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    Ⅴ 　欧州連合における人権の実効的な
司法的保護の権利 

 サンドラ・トゥータン *  

 　欧州連合（以下、EU）における人権の保護は、EUの裁判官たちの仕
事の成果であり、これらは過去の条約により法典化されています1）  。そ
れ以来、人権の保護はひとつの価値となりましたが2）  、それだけでなく、
対内政策においても対外政策においても、ひとつの目的となっていま
す 3） 。しかしながら、EU内における人権の保護の、判例や法文による承
認は、人権の実効的な保護の存在を推定させてくれるわけではありませ
ん。これらの権利が実効的なものになるためには、それらが裁判の場で
用いられうるものであることが不可欠です。言い換えると、本研究の目
的は人権の裁判可能性の問題にあり、それを基本権として実効的かつ司
法的に保護することにはありません。ここで重要なのは、EU法の適用
の領域において、人権を尊重させるために実施されている司法的手段に
関心をもつことです。その結果、ふたつの状況が見られることになりま
す。すなわち、EUの行動を執行したり、その適用を除外したりする国
家の行動が、EU法において認められている人権に侵害をもたらす時と、
EUの行動が人権に反している時です。 
 　ヨーロッパ共同体法院の一貫した判例によりますと、「緑の党対欧州
議会」判決［1986年］から帰結されるように i 、連合は「法の共同体であり、
加盟国もその制度も、基本的憲法的憲章としての条約に行動が適合して

* パリ第13大学研究員
1） このテーマについては、ネフラミ報告を参照。
2） EU条約第2条「連合は……人権の尊重という諸価値に基礎を置く。」
3） EU条約第3条「連合の目標は、平和、連合の諸価値及び連合の諸人民の福祉
を促進することにある。……第5項　連合は、外の世界との関係では、連合の諸
価値及び利益を支持し促進し、並びに連合市民の保護に寄与する。」
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いるか否かという審査を逃れることはない」のです4）  。実効的な司法的
保護の権利は法の一般原則であり、これは基本権憲章第47条により法
典化されました 5） 。ゆえに、EU法により承認された人権の保護が、誰に
帰属するのかを決めることが必要です。この視点においては、まず、人
権の保護におけるEUの裁判官、すなわち司法裁判所（つまり、ヨーロッ
パ共同体法院や第一審裁判所です）の役割を学ぶことが必要となります。
続いて、自国裁判官の役割を分析します。 

 第1部： 人権の実効的な司法的保護におけるEUの裁判官
の役割 

 　この第1部では、個人が、人権に反するEUの行動の取消を求めるこ
とができるのかということ（A）と、EU法を執行し、あるいはそれに
反する国家の行動が人権に反していた場合、法院によりそのコントロー
ルはできるのか（B）ということが問題となります。 

  A　個人の請求による、人権に反するEUの行動の取消  

 　人権に反するEUの行動を取り消すために、個人に与えられている原
則的な訴えの方法は、取消の訴えです。しかしながら、個人が法院にア
クセスするために、条約により課せられる条件は、非常に制限的であり
ます。われわれは、このような条件の存在や、法院によりなされるその
解釈によっても、EUにおける、人権の実効的な司法的保護の存在を認
めることはできないという点を見ていきます（1）。さらに、われわれは、
裁判所が、外交政策の分野におけるEUの行動にたいする裁判を免除し
ていたことと、この免除が、カディ判決の際に、法院により一掃された
ことを見るでしょう（2）。 

4） C. J. C. E., 23 avril 1986,  Parti écologiste «Les Verts» c. Parlement européen , aff. 
294/83,  Rec. , p. 1339, pt. 23

5） 基本権憲章第47条「EU法によって保障された権利及び自由を侵害されたすべ
ての者は、本条に規定する条件に従って、裁判所の実効的な救済を受ける権利を
有する。……」

