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議 演

はじめに

鵠寄与壊と損害賭{賞訴曜

ミュリエル・シャニィ
(ベル什イ:l二吋ンガンタン・アン・イヴljンヌ大'7-:教授)

訳/古 同 克己 (;lti1iリ波大学制受)

fj!U:、日名指害賠償訴濯にお vミで競争決r))r-:-l:j需を者l長すてきか，.いう、

民事支f工法と訴す十社、ンの関係にかかわる問題がホソ卜 lこ談論されてい

る。不ゴ幸子主張こ 絡に考えてみようこ宇るのは、この間犯である c

いま、損害誌償訴権という話μついて慢数形舟用いたので こ礼ら

0);示権はまえ多くれ[をされていると ρ う印象を号 λ るかもしれない

かし、残Jとながら、そんなことは全然な 1人貯償を求める訴訟は、少

な¥とも講義辛に閉じこめられて v、る大学教的にこリて 7 ケピス同総

なものlついて， 'えば、きわめてノレ数仁川一まって， 'るし

訴訟がこむなにも位少であることからすれば、校争u、〉民事麦f工と

が不治台を起こしていると t，'::;考え )jにl去、伝?隠れがあると 1--1わ右け

ればならない¥:事責任は、主主7川大 現「の ホ " な 話 出iに反応ず

る形ゃいえば、反競争出"'関する法として型清されたもの の

諸門限に平一七マることばできないのであのうかつしかし、員長 f1t;でといっ

ても、 J什'*(10にはと、のょっな巨不空なのでありうかっここでも、:昔弓場七、

l とりわけ山下の士献をきさ:1\~ ，èむ L\'rl 山rl (]C 1(1 Crr'1l1l'issio;， Sllf ;CS ， lC~;()ll 、 C;
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競争決I--H:1.竹需(寄手引を

rlbC':をネ夏季立で諾っているこ Y は鷺きを与えるかも Lれないο 扇子'(i、につ

l，" ~C ~よ、多くの場台、ヰ三;正の J、さなまま-1j'11、を、 または良乃競争!l、をはる

ことで 致が，It!られたり二礼は 主主"'fl法の日夜は以 であるこいう半完

l対L心するものではないのだろうかつ競争ィ去のは楳(土、最大多数の $R

の平li1;;子に従--:'-CI:;':I:誌の良好な作動を f~;~ぺ、するとし:う庁; のもの.cu:なしミ

のだろうかつしか:戸ながι、競争以、ぞれlif弘治、巨rY0e: J)¥いはなく、複

数の C的 +:Jjlのために用 νaられる手段と 1ても;情ワけら才iゐものであ

るJ それらの目的とは、欧州委Et;の京f止を{亡りるなら i1'、 l 坐産性の

e.J上、イノベーンヨン自主}Jの増1生j であれ、またそれを超えて l以川連

合 の 占 成 長 および欧州rtにのための履jlJ機会の創出 Jであ4 。さらに、

骨毛利益 Ui:1le，e1針日ぐraけがイ六足する最大多数のdifi':の利益の役仁、

J;J..e¥;利主主、 Ef怪人刀、干宇佐;するのであ :'J、私的利必のiおも土、 11IJ ~rJ'-:二、私

fドj示Il~ 炉密長に九 1 むしている 般市j111い) (1--1，ρ うf下j守をも帯びるので

あるロ， ci百個人」といっ表現iJ、ここでは企業や消E王者をねすが、それ

そごれね￥併償訴棒の主有二こなるIlJ能性を持ったイである J すなわι、

r:i. \t主争 fド~1J ぬに関する 目標l士、~.~芹括償訴悔の河津正 (，，-~、まさ

に複数与#するのである。

主主士の'p~:Ô止における去行日目償訴訟が l 完企な 1;川会途 状:~ :にある

ことキf青まえて三郎川長員会l正、「グリーン・ペーパー(Ulll.i，，';"f' v("rt) J 

を!-~哀し、 それにだする宗主を jとめる Yいう立見収取ず続を同点台 Lた。

その恒 l山よ、反競予約行為に関ずる欧州共い件担、Jこ加する;毛皮があっと

持令い、「?口:「町長t江主ふを符討にする l ごと♂あった¥この 1flじよ。

てボされた)j i;'iJ ;-:-J:れば、羽越(j:、 日吉償請求のより実効的なシスィーム

にt:.~) """の主要な答弁が何であるかを特定 L 、 ~r~:~賠償訴濯を改善する

ためにj;(米とは異なる と h~jJ の月五;己 必こと にある三こ

れl之、結局のとごろもおJ六時1償訴権ぃj弘通て泌--"fl、去の芯円限努考慮すべ

きかと ν寸 YJ極を提起すると ν寸二 Y ではないだろうかフ

b ，じ、c'. p~'目。 p. 3 

'] L;'-' !l、じ(~，巴 (i'c.. p. 4 
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l背 滞

