避について

第 101 条〔忌避〕　憲法裁判所の裁判官は、司法法典第 828 条及び第 830 条

により忌避を生じさせる事由により忌避されうる。

②　憲法裁判所の裁判官が無効の訴え若しくは移送の決定の対象となってい

る法律、デクレ又は憲法第 134 条で定める法規範の起草に携わったという

事実は、それ自体では、忌避の事由に当たらない。

③　自ら忌避の事由があることを認める憲法裁判所の裁判官はすべて、憲法

裁判所にこの旨を宣言しなければならず、憲法裁判所は、この者が職務執

行を控えなければならないかどうかを決定する。

第 102 条〔忌避の手続〕　忌避を申し立てる者は、忌避の事由を知ってから

直ちにこれを行わなければならない。

②　忌避は、理由を付せられ、憲法裁判所に提出する訴状により申し立てら

れる。

③　忌避を申し立てた者及び忌避の対象である裁判官に聴聞した後、忌避に

ついて遅滞なく裁定する。

④　忌避された裁判官は、場合に応じて、第 55 条第 1 項、第 56 条及び第

60 条で定めるとおり、他の裁判官により代替される。
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　第 6章　法廷について

第 103 条〔法廷期日の通知〕　訴状を提起し又は趣意書を提出した当事者、

その代理人及び弁護士は、15 日前に法廷期日を通知される。

②　報告者の報告は、法廷期日の通知と同時に、利害関係人に通知する。

③　第 1 項で定める期間内に、当事者、その代理人及び弁護士は、書記局で

書類を調べることができる。

第 104 条〔法廷の公開と例外事由〕　憲法裁判所の法廷は公開されるが、こ

の公開が秩序又は善良の風俗を害する場合はその限りではない。この場合

には、憲法裁判所は理由の付された決定によりその旨を宣言する。

第 105 条〔法廷の秩序維持〕　法廷を傍聴する者は、敬意と静粛の下臨まな

ければならない。

②　長官が秩序維持のために命じるすべてのことは、指示通りにかつ直ちに

執行する。

③　本条の規定は、裁判官が正規に職務を行使する場所において適用する。

第 106 条〔報告者による訴訟事実の要約等〕　法廷において、使用言語が審

理の言語であるグループに属する報告者が、訴訟事実を要約し、憲法裁判

所が解決しなければならない法的問題を指示する。

②　万一の場合、他の言語グループに属する報告者が追加報告書を作成する

ことができる。

③　憲法裁判所は、場合によっては、召喚を決めた者及び専門家に聴聞を行

う。

④　訴状を提起し又は趣意書を提出した当事者及びその弁護人のみが、弁論

を認められる。当事者は、意見陳述しかできない。

⑤　長官は、続いて、弁論の終了を宣言し、事件を評議に付す。



145ベルギー憲法裁判所関係法令集（奥村）

　第 7章　弁論の再開について

第 107 条〔弁論の再開〕　憲法裁判所は、弁論の再開を職権で命じることが

できる。憲法裁判所は、当事者が弁論することができなかった抗弁又は理

由を受け入れる前に、弁論の再開を命じなければならない。

②　憲法裁判所は、当事者がこれに関して最終趣意書を提出することが求め

られる期限を指示する。

　第 8章　判決について

第 108 条〔評議の秘密〕　憲法裁判所の評議は秘密である。

第 109 条〔判決までの期限〕　第 25 条及び制度改革 1980 年 8 月 8 日特別法

第 6 条 §1VIII 第 5 号の適用を妨げることなく、判決は、無効の訴えの提

出又は移送決定の受領から 6 か月以内に下される。

②　ただし、事案がこの期限満了までに判決が下される状態にないときは、

憲法裁判所は、理由の付された決定により、その期限を必要な限りにおい

て延長することができる。延長は、必要な場合には、総延長期間が 6 か月

を超えない限りで更新することができる。

第 110 条〔判決の宣告〕　判決はすべて、公開法廷で宣告する。

②　憲法裁判所の裁判官が、自身が参加した評議で作成された判決の宣告に

正当な理由で出席できないときは、長官が、宣告のときにその裁判官に代

替するための他の裁判官を指名することができる。

第 111 条〔判決の言及事項〕　判決は理由及び主文を含む。判決は以下につ

いて言及する。

一　各当事者の氏名、住所、居所又は所在地、並びに、場合によっては、

代理人の氏名及び資格

二　適用された言語の使用に関する諸規定

三　当事者及びその弁護士の召喚並びに審理における彼らの実際の出頭
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四　公開法廷での宣告、宣告の日付及び評議した裁判官の指名