279



　シンポジウム報告　〈149〉

 1　取消の訴えを提起する資格をもつ人にかんする条件 
 　個人が法院にたいし取消の訴えを提起する能力は、われわれにその論
争的な位置づけを研究させています。リスボン条約によりもたらされた
進化をよりはっきりと見て取るためには、過去の法的枠組みを示す必要
があります。 
 　EC条約の下では、取消の訴えは第230条により規定されていました。
その第4段は以下のように定めています。「すべての自然人又は法人は、
同様の条件の下、自己を対象とする決定にたいし、又はたとえ規則もし
くは他の者を対象とする決定の形式をとっていても、自己に直接かつ個
別的に関係する決定にたいし、訴訟を提起することができる。」 
 　個人が訴えの利益を証明する義務の他、この人は、自分を名宛人とし
ない、一般的な範囲をもつ行動にたいし訴えを提起する資格を有してい
ることを証明しなければなりませんでした。この規定によれば、個人は
自分が直接的かつ個別的に関係していることを証明しなければなりませ
んでした。これらの概念は、条約により定義されてはいませんでしたの
で、法院は訴えが受理可能かどうかを決定するために、それらを明確化
する必要がありました。この点にかんする法院の判例をご紹介する前に、
訴訟能力の研究は、公序的方法（moyen d’ordre publique）に関わるゆ
えに、裁判官による職権的審査の対象となるということを強調しておく
ことが不可欠です6）  。 
 　直接的影響にかんしては、原告が、自らが行動の目的となる場合と同
様な状況にいることを証明するのが重要です7）  。原告にとって、争訟行
動が自分に直接的に影響していることを証明するのは、かなり容易です。
それはさらに、個人的影響にかんしても言うことができます。というの
も、法院は非常に厳格な解釈を維持していたからです。プラウマン判決
［1963年］での言葉によると、原告は「その人に特有の何らかの属性、

6） C. J. C. E., 29 avril 2004,  Italie c. Commission , aff. C ― 298/00 P,  Rec. , p. I ― 4087, 
pt. 35「自然人あるいは法人が、前述の規定の意味における決定に個別的に関係
していることは、EUの行動に司法的コントロールを与える訴えの枠組みにおい
て行動する資格をもつための本質的条件であるが、これが欠けている場合には、
そのような訴えを受理することはできず、また、その結果、このように受理が不
可能なことは、公序の方法をなしており、この方法はEUの裁判官により職権的
に引き起こされうるし、そうされるべきでさえあるのである」

7） C. J. C. E., 3 mai 1978,  Topfer c. Commission , aff. 112/77,  Rec. , p. 1019, pt. 9.
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あるいはその他すべての者との関係においてこの人を特徴づけ、またそ
の事実を原因として、彼らを名宛人の場合と同様に個別化する事実関係
を理由に、侵害を受けて」いなければなりません8）  。法院によりなされ
た解釈をよりはっきりと例証するためには、UPA判決［1999年］を参
照するのがよいでしょう ii 。 
 　この事例では、スペインの農業組合［オリーヴオイル中小業者組合連
合（UPA）］が、保護団体としての自らの存在を危険にさらすことを理
由に、オリーヴオイル市場の共通組織の変更にかんする規則（EC規則
1638/98号［この規則により、オリーヴオイル生産者に、一定条件の下、
ECの補助金を給付する制度が廃止された。］）の取消を求めました9）  。こ
の組合は、初めは第一審裁判所に提訴したのですが、裁判所は、組合が、
この規則に直接的かつ個別的に関係していないことを理由に、訴えを受
理できないと宣言しました。ヨーロッパ共同体法院も、上告の際、同様
な決断を下しましたが、その一方で、ジェイコブス法務官は、受理可能
性の条件にかんする法を、実効的な司法的保護に有利な方向に改正する
よう促しました 10） 。なお、法院は、イェゴ・ケレ事件［2002年］の数ヶ
月前に、この考えをもっていました11）  。 
 　司法審査の拒否を正当化するために、ヨーロッパ共同体法院により引
き合いに出された理由は、こうなっています。条約は「ECの裁判官に、
諸制度の行動のコントロールと適法性のコントロールを委ねることで、
それを確実にするための訴えや手続きの方法の完全なシステムを確立
した。このシステムにおいては、自然人あるいは法人は、［EC］条約第
173条第4段の求める受理可能性の条件を理由に、一般的範囲をもつEC
の行動を直接的に攻撃することはできないが、場合によっては、条約第
184条による、EC裁判官にたいする付随的な方法であれ、自国裁判所
にたいしてであれ、そのような行動を無効にしたり、また、自身で前述
の行動の無効を確認する権限を持たない自国裁判所に、先決裁定手続き

8） C. J. C. E., 15 juillet 1963,  Plaumann c. Commission , aff. 25/62,  Rec. , p. 223
9） T. P. I. C. E., ord., 23 novembre 1999,  U. P. A. c. Conseil , aff. T ― 173/98,  Rec. , p. 