..." .--(きか i寸 aUl-ilJ という疑問立は、非人称出jなニ Lアンスを帯び

ている。と l、うのは、この疑問文lよ、全行常的に問題を続起するから℃

あるわこの説iiJjえは あ1にたに対 L'(、官、;こ対!〆て、企来い士nて、旧

費首Yメすして、大半数 j附仁村して、 !t~. ~，守:;*での llJ問者」仁メすして、

つま，')版予現%の専門的機関や i-T;a-;~l礼判所、 b丸川 >'./\jングノ機関や )1日 1，1主E

Lベ)v 幾鳴などにおける判断者にJI~~亡、同耕一を提起するの1ゃある。

そして、各人がそれぞれの形で、ある苔は'1'1;i人、ある苫 i正也;乙丹、ある

.g は ~hù~ll、ある当 i土シ/ポンウム、そしてある者は委員会的ザイ下I，~~;f3 

し、仁、 Iwl子 しているし少なくとも域社のとこの、烹見間続を蒸し

t;~x てい〆乙の l土、 \'-í イ去者だけであゐ。実i湾、 rzxバレペルであれ|リ内 l ベ

ルごあれ、規範的自1:告を有する託'f'訟の法よl立、ね手手県「員長権γ:???及 l

U 争い九一見し r_~ ところ、池のがl裁が優先されてしみるのである

以上u)1"': "(い〉内科が事7古川jなものである)すれば、それは、そこでの

ci~ ，t11 もまた同様に多 J!:: :'rZ]であるか 4 である c なかでも、反競争的行為の

被告苦の取扱い、被岩;者に認められるべき地位、 9'~宇 iての実効性じつい

ての事i青はそうじある。王子、 上り地論1I9ではあるがこれも私に J コて

なじ刊のあ之間辿であ之競1J-i1.、におけるI記事責任の将求と L汁将米 f慌

のテ fについても、事情:止同様であるつ L心事責イ1を共通法の安らかな

ふところし腎めておくべきなのであんうか、それともでれ事競宇の必要

l干のために村立たセる，えさ訟のであろろかり役者の1;;)合には、 どの桜度

H山たせるべきなのであろうかヲある特別な法文をJ京択すべきなのであ

ろうか、それともブ γ トl基ーっく民事主f11士をその会科、とにと 1官民許

せるべきなのごあろうかう

このように〕て、その ili発点 ~.I人j存にお u 、 な iEの間近辺;8と

3ιじ条約，，1条およ υ ねつ条;こ規定された競争捜誌の実施に院する /u¥Iつな I~ 汀川

口のiJi:JII陪僚坦五一会iE!'1第2003-1 せは、民主主争f 為の被害者;こ対せる I~害賠

償のiす7l言及 v ているれぞれは、lD-(コl;i:'Jj句東7Jめない規則前正で加わゐ

ものでしかない(ド丈州を民会が E C1'主lょう伺ω可;'JJ件〉の1品J;::i司するコミ工

う (COm:ll. Clφ くじっll1i.lllr:l日 tiUllS~lr 1 れに O()l~守口lt:on entre I~， ωTI!1l1 1日 iÜll et 

lcs ! uddicti01仔 naLoニ12spou;-t:lpptlcai-ion dc凶 mtlclc::-， 81 c'-8:~ 山 r;:uté 仁Ej

JO 27 avd 20C:4， C 101， 1;， :)4 et ぉ日:J刊 p~s. 2 N 4ノによれ苫 ζl→及〕て ν、る J¥l
r民営Jト悼jも、それ )j卜に強!:;:j(tj ~~~ものビはな v ミ