第 112 条〔判決への署名〕　判決は、長官及び書記官がこれに署名する。

第 113 条〔判決の通知〕　判決は、書記官により以下の者に通知する。

一　首相並びに〔共同体及び地域圏〕政府の長

二　両議院、フランス共同体議会、ワロン議会、フラマン議会、ドイツ語

共同体及びブリュッセル首都地域圏立法議会の各議長

三　当事者

四　先決問題を提起した裁判所

第 114 条〔判決の公示〕　無効の訴え及び先決問題について下された判決

は、書記官の手により、ベルギー官報でその全文又は抜粋を公示する。

②　憲法裁判所は、公式判例集における判決の登載を確保する。

③　憲法裁判所は、請求をする裁判所に判決の謄本 1 部を送付する。

第 115 条〔判決の執行等〕　判決は当然に執行する。国王は判決の執行を確

保する。書記官は、本文に、謄本を、場合によっては以下の執行文を添付

する。

　　〔フランス語、オランダ語又はドイツ語で〕「大臣、共同体及び地域圏

政府の構成員並びに関係する行政機関は、本判決の執行に必要な措置を

講じなければならない。執行官は、普通法の方法に関する限り、それに

協力しなければならない。」

②　謄本は、書記官がこれを交付し、書記官は、謄本に署名し、国王により

形式が定められる憲法裁判所の印を押印する。

第 116 条〔判決の終局性〕　憲法裁判所の判決は、終局的であり、いかなる

訴えの対象ともならない。

第 117 条〔判決の訂正〕

§1　第 118 条の留保の下に、書き間違い若しくは計算違い又は明白な誤り

は、職権により又は判決の通知から 2 週間以内に当事者の請求により、憲

法裁判所によって訂正することができる。

§2　書記官により正式に通知された当事者は、長官が定める期間内に書面
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により意見書を提出することができる。

§3　憲法裁判所は、評議部において決定する。

§4　訂正を命じるオルドナンスの原本は、訂正された判決の原本に添付す

る。このオルドナンスへの言及は、訂正された判決の原本の欄外において

行う。

第 118 条〔判決の解釈〕　憲法裁判所は、無効の訴えの当事者又は先決問題

を提起した裁判所の請求により、判決を解釈する。解釈の請求は、場合に

応じて、第 5 条又は第 27 条に従って行う。解釈の請求は訴訟当事者すべ

てに通知する。

②　さらに、無効の訴え又は先決問題について定められた手続を適用する。

③　解釈判決の原本は、解釈された判決の原本に添付する。解釈判決への言

及は、解釈された判決の欄外において行う。

　第 9章　一般規定

第 119 条〔起算点・期日〕　期間の開始点である行為の日は、それに含めな

い。

②　期日は、期間に参入する。

③　ただし、この日が土曜日、日曜日又は法定祝日であるとき、期日は次の

就業日まで延期する。

第 120 条〔未成年者等の場合〕　期間は、未成年者、禁治産者及び他の無能

力者に対しても同様に経過する。ただし、憲法裁判所は、期間の満了前に

その代理人が確保されなかったことが明らかなときは、これらの者を失効

から解除することができる。

第 121 条〔書記局の開局〕　書記局は、土曜日、日曜日及び法定祝日を除い

て、毎日開局する。

②　国王は開局時間を定める。

第 122 条〔内部規則〕　憲法裁判所は内部規則を定める。憲法裁判所は、ベ
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ルギー官報でのその公示を確保する。

第 6編　最終規定

第 123 条〔予算等〕

§1　憲法裁判所の運営に必要な予算は、毎年度予算で計上する。

§2　憲法裁判所に関する王令は、閣議で審議決定する。

第 7編　経過規定

第 124 条～第 128 条　（略）

＊　なお、憲法裁判所に関係する法令として、他に、憲法裁判所の裁判官、

調査官及び書記官の待遇並びに手当に関する 1989 年 1 月 6 日法律（全 10

条）、憲法裁判所の上位席次権及び憲法裁判所に付与される諸名誉を規律

する 2009 年 11 月 10 日王令（全 4 条）などがある。

＊　本稿は、平成 24 ～ 26 年度科学研究費（基盤研究（Ｃ））「ヨーロッパ型

憲法裁判所の制度的基盤とその現代的変容」の研究成果の一部である。