II ― 3359, pt. 22
10） Conclusions présentées par l’Avocat général M. JACOBS, le 21 mars 2002, dans 

l’affaire  U. P. A. c. Conseil , aff. C ― 50/00P, pts. 59 ― 81.
11） T. P. I. C. E., 3 mai 2002,  Jégo-Quéré et Cie SA c. Commission , aff. T ― 177/01, 

 Rec. , p. II ― 2365, pts. 45 ― 47
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によって、法院で審議させたりする可能性を有している 12） 。」 
 　UPA判決には余波がありまして、否決された欧州憲法条約の起草に
影響を与えました。これはリスボン条約により、EU運営条約第263条
で再び取り上げられました。この条約の第4段によると、「いずれの自
然人又は法人も、自己を対象とするか又は自己に直接かつ個別に関係す
る法令にたいし、および、自己に直接関係しかつ実施措置を伴わない規
則の形をとる法令について、第1段および第2段に定める条件の下、訴
訟を提起することができ」るのです。リスボン条約は、個人により、一
般的範囲をもつ行動にたいし提起された取消の訴えの受理可能性の条件
の緩和を進めました。その方向性としては、攻撃されている行動と関係
する個人であることをもはや証明しなくてもよいというものでした。こ
の緩和は、人権の実効的な司法的保護の方に向かっています。 
 　個人により提起された取消の訴えの受理可能性の条件にかんして、こ
の条約によりもたらされた変容が、人権の実効的な司法的保護の存在
に有利に働いていることには議論の余地はありません。実際、EU運営
条約第263条で提示された条件を遵守すると、原告たる個人は、自らの
基本権に侵害をもたらすEUの行動すべての取消を求めることができま
す。ところが、ある行動のカテゴリは、最近まで、法院の管轄を拒んで
いました。それは、外交政策や共通安全保障の分野で採択された行動で
す。しかしながら、この分野において採択されたこれらの行動の一部は、
とりわけテロリズムとの戦いの分野で、個人の基本権に侵害をもたらし
ています。 

 2　テロリズムとの戦いの分野で採択された行動の裁判可能性 
 　諸制度により採択された行動全体の裁判可能性にかんして、リスボン
条約によりはじめられたことは、人権の実効的な司法的保証の存在に有
利な方向へと進んでいます。現行の条約により法典化されたこの開始は、
法廷の作業の産物です。法院の管轄を免れていた、最後の抵抗の拠点は、
共通外交安全保障政策の諸行動でした。現行の条約により実現された進
化の度合いを測るためには、法院により取り扱われ、このような裁判の