l3'iJ ~lìJ、 S8i;;.ω) 2日3全



競争法と損竺賠1貰長「同i

それへの|口l符が咲き誇るように提示されているのであるのそれにl白而し

て、不安もまた拡大する。不Jムl土、質問に直面する学iす取得者を拠える。

どのような|口|件を Fべきなのかっこの恐るべき選択問題に対して、 2つ

の解決策カヰもj、された。これらの解決策は、結局のところ、結合してお

り、補完的なものであるつ言葉との結び付きを強めること、そしてある

がままの木米の性質に従う、ということである。今け、問題を提'J、され

ているのは、まさに私、大学教印1Iとしての私である。この大半数印1Iは、

実定法を援JIJしないわけにはいかないが、同紙に下測に朱づく本来の法

の浜寸4にあえて踏み込むという危険をも冒すことになる。「すべき fal

lou'J という動副の請源は、一種のガイド、羅針幣として、次の 2つを

区別することに導くのである。ナなわち、一方では、ナでに必要となっ

ているもの、義務的と理解されているものがあり、 f也hでは、将来必安

となるであろうものとその根拠とされる適切性に関する議論がある。し

たがって、第 1に重要なのは、現時点において義務的となっているもの、

「況にある法 l明 elataJと取り締むことである u その際に、異体的には、

H'1合賠償請求lこ関して 5年の間隔をおいてなきれた欧州裁判所の 2つの

判決を取り上げることにする υ ついで、第 2に、将米について、「ある

べき法 legeferendaJ としてどのようなものが適切であるかに言及する

ことが重要である υ 欧州共同体法における悩害賠償訴権の保全がいかに

賞賛に値するように見えたとしても(Il、将来については、指合賠償

訴権をフランス的に党達させるという h向を展望することが可能である

( II )。

1 '現にある法」における義務的なもの:欧州共同体法に

おける損害賠償訴権の保全

損害賠償訴柱にはメリットがあると1'lj断された (A)。だからこそ、

わ Lは欧州共同体法のコントロ ルの下に聞かれる (B)。

A 損害賠償訴権のメリッ卜

指害賠償訴権にはメリットがあるというと、それは本斗だろうかとま

ず疑われることになろう。 損害賠償というこの古典的制裁は、人心の離

北法58(;;-35:>)2533 [:18J 



l背 滞

jえに依lんごいるのではないとろうかソ Lか L ながり Jr~台以償訴濯には、

反競争 l刊行為に問するにおける波古者の丸U.{i'と結びついているがゆ

えに、真の志 I床での綜カカえあるのである c tμ許賠償訴十宇には、天際のと

ころ、 2つの商でのメリ y トがめるコそれは、彼当者自身的保詰;

ると〉も;こ、主主，*'声を介して版予を f~;~;:;'をするのである f

損害対償の付与(止、まず法，二、反 'Y';的行品の被害者を保r止する制

裁}~ ~て王 iれる 担:zった渋害[η11誌の千i交であJ主がゆえに、それは、 j主義

ジ)nJ事帯'JJjえや行政上の排除桁摘がなしうるよりもはるかに良〈、 主主界的

干Ij訴をiおまするのである。もらろλノ)'IJ亨制みえや行政|ーのjjll:主持活のわ 託

)1=宇百定するものではないが、これらの手段l人ねEを発 ~l させた:些玄

をそのまま有統させる )JJ.f，;t)jの結果どして認めら礼る遡攻防主効;J台宗

に上〉ても、この過去を完宇;これ::fL.l、るこ丹が日にロj能(:-1.ミうオ〉けで:土

ない r グ J ン・べ v パ にぶいて欧州委員会が述べて v通るよ J)Iこ7、'fI

競争的行為の結果tl1岩争被った者に土Jする併簡の{す守 幸 -:-rj立~ ~.するこ

kJ土、民事責;王の職務に属するのであるへ

t肘y又~~品昔志競J氏t'f平「的イ行丁為に，~丸U す εi封元雫「的ド内J制裁について I独占1権宰 を有する 0の〉川iはf正I

J芥-干ト円医でCの乃百司Ii去よ決え判月所;である口 したが"て、 jA古償訴慨を活用「ることが

[(1(什共同体の競争法の民-tl己と分権化こいう 11標達成;、百守するという

のは、不当である もr とも、そうだ Y しでも、競争闘係の諸機闘は、

その判断:こぷづい土決Jょを1:うと l、う立字的なメリソトを:たうわけでは

なく、ぞれす1tiJ.の場所に問主換去るだけであるつ

';j¥こ:二、 そ Lでと，')わW! --Jri'i守賠償訴権が34jAよ二に長献するのは、

静1rに関寸る公序の維持¥いある。被宵すfl土、反競争 iYJ1T.t，にMする潟い

にお ν 、ても責主主な福田J者と受けとめられる r 被'~.者(止、その若を Jた L -( 

1jわ才17_:;主反行為を、反Ni:争的1Jノ汚コシト口-)レのf干に勺たる宮署仁苅L

らせるために、最も涜切なf立摘を E めているのではないどろうかつ欧州

裁i'I;0f: ，;こJれ(，;、 J;u iiill'.1 の j主判所 lこ対ずる J当告賠1ìミ ~I手権 0) 行;吏は、戸文

.HI共同 ft(.こ fコける充籾伺な宣r~ "JI の維に決定的ド ~Ä'i.ifすることができ

l.i vrc ¥-t r~. Prl;l:.， p. 'j 
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競争決1-.H:1_竹需(寄手引を

る lのである「欧州政判所のぷ判官は、見くのように判々、〕て 0'る 1か

かる将利は、競争に関する欧什{共H!本の諸規訟の実践的な刊十予……を詰

イ!こし、多くの場介には;~， :i:;札ている、己主干のf動方奇市'jr，~しまたは予子 1111す

るザ古自性のある|品川二や行為を抑止する性質のものである」人 111)憾の苓え

方を、以丹';-~只 15がグ j ーン ベーハーにおい仁衣i山してし:る J すなわ

九、これらの詐十年l土、社iに主 if心。〉イヤ5Zとl、う恒i崇;こ谷えるだけでは

ないυ それらは、 反兄見守的行動をよJ!IIする二とによっ七、ー ー欧州条

約の出;R1.'2 tJ) '-，'，~ ~士実効性を iilf{~する J ，_，

続'YI-Eiγ;ふ;21之、クラス・アクションに関するその支見書の"ご、かか

ゐワヰ村上が波宇法の実効(iむな発動 Jこおいて果たしう ο{宣言宇jを品、cJ:，jしたら。

そごでも、結局のところ、同!〆ごとが35ら;fiているのである lメ5え'f'自7

lil自の被害者 i士、このレき、「真の7ケターであり、公権 }JO);IIJ.8Q.当と

L， -(..1 ~J~れる九迫Jぇ行為者が被ξp であ λ へ財政上の 1) スクの増/人は、

無視しf誌ない抑'1力のブ 7/タ となるからである"

検F干すれば、 b己競争均行為の被:古;者に叫し亡、欧州共同中加盟国レベ

ルで民事責任Yυうトグ)保護を吋ーするこ1:土、 :lj~'J日共同体内競争

i1、の完会な実効性を確保し、有効な効*を作之ために、 j~，~，込なことぞあ

るlC 欧州ぷ判所:こよ Jて力強く}，時iされたこの考え巧 i土、欧州J&，';'ij日;

の裁判 J口がtll盟問レベルの損害司会f話料草寺での監視のもとに世くという

手古来を J穿くことにな， ，た〉

B ~主Ì'N共同体によるコントロールの下での損害賠償訴権

欧州条約1:Pyc小の担えが世ふれていない11 、損￥培憤訴棒(土、た:"j

イふ加 l有国の国内J、の士Hl"- に ~Ii する n とど L 、 での骨1 求 1J日 I，~'完百円国|人ljf、初、

ド仁JCE1日jL: illぜL2U05日H.juinLes (;-29:; / 04-;1 (--20ぷ I i).l.J¥hllfいd とt日ドt

9:. V. ;-，11SS; CJC2， 20 :-.C]、μ目 hr:-.~以)1. c-'に主 99， COll了日究、 Rc'. ~. Jl. 02~)7. r:Ls 

つら etチ7

。Cons.C0liC..止、 sdu 21引っlCEl:)rc200G rclalEε: ，n:']"，八lcc り ndc 1'::;cliο1i c1l 

glυlIpe t'n 11'.日:ie'''(:'de pl"<e::q;1t'日山lticりr:cunぞIlTi(:'llt~S 

l AI 、 1 え pr(-('，川 ~9

11AU1ぉ pr(;~" uL 31 

12 CじE13 ; uillet ?006. cl合c.prec.， V 9U ~，プj 】レニル禁 11 に|叫す

ポ;詰S8(仁:lsl)2~_'>'l 1.4ハl



l背 滞

J 弓二 t こ判断 O)~百万王革められるこ炉になる Y しても、それはコントロールを

ないと l、うものではない。

は、「二円半」郎、F与にと共同体v去の埼↑主がないの守あるから、

五賠償を議求寸る]存利の手 l 使初、を決乙寸ることは、 JJn型i斗である各

国の国1'"i土千日目、!ヱの権限に仔:する，1:-!ことが確認主れるつこれ{は上、 7続汗

治ぴの〉原目昨則lリlμ;こj汎?πZ手台?する dも〉 νJす勺〉

れ、 各図の詰法;j和j，、u咋予;ド、長認Eめ主ら】れ之るJら特守権がf帯嗣制告伊制11限メれzるJ';つは、 均等の要己lTj

(1' exi (!，I-' n日 j'白1lll\λlt:G(，(-~ノである l この安誌に上って、競争に関する

J、，i1J 休日、のコ皐jえに t~sっくものごあるか国内伝、ジ〉二主lλ に慕--;くものむある

かを iズ足りすることなく、政治 ここではj目当日吉f止 については1;;)

の扱いをすべきものとされる もう 1つは冗効性の要P'11j (J 'cxigcne~;ω 

cfficaci ，(~) --cある〈この安清広、均等のきさ詰よりもさザコいものマある「

均受話tJ土史なり、こ乙では、|抗州共同{ペレベルのT泣いを前雨?にrh

した形での芸SI;6':i取扱いがなきれるロ具j.W;には、問内法に 4る救涜の

行法主Et主が、欧州法tt-下に」って{寸守されている棒不:J ここで問題こ

なノているのは県中蛤{えの権利 の行使を現実には小:J誌にし汗!)、

または品医に!*f~&(.ごしたりすることがないよっにすることがき bl だとさ

れる p 撚三寸れ(工、同刈法がその行定を妨げ三り、またはその行伎の重

ったな主 D ，j;、なる場f口、は、こ l' んの救治安岡i人~j土内 )1主用から免 l' させる

ことが3君主J長っ;?りれるのである千fえ日)古び)t~ 、Þ! C J.::これら 2つのに;界を

精子半 3せつつ、欧州政判丹.T~よ、いわゆるカレ J ジ判;共 (arrèt Courage; 

とマユつレデ f杭伏 l山 rf::¥f日lfrcdi)にお， 'と、叫f)~要効\J;!:の百I

百ドおいて、?員五括償訴権のありんを明伸;小すこと;なった

1)損害賠償訴権の行使

;と汗~:;:~償訴准を行使 t;るに再三しア、 ν 、くつかの間胞がUA起きれ/L lJ ど

の裁判FI1-::~訴えを提起すればよいのかう日分は提訴権を布しているのだ

ろうかついまだJ号訴期間は切れていないだろっかゐ〉欧州裁判所のよ丸三!J'IT

l手、 JLlこノj\ した涜灰引を々、しつつ、これらの4並々な rhJ!~Þ3に対ずる回答を

刻らか(".:L -c t、る

1へ CCE，u:c.j、rh，'