12） C. J. C. E., 25 juillet 2002,  U. P. A., c. Conseil , aff. C ― 50/00 P,  Rec. , p. I ― 6677, pt. 
40
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免除に終わりを告げさせた、重要な事件を見直すのがよいでしょう。そ
の事件とは、カディ事件［2008年］です 13）iii 。 
 　ヤシン・アブドゥラー・カディとアル・バラカート国際財団は、国連
安全保障理事会の制裁委員会により、アルカイダと結びついていると指
摘されました。安全保障理事会による多くの決議に従い、すべての国連
加盟国は、これらの人物や団体により、直接的あるいは間接的に管理さ
れている金銭やその他の積極財産を凍結しなければなりませんでした。 
 　EUの枠組みにおいては、これらの解決策は、共通の立場の採択
（2001/402/PESC）を媒介として、EU第二の柱［共通外交・安全政策］
の枠組みの中で適用されました。なお、この立場は、EU規則467/2001
号と881/2002号により、欧州共同体（EU第一の柱）に移されています。 
 　カディ氏とアル・バラカートは、この規則がいくつかの基本権、とり
わけ所有権と防御権を侵害しているとして、第一審裁判所にこの規則
の取消の訴えを起こしました。2005年9月21日の判決により14）  、裁判所
は、請求者により提起された方法をすべて棄却し、規則を維持しまし
た。この事件の主たる問題点は、EUに課せられた義務の抵触でした。
すなわち、一方には基本権の保護の保証が、他方には、国際公法の規定
の尊重があったのです。裁判所は、EUは国連憲章の加盟国にたいする
義務に拘束されており、これらの義務は、EC条約による他の内的義務
すべてに優位するとの結論に至りました。第一審裁判所は、国連安全保
障理事会の決議や件の規則の合法性を、EUの法秩序における基本権の
保護の基準でコントロールするためのいかなる能力ももたないと述べま
した。その管轄は、それらの決議や規則と、「国際法上の強行規定（jus 
cogens）」との適合を審査するにとどまるというわけです。 
 　上訴の際、法院は、裁判所によりとられた論拠を覆しました。まず第
一に、基本権にかんするECのあらゆる行動の有効性は、法的共同体に

13） C. J. C. E., 3 septembre 2008,  Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International 
Foundation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés 
européennes , aff. jtes C ― 402/05 P et C ― 415/05 P,  Rec. , p. I ― 6351

14） T. P. I. C. E., 21 septembre 2005,  Ahmed Ali Yusu f  et Al Barakaat International 
Foundation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés 
européennes , aff. T ― 306/01,  Rec. , p. II ― 3533; T. P. I. C. E., 21 septembre 2005,  Yassin 
Abdullah Kadi c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés 
européennes , aff. T ― 315/01,  Rec. , p. II ― 3649
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おいて、国際的合意により侵害されることのない自律的な法システムと
してのEC条約に由来する、憲法的保障の発現と考えられるべきである
からです。 
 　次に、請求者による取消の訴えについて判断を下す際、法院は、資金
の凍結の対象となった人物と団体のリストの中に請求者の名前が入れら
れていることを取り巻く状況を見ると、彼らの防御権、とりわけ聴聞権
と、実効的な司法審査にたいする権利が尊重されていなかったと判断さ
れるべきであると結論付けました。 
 　法院は、判決理由の事前の伝達は、本質的に、資金と経済的資産の凍
結措置の効率を脅かすことを認めています。この措置は、その本質自体
により、不意打ち効果を享受し、即時性をもって適用されなければなら
ないからです。同じ理由により、EUの機関は、彼らの名前がリストに
記載されるよりも前に関係者の聴聞を始める義務もまた、もたないので
す。 
 　それ以後、テロリスト団体と結びつきをもつと推定された自然人ある
いは法人への制限措置を見越した、諸決定の適法性のコントロールは、
その法的基礎をEU運営条約第275条に置くようになります。 
 　「欧州連合司法裁判所は、共通外交安全保障政策にかんする規定、及
びこれらの規定に基づいて採択する行動にたいしては管轄権を有さない。 
 　ただし、裁判所は……理事会が欧州連合にかんする条約［EU条約］
第5編第2章に基づいて採択した、自然人又は法人にたいする制限的措
置を定める決定の適法性を審査する訴訟手続きであった、この条約の第
263条第4段に定める条件に従って提起されたもの（すなわち、取り消
しの訴えです）について、判定する管轄権を有する。」 
 　EUの諸制度の行動は人権を尊重しなければなりません。それはEU
法の適用の分野に入る国家的行動にかんしても同様です。 

  B　人権に反する国家の行動の法院によるコントロール  

 　EU運営条約第291条第1段の結果、「加盟国は、法的拘束力を有する
連合の法令を実施するのに必要な、あらゆる国内法上の措置を採択」し
ます。加盟国に与えられる執行機能というのは、EU法を施行するため
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に、加盟国が規範的・行政的・さらには司法的命令という、あらゆる措
置をとるべきことを意味しています。実は、条約は、EU法を執行する
ためのヨーロッパ中央省庁を組織してはいません。これは、EU法の国
内法秩序への統合を容易にするためです。したがって、執行は、加盟国
による基本権の尊重にかかっています。 
 　国家による執行の行動についていえば、ワショフ判決［1989年］の
際 15） 、法院は「EU内の法秩序における基本権の保護に由来する要請は、
EC規則を施行する際、加盟国も（拘束し）、その結果、これらの国々は、
前述の要請を無視しないことを条件に、可能な限りあらゆる措置によっ
て、これらの規則を適用する義務を負う」と考えました16）  。この事件は、
酪農家の割合にかんするEC規則の枠組みにおいて予定されている、損
害賠償の権利の付与の請求に関係していました。つまり、ECの行動を
執行する国家の措置が問題とされたのです。 
 　EU法に反する国家の行動については、法院はERT判決［1981年］に
おいて、EC法に反する国内法が、たとえ諸条約により正当化されると
しても、その施行は、EC法秩序において保護されているのと同様な、
基本権の尊重においてなされなければならないと考えました17）  。この場
合、ギリシャの裁判所は、法院に、人権と基本的自由の保障―表現の自
由に関係するものです―にかんするヨーロッパ人権条約第10条の解釈
を求めました。その目的は、この条文と、国の音声映像技術にかんする

15） C. J. C. E., 13 juillet 1989,  Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und 
Forstwirtschaft , aff. 5/88,  Rec. , p. 2609

16） C. J. C. E., aff. 5/88, pt. 19
17） C. J. C. E., 18 juin 1991,  Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) c. Domotroki 

Etaira Pliroforissis et Sotirius Kouvelas , aff. C ― 260/89,  Rec. , p. I ― 2925, pts. 42 ― 43「そ
の判例によれば、法院はヨーロッパ人権条約に照らし合わせて、EC法の枠組み
の外にある自国の規則を歓迎することはできない。逆に、そのような規則がEC
法の適用の場に入る時には、法院は先決的にそれを付託され、この規則と、とり
わけヨーロッパ人権条約の結果であり、法院がその尊重を確保している基本権と
の、自国裁判所による適合の評価に必要な解釈の、あらゆる要素を提供しなけれ
ばならない。加盟国が、役務の自由な提供を妨げる性質をもつ規則を正当化する
ために、第56条と第66条の組み合わされた諸規定（les dispositions combinées）
を引き合いに出す時、EU法により予定されたこの正当化は、法の基本的原理と、
とりわけ基本権に照らし合わせたうえで、解釈されなければならない。したがっ
て、問題の自国規則は、もし法院がその尊重を確保する基本権と適合するのであ
れば、第56条と第66条の組み合わされた諸規定により予定された排除の利益を
享受する。」
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法制が適合しているか決定することにありました。 
 　先決裁定の枠組みにおいては、法院は、人権に反する国家の措置を規
制しないことを明記しておかなければなりません。法院は、EU法秩序
により与えられた基本権の保護に照らし合わせて、自国法の適合性を評
価するために、適切な規定の解釈を行うにとどまります。もし、自国裁
判官が、その解釈裁定から結論を引き出さなければ、その国は責任を負
わされる可能性があります。そのことにより、人権の実効的な司法的保
護の存在が確認されうるのです。 
 　EU市民や、加盟国の領域内に住む第三国の国民は、EU法に服してい
ます。しかしながら、われわれは、条約により提示された、個人が法院
にアクセスするための非常に制限的な条件を見ました。それらの条件の
ため、リスボン条約によりもたらされた緩和にもかかわらず、この領域
（entité régionale）の中に、人権の実効的な司法的保証の真の権利が存在
しているとは言えません。EU条約第19条第1項第2段の結果、「加盟国
は、EU法がかかわる領域において、実効的な司法的保護を確保するに
十分な救済手段を提供しなければな」りません。国家に与えられたこの
使命は、誠実な協力の原理に由来しています。言いかえると、誠実さの
義務の名において、自国裁判官は権利の保護の責任を負い、また、われ
われが関心をもつ点にかんしていえば、人権はEU法により認められる
のです。 