1411 ~lìJ、 S8i;;' ，'>'St;1:::日以)



競争決I--H:1_竹需(寄手引を

丈~ (~えば、共同体位、Uノ進 1_，-、を開 111 とする救済と L て tr't~賠償を求める

Ft*:~~桜をむめるI'<<J_~，こ札らの紋済 I';'i 点てを帯四するため， -

~: 11するJ之、叶Gi-;;:t:'(;:三守る 1枠阪は、 ZZ7守の原 ~IlおふびJ五効性の}r:t ~;Hと道

γすることを条件として、各))11監:_1::(，，'認する)J正時、フランス政府がわっ

た選択によれば、反説予的行為にかかわる争訟の管轄権浪が みーの浪定

された数の裁判所にWi供さ才しる。この決土、，ョ等じi);]{引に何ら反して

いな， . このゴ汁f背(止、元司社、法の規定についずも図 1~"Jì'i: cn規定ドついて

も !:{jn士し 仁透J，jされるから'Y'ある J これはまた、ふ済を求める権利の

行使を妨げる竹貨の杭呆を与ljiEしつる場合 lたとえば、 j'r訟期i悶が苓し

くI三期〆ゴするとか、費)11が顕著 1二階JJ日ずるよっな均台)を除いては、実

幼牲の原則の波pかりよLてもTいの余片j;まないえJ

lこ、出害賠償訴権的 HS~ÿJ :二かかわるルールの決定提出」も、常\:~-id 

(J)留保におしつつも、加洞国のiJ、秋序に属する v これらの規定l土、 ~+i

[二時効期間に;持 4一るだけではなく、その定J済占正:i;::ひが品台に 4るU寺交付字

11一千了戸川f守f.自にかァ;ーわることがあ /'1与る}それらは、実効性の妥誌やち

潟しつつ、ヲ了111:しごfI判Jj(;(jにではなく、与の主体どして審配されな灯れ

ばならなし河川三いうのは、国内Lつの規えが、 l，jJ時に知[#)1(j')~-守効胡町と反

抗守L的行為実行のゴ寺市に同定:_1二時効起許点を定めつつ、也万でH寺ヲジ」件

11ーの I:rJ自主位争認めないような場介に(土、実効性の妄訂が侵害さ l'ること

があわうるからごある n このような組み合わせにぶつて、継続的または

i:~V~ :) :s与れる;号;反行為についてiよ時効;問問が連反1--;t.iのやlr_ii;に満了ず

るよう ffも起こりうるが、そのよう ff にほ、述反行為の紋;ィ手?

が?員妥結償訴権を行使することが妨げつれるとい弓べきである"