 第2部： EUにおける人権の実効的な司法的保護の権限の
保有者としての自国裁判官 

 　実効的な司法的保護は、ひとつの基本権ですが、ここでは、人権の実
効的な司法的保護、すなわち、これらの権利を尊重させるために実施さ
れている司法的方法の存在を証明します。行政機能が加盟国に属するこ
とはすでに見ましたが、それは、加盟国があらゆる規範的・行政的・司
法的措置をとらなければならないことを意味します。自国裁判官は、
EU法における共通法の裁判官ですが、それは、まずEU法に関係する
訴訟を知らなければならないことを意味するのです。 
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 　1978年3月9日のシンメンタール判決において iv 、法院は「その管轄
の枠組みにおいて付託されたあらゆる裁判官は、加盟国の機関として、
EC法により個人に与えられた諸権利を保護する使命をもつ」と考えま
した 18） 。したがって、自国裁判官の義務は、実効的な司法的保護への権
利を保障することであり、われわれの場合においては、EU法秩序にお
いて承認された人権を保護することです。しかしながら、これらの権利
の保護は、どのような方法で表現されるのかを決定することが問題とな
ります。われわれは、自国裁判官がEU法の解釈あるいは有効性に疑問
を抱いた時、この裁判官は先決裁定手続のメカニズムを媒介として、法
院に疑問を投げかけねばならないことを見ます（A）。また、付託の義
務に反した場合、加盟国は制裁を受けることを見ます（B）。われわれが、
EUにおける人権の実効的な司法的保護の存在を結論付けることができ
るのは、制裁のメカニズムの導入のためなのです。 

  A　 国内裁判官にたいする、ヨーロッパ共同体法院への先
決的付託の義務  

 　EU運営条約第267条第1段によると、「ヨーロッパ共同体法院は、次
の事項について先決的に判決を下す権限を有する。（a）基本条約の解釈
（b）連合の機関、補助機関、部局又は外局の行動の効力及び解釈」とさ
れています。 
 　先決的付託は、自国裁判官への異議申し立てです。実際、もしこの裁
判官が自ら判決を下すことが必要だと考えるならば、この人は法院に尋
ねなければなりません。自国裁判官は、その回答まで決定を下すのを猶
予します19）  。 
 　解釈にかんする先決的付託の枠組みにおいては、自国裁判官は、それ
を直接的に適用するためであれ、EU法との適合を判断するためであれ、

18） C. J. C. E., 9 mars 1978,  Administration des finances de l’Etat c. Société anonyme 
Simmenthal , aff. 106/77,  Rec. , p. 629, pt. 16

19） 2011年の年次報告によると、法院は自国裁判官により提示された質問に答え
るために、平均して16.4ヶ月費やしている。しかしながら、在監者が問題となっ
ている場合、緊急手続きが実施される。2011年の年次報告は、次のアドレスか
らアクセスできる。http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012 ―
 03/ra2011_version_integrale_fr.pdf
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条約の条項と（あるいは）第2次法の規定に与えるのにふさわしい意味
を知ることを目的として、法院に質問を行います。この付託の枠組みに
おいては、終局的判断を下す裁判所のみが、法院に付託する義務を負い、
下級裁判所は裁量権をもつにとどまります。このことは、誤った解釈す
べてが、控訴院においてであれ、破棄院においてであれ、修正されうる
という事実により容易に説明されます。 
 　有効性の評価にかんする先決的付託の枠組みにおいては、自国裁判官
は、上位規範に照らし合わせて、付託の対象となる国家の行為が依拠す
るEUの行動の適法性について、EUの裁判官に質問します。EU運営条
約第267条第3段によると、「国内法上その他決定について、司法的救
済が存在しない加盟国の国内裁判所に係属している事案において、この
ような問題のいずれかが提起された場合には、当該裁判所は、その問題
を法院に付託」します。一見すると、終局的裁判所のみが法院に付託す
る義務を有するように思われます。しかしながら、法院により採用され
たのは、この読み方ではありません。フォト・フロスト判決［1987年］
において v 、法院は法の統一的な適用の絶対的な要請を理由に、ECの行
動の有効性の評価の独占を横取りしました20）  。国内裁判官がEUの行動
の有効性を検討することは禁止されていませんが、その無効を言い渡す
ことはできないというわけです21）  。有効性の評価にかんする先決的付託
にかんするわれわれの主題を描くために、アルセロール判決［2008年］
を見てみましょう。 
 　この事件では、アルセロール社は、フランスのコンセイユ・デタにた
いし、EU内における温室効果ガスの排出の割合の交換のシステムを成
立させた、ヨーロッパ議会とヨーロッパ審議会によるEC指令2003/87
号を逐語的に置換したデクレが、製鉄業の分野に適用されるとして、そ
の取消を求めました22）  。申立人が持ち出した主たる理由は、平等の原理
への侵害と関係していました。実際、申立人は、このデクレが平等の原

20） C. J. C. E., 22 octobre 1987,  Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost , aff. 314/85, 
 Rec. , p. 4199, pt. 15

21） C. J. C. E., aff. 314/85, pt. 14
22） Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission à effet de serre dans 
la Communauté en modifiant la directive 96/61/CE du Conseil,  JO L  275 du 
25.10.2003, p. 32 ― 46
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理を侵害すると考えていました。その理由は、鉄鋼業とは競争状態にあ
る、プラスチックやアルミニウムの生産業が、このデクレに関係してい
なかったことにあります。コンセイユ・デタは、平等の憲法的原理は、
法院が保護するEU法の一般的原理に統合された部分をなすと考え、有
効性の評価にかんする先決問題を提示するべきだと考えました。2008
年12月16日の判決において 23） 、法院は、平等の権利に照らし合わせて指
令の有効性を認め、2009年6月3日の判決において24）  、コンセイユ・デ
タはこの判決を公式に受け入れました。フランスの行政最高裁判所［コ
ンセイユ・デタ］が付託の義務を遵守していなければ、平等の原理の保
護は、EU法の統一性とともに侵害されたでしょう。これらの危険を理
由に、法院は制裁のメカニズムを実施したのです。 

  B　自国裁判官による付託義務違反の場合の制裁  

 　自国裁判官による付託義務違反は、その裁判官のために、加盟国が責
任を負うに至る可能性をもちます（1）。しかし、ヨーロッパ委員会は、
義務不履行訴訟（manquement）により、法院に付託することもできま
す（2）。付託義務の違反の場合の制裁のメカニズムにかんする、法院の
判例を分析することで、EUにおける、人権の実効的な法的保護の存在
を結論付けることができます。 

 1　国内裁判官の責めに帰すべきEU法の違反にたいする加盟国の責任 
 　EU法の違反にたいする加盟国の責任の原理は、フランコヴィッキと
ボニファチ判決［1991年］で、法院により初めて確認されました 25） 。こ
の特殊な事件において、ECの裁判官は、加盟国は、立法者を原因とす
るEC法の違反について、自国裁判官に課せられた責任を自らの責任と
するという原則を提示しました。裁判官の責めに帰すべきEU法の違反

23） C. J. U. E., 16 décembre 2008,  Arcelor Atlantique et Lorraine e. a. , aff. C ― 127/07, 
 Rec ., p. I ― 9895

24） Conseil d’Etat français, 3 juin 2009,  Société Arcelor Atlantique et Lorraine et a ., 
n°287110

25） C. J. C. E., 19 novembre 1991,  Andrea Francovich et Danila Bonifaci et a. c. 
République Italienne , aff. jtes C ― 6 et 9/90,  Rec. , p. I ― 5357, pt. 35
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にたいする責任を国家が負うことにかんするこの原則は、法院により、
コーブレル判決［2003年］の際に承認されました。 
 　「もし、国際的法秩序において、国際的義務の違反により責任を負わ
される国家が、その一体性において、損害を原因とする違反が立法権、
司法権あるいは執行権にあるとみなされるのであれば、EU法秩序にお
いて、その国家のあらゆる審級は、その仕事の完成において、EU法に
より課せられ、特定個人の状況に直接に作用する可能性のある規範を尊
重しなければならないだけに、いっそう責任を負うとみなされる26）  。」 
 　EUの裁判官は、国内裁判所の使命によりその立場を正当化しました
が、その使命とは、EUの法秩序から個人が導き出した権利、とりわけ
人権を保護することです 27） 。裁判官の責めに帰すべきEU法の違反にた
いし、加盟国に責任を負わせる可能性は、この実体における、人権の実
効的な司法的保護の存在を確認することを可能にします。この主張は、
国内裁判官が付託義務を遵守しなかった時に、加盟国の義務不履行を非
難する可能性により強化されます。 

 2　司法上の義務不履行 
 　司法上の義務不履行は、おそらく、ヨーロッパ委員会による場合であ
れ、加盟国による場合であれ、義務不履行訴訟の枠組みにおいて、法院
のみにより指摘されます。義務不履行訴訟は、「基本条約に基づいて負っ
ている義務を履行しなかった28）  」加盟国に制裁を加えることを目的とし
ています。法院の現在の判例では、司法上の義務不履行は仮説にとどまっ
ています。しかしながら、イタリアにたいする義務不履行判決の際に、
法院はこのような可能性を暗に認めました。 
 　この事件では、ある会社が、EU法に反した自国法を適用して、非債
弁済された税金の返還を請求しています。この事例においては、EU規
則がありませんので、行政により不当に徴収された税金の返還を進める

26） C. J. C. E., 30 septembre 2003,  Gerhard Köbler , aff. C ― 224/01,  Rec. , p. I ― 10239, 
pt. 32

27） C. J. C. E., aff. C ― 224/01, pt. 33
28） EU運営条約第258条第1段。［委員会は、いずれかの加盟国が基本条約に基づ
いて負っている義務を履行しなかったと認める時には、当該加盟国に所見を提出
する機会を与えた後、当該の問題について理由を付した意見を発表する。］
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ための方法を準備するのは、加盟国の法秩序の義務であります。そこで
問題となるのは、自国法の司法による適用と解釈が、非債弁済の返還を
有効にすることができるか否かです。法院はイタリアの義務不履行を認
めましたが、この判決の利益は、裁判官が付託義務を履行しなかった時、
彼らの責めに帰すべき義務不履行について、国家に制裁を与える可能性
にあります。「作為あるいは不作為により義務不履行の原因となってい
る機関が何であれ、それが、たとえ憲法により独立した制度であったと
しても、加盟国の義務不履行は、原則として、EC条約第226条（現在
はEU運営条約第258条になりました）により指摘されうる29）  」のです。 
 　「憲法により独立した機関」という表現を用いることで、法院は暗に
国内の裁判秩序に言及しています。その結果、最終的には、司法上の義
務不履行が指摘されると予想できます。人権の実効的な司法的保護は、
法院に訴える方法と、既存の国家による手続きの方法を補完的に用いた
結果です。しかしながら、その保護は、とりわけ、国内裁判官が付託の
義務を怠った時に、国家に制裁を与える可能性にあります。実際、付託
義務に従わない自国裁判官は、二重の意味で裁判される側を軽視してい
るのです。そのひとつは、彼らがヨーロッパ的な人権保護に反した自国
法を適用していることです。もうひとつは、自国裁判官が、司法への権
利を侵害していることです。というのも、彼らは、裁判される人々が法
院にアクセスすることを禁じているからです。 

 訳注 
 i   この判決については、中村民雄ほか編著『EU法基本判例集［第2版］』日本

評論社、2010年、148 ― 158ページを参照。 

 ii   この事件およびプラウマン事件、イェゴ・ケレ事件については、中村ほか前

掲書、114 ― 121ページを参照。 

 iii   この事件については、中村ほか前掲書、367 ― 378ページ、中村民雄「国連安

保理決議を実施するEC規則の効力審査―テロリスト資産凍結（カディ）事件・

上訴審判決」『ジュリスト』1371号、2009年2月を参照。 

 iv   この事件については、中村ほか前掲書、24 ― 31ページを参照。 

29）C. J. C. E., 9 décembre 2003,  Commission c. Italie , aff. C ― 129/03,  Rec. , p. I ― 14637, 
pt. 29
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 v   この事件については、中村ほか前掲書、104 ― 113ページを参照。 
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