欧川1f3i:SIJh'[J)裁判~'~(王、反競争:刊行為のI'!1Cr!:;.:fiのために、「反競争r.;-s

行為と担??との院に囚 I;f!:11，~係が1r ú ずるときは\ね忙の尽慎やふめ

て提訴する権平1;語、認められることを伴認しえ ト述しえ;t)f~'[1';，，{;更しつ間!TiJ

および場所にかかわるコントコールは、この権利を1弘ムすることを UIぬ

としている。このJ:~) (こして、欧州裁判所L土、いわゆるカレノン'11:決に

5
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l背 滞

おいて、力強く、被弁書がIメ説争的契約グノ当事再である九;つであ)ても、

各|主!の1"'1丸心、が仮出者じ7)j員害賠償を求める将利を保全する義務炉ある

骨を可l示したムただし、さ;司の同Hi士がtQ津 ~A ，jí貨の十件干11 を;t]lj 現する町

能性もまた認めら 7孔ている J ぞれは、被岩告が競争の歪拾をもたらす Lこ

とについて豆大な責任を負うような場合ごある J 十典己すれば、被.~有がそ

のjfti;の守主iUこ卦守する ζ うなソオートを犯した場Frじめるコとすると、

J心、牧討を裏目17きれるのは、括主賠償年叶撃の初公ということじなる r

2 )損害賠償訴擦の効果

長岩崎償訴拾の効果l手、 ここでは付与される損害賠償の績と泣解

l て ν ただきた V'í)""';--~1退いなく長格的J天勾J牲を条件付けるものであ

るラここで提起される問題は、民手責午における損害底抗レいう目的に、

続1守口、の要1でを考慮Lて、市J及機能をj'jJJnすべきか、 である v マンアレ

ディ事件!こおいて欧州裁判所が判事Tすべ矢ごとを要請されたテャマの l

つは、まさ lこの問題であった、凶、川裁'l'lJfVfi之、この事件に!れ込亡、

全日主伎の涼泌をぬ合;こよってJjいまする必要竺につ V ゐて fl新-4-，;らこ Jを安

5ちされたの Fある v 欧什:f&'I'JJ哨l土、この制見らに向 Lて、より広く、 Jト権

力効果に|勾守る Jレ ルを決定宇るに|捺して何々法秩I-f;:こ認められて1、る

t-'出キ明停にすゐことにこだわった。そ g~土、実効性の宴誌と均等の要

議かりだるものであ"，た〉

実効七!の記、法性iよ、反競争(I'J行為に白米ずる栄吉キ却の賠主を安講ず

る。欧州法判所の判l示によ Zしは、被 r三一宇;-r~ 、 IJ克夫;のお';*'~ (，1 a G' Illl立

ピIII引廷ρfJぉ)の賠償だけでなく、 l包失不Ilと (::lcn:mce州制お)および列む

のTI:;':;1'f¥もヰしめるこシ古をできぶもの〉苫れなければならなし川上 ブフン

スグ))ミポ責任法:土、ニの 1に関してf可の!本[難ももたらさない J もっとも、

ブ〉手 ，レ者手必判所:!D収、'fc，:; )j E U到Jik1と(土、別の:立をほった」うで

"仁，Cトフ()Septフ()()l，(ωurap巳 I，tcl，辻ff.C-45~ì /99. h'eC. 1， 6~97 

li-CCE 13 jllillrt 200G， dcc. ;)r ，~じ )~7LI照合会の起守r/x を明小 j る配慮 J之、各rt，;

0) [J::IJ'iUに委ねられてし ιる(いLQjl 

lら Tιibunatdc con:ιnc:r('::， GむI\ a~: ， crr('. 6e ch.， 11 n::li 200G. S へ L .1 ~)()ratoir C'丸

'¥rkoph引了TIl(!C :-.lC f{(JchじぉLLr. TI(，fh山口III.:-J Rct!lt: 

1431 ~lìJ、 S8 i;;'.'>'S4):::日2ヨ



競争決I--H:1，竹需(寄手引を

あるピタミ L五1のカルーr-;レj グ)メンパーから仕入れを;f-J'，-:)ていf:あ

る企業ァ人この注!l、なカルテル:こよって11人れ↑而絡の上昇という形で指

J円を受けたと i..5j長いて、 rじr市-zj1惜のμ古)]えを したという事系三ある。

jはiF裁判所栽 'IJ'[ゴ(土、この請求を棄却 Lたーこの叫j決の松拠ri、「交ボ(土、

この仕入れ{凸iさの上手?をその小売仙慢にむ践するこ!:こ上っていi以する

こと会s.~e 主/ニ J ところにJ、めらオしているコ 10ととIJrf はまた、y;ての;，，'を ft(，-;

tnえていふ。 できた:こやしなかη た わ けぜあゐか亡、原あゐ先

7打土、そしつ間格政宗を EdJに決定したの-Y'あちて、役告l-Z雪f干を課す Lこ

とはごきなl，，'.Jひこの」ゐにして、起渦'B'Itl を他の洋治二七付、から l い I~~ し

つるといそ!:b，なる桟絡が序モヒナるという二とで、しかもそれを完治Jしな

かったにもかかわらず、 ;i%iiノf的行為のi!Jj妄の波子守主の訟害賠償への権

利カ排除されたの守あるラこれは、実効性の安誌に反するもの守はない

会-[-;. :!:.:;，人、 o
C'aう〆勺)7')込 l

~r:"，訂括償という主主i斉の r夫対 1': の要請は、 fJ i の 4 う!こ、 ~l じた Jt1， ~~~~~ 

F二の賠償を安治するものごはおるが、欧州裁'iUrれよれば、懲罰的松当

日自「討のfJ 'j を安「当するものではない内懲罰 Û'01J~~ぞRロf点を:jIJflrイじするこ y

i正、各凶のけ、秩!了Jご51Jめられる柊能なのであ J 、て、義務ぞはないのぞあ

るロそうだと子ると、ここで改めて 1手1.1るのが、均等の安請である。

的?ユ否鼎{道事部j段化するとしイ選択や行う場frl二J土、この安五万し

よって、凶、の達14をバ;:! ，~~. -J--i-S ;Nô斉 ~~.Iû; 肢に、共同体u、の達 14 を球

出とする技1去につし 3ても懲罰(I'，t貝当賠貰を認める必吉正があるのである。

じかにながら、欧州妹、叶Gi'(土、ごの点lつい亡;次欠の 4うlに-.:~，汚寸，千:

l 仁F 上〉て、多少微妙な !í~ 皮を t芸コているコすなわ九、「欧州共 1 ':杯法:土、

各百円止が、以川 J~; rr'1Jft\ の説、手~、原によって以降 ε れた権利の以誌に

よ，，で怜干ilJitに不勺利得がもたらされることのないよろに気を内c;[;こと

についても坊代する「とはなし 1山門えの考え方を治用する三とを通じ亡、

懲罰j[1'1111害賠依に討してしばしば提起される非難の Lつに対処するこ y

治宝コj:~l:.; になる n

;止、 メIJットがあゐものと判断されることによノて、戸元

.1.11共同休i去の)マント ri~'-' nノの l、に問か到、最小限の正;_.c保全ぎれて l'るο

lりむ4 じι13】 llillcl200G， (L~じ ρr(:c. ， pc 9.~ 

二日社 S8(仁 3S3)2仁三7 1441 



l背 滞

その上うな'i'l.i兄をJ'gまえる炉

をつ~J.E するん[ê;で、 JJor担J主に

が洛切だとい去るであろうわ

あるべ、きd-、 Jシ Lてl土、 十完了守口白↑安己j:，:主

られている).[策の凶庄を l)I~'J iJすること

II rあるべき法」における適切なもの:フ

損害賠償訴権の促進

ンスにおける

7CC
} ンスのNi:争許示会は、 2006年日月三HJ、&競争的行為の領Jtl-お

けるタフス・アク会ゴ/導入に悶する育、見存を公表したハこの支見書に

おいて、競争評説会(j、九平ZT(れにしま 定のふ:J ，I守があることを始~I，';J l_ベ
主たるお求と lて行使三れるt;l害賠償訴権の放棄を祢持ずるところまで

は行って\.-'ないものの、法川的:二行使されるお害賠償訴権十長 ~l るど

いう態院を羽確に表明して v ミる、 I"J評~:j'~:f<; J)関d凸か..すれば、{手:苫

が実劾白、，なのであるしかし、それでもなお、すべての事イ?とりわけ

小規校の事件がすべて専門償問のlhl前に持む出さ札る¥さものではない

のであるから、独立し t~~.~ 芹括償訴託J:i C)実生を Uぶごする」こには、やは

り重県な諜地である(/¥.)，) f~ 心で、 h1害苅銭円J卜えと競争関係の単川i

tJk)i，!;J(j乃凶前での子晶:との合は、多くのIj.1訴を i)j主起こ t。その結来、

制ヲ主的制岩船1告訴1曹のイfイIキ保全 fるには、それらさト解決することが必

安となる (H:

A 主たる請求として行使される損害賠償訴権の実効性の強化

を立争抑議会l土、必注(1)主:足吉，ーおいて、あまり 以しな¥.往々 のでR訟

を扱.~) ..-;"いる〉そのうちのν、くつかは、判断をτすべきぷ笠iJITが求める

をどのように使し A こなすかと l、う問棋;こかカわって l、るじ競争リへの

ル yレ主活動するためには J~{ 肉のガ c1U1t，が前三品とされる三と、隠きれ

2': 九万日 pr(c. pL::-; ，~2 d 丸

ソ必権の 1fT十:立維持されるべきで為る} ーも f どち、この，ZA刊の古味;之、

必M7的に4えるふりと);}，:ヲさには限定されたものである。民事的 iこ問~~-V2 ぅ ι

とは、宗件が事前:こと2争~f三説会によハて扱われていえ二場合にだけ現尖には実効

iJ'.Jだからであるー

l4SJ ~lìJ、 S8 i;;..'>， S~):::日お



競争決I--H:1_竹需(寄手引を

た jえ説子的干J 為の立~t:(;.t料j斉分析を前従炉寸るものであ〆亡きわめてデ

ワメ1 トであること、なと守の/:cに ;F~\べはない Jぺそし戸一、これらC')罰禁

l手、反脱予約行為に関するv去を とじて千J-iiJ2:i:;れる c.:. ~~)~ )-( 持す

:J<] i:>長ぺするものポめって、特Jj末I"~員五括償訴権仁引け昔、11するという

わけで{上ない〉

反.¥-tに、 F'官官[干のシステム lifぶの不 l'分刊にか7戸ねる且有のl羽難十1

も(rイlする U とりわけ問題なのは、付与さ取る子長谷清償の絞が小 i

あることである u ここう、ら円亡くるのが、滋訂的民害賠償の制度化 y

いうきわめこ戸、見が分かれる問題である J この問題l止、抗予にかかわる

~íf拾の枠内でることも可古きであるし、J: 1)山く、民事責任 1こ却す

る普 I査法の巡切な発足といっ了3でT及ろことも "1i泡である u フランス法に

;f:: t 'ご隊出j的損害ス古f貨を制乏 Jこするどいう)，cf'W賛意を小すと山mい反対

が予ÆJ~ されるので、そのd凸を考l有して、以下ではまずM 対誌にれする以

誌を抗:示[てから、白子E~合を民|射してムたいu

懲罰的叫:長賠償に11する反対論l土、その論拠を、:-1~ ;1-1に玖ったもし11丸

fau X..; シ|げぶべき J、「出(っ子本当のI<wxVIぷiSJ 議行市町斤ぷ

ベき議論}こ求めている

(こ記:った;議論と呼ぶべ主ものとして、 アメ 1ノフむの I 亡本 lに

基礎メト世く議論キ挙げるここができるこれは、 りの議論であう

て、そこでは、アメリ刀合衆国で確認された 1:を坑くよみな迷走弘:，が、

それどけで懲罰i'fA!i吉陪償への予G-尽をどH-~j-i るのに|分な珪日として授

りか戸戸れるっこころで、 7メ1ノカモデル長j主用するごとが刊l の注釈

以と ρ うわけではないu慾詞拘?員五括償ll土逆機U~が有.ti するとしても、

tlJ'支lノ4存をi空事、寸ることによってそのリスクを緩和することは日{龍であ

るコまた、懲罰!1::01員古 ~t; 'r立を導人するならば、 l"寸責任J)X:sぷrY);]{引に

対して佼資がもたらきれるであろうといつよH剖jがなされる三ともある。

このf訂正も、渋害括償-tr定の日rtを:百J，jする形で 乏しり実務においては

~Z f~t /f1訂T- ~m公的意見書は、こ刊行に1:L 亡、裁州事fが専問機n~; CJ) l'市.[1;を jj!r主

するてこ fr:[どめる子科が林系に!にj:'l.lHされるごと)こつい c(})懸念を弘lリjし、 ν

るr その資泌が:;;，~疋さわていると主 IIIJ伐院に安ね，~~;f I 、い令去I:t';)~ff年 tj) ::;i2効 :<_ý

おな 1危険がある、 2いうわけごある

二日社 52広三)S.:.)2に25 1461 



l背 滞

すでに悠罰的主計~:~1'Þ{Jg ィヲーえ方がW{ :)人れられぐいることを考慮するな

らば、やはり説得[]'Jなものではな l.-'" 

懲罰的知~~.~:;";棋の受特にほイJ 用問がないという百に恨j悼をぷめる

r~ 、木、1 i (1)議;おとい J てよいであろうじ しかし、これも、 競争の明j戒

において続出 3れる間出の独白l苛にi色町 Lて、ヰじの拐芹賠償iJ、iJ小透

合よ;~t~ に r;iÉ ")ている l という記!点からす乙ならば、やはり fi;こされる

べきとある u 沿う1討議会が、クラスーアケンヲンに閃するそのき、見-t((

.13 tで提'J、した的措置は、そのイ1;iJ性を ò~定するものではな V'i){、なお

不 r'~J といわぴるをえないし ~H会が非強制 :10 な 7/イドラノンを設定し

たことは、裁判所に宛てられたの抗なガイドとなるが、 i長d《「タ慌の本l雑

)1=の全休を解決するものごはないU 同芹長l 台、イ;iïl~l; トつ γ は jrl伎の知償 l か

刊号されない令J現't骨形校での賠償を認めると Lとう者えhフ4は、魅力

f刊ではあるが、乙 u)解決議が民事責任訴権;こ l分な予防機能を付コし、

被宵苛の行動を促進するかは、定かではない。

このよう lLに懲罰的ね￥併償の制i主化l之、高益であるがゆえ l治

切である J主訴するこ正治できる。それは、罰金に同様に、 Ez競争的行

為の王体にけしてこ実質均な防政上の不十:j泌を設すことを可:~I~ に

し、そのゆえに競争のJl.~--- nノの安郊0'f'1と¥，"，う要請の実現に役に立つであ

ろう I 主要なのは、競争の Jレールに土Jする違反lニホハて違反さが利益事

得る Y いう事態を避けるこ Y ずある〉十完全賠償訴住が独立して ~dときれ

る場手、には、 i古ti，dt否itの千iH去の私議とともに、 般利b正に従"てき売'tr

L のブォー?に制j主!付加去る役割l手、民半E1{イ1い帰する ちらに a そし

て罰金ぶりも JL く、計~'Jt見￥培僚の iflj11: (土、佼当者のわぬのインセ J

テイブになるこ〉にょう 1、'!ft長にお!iるれ済主体の役割を拡大L、尽

き青1J-- 1::包行為 J)~み十年における oJIJ、化を ~t 1i':す之p ことになろう。

えらに弓え:工、 干のYI.百合{土、半に反:e
ノ
f的行持の法にかかわる

はな v'" それは、より lι く、競争法的:主体に湾'f!，'jるし反Ni:争的1J為的

!:， 
CL LU仁 ¥SDE LEYSSi¥仁 R:lppOrL dc 日 vn~bとおe.l 、 Lν.s sanr"fu;n.'-; il1dil"i.江作s

t!r尽 jlYrIi i:qt!I'Sα11 firο luu r?t~ J1 1iρ nps ， 仁川 iO (j ll l' l! llin~r:-.i[(' r川 i:-;1. 29九vriI2(l(L:

Pe~;tes zdichesり.ian市ltfヲ005，n 111， p. 63 et s.. spec. ';:1. 69 
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競争決I--H:1.竹需(寄手引を

ぴ)鋭校における悠罰的主計~:~1'Þ{oノ市 1 '笠化がきわめて強い以対論?に迫迭

すると Lても、この!f:}ましいヂがfミヴ支jcCJ) 伐!l、にその立礎をJl人、

山仁、その結記、議守1'('士に配管干(1+;<るというごと bあり λ るであろ λ 口

実|町~ l.~ 、 1ì'i，土~J.: ':草案l土、 l37l''4:oーと ρ う、 どの条件の:、で1設詞却損

芹賠償の己いbーしを認める哉トーを合んぐいるのである f

それは可IJ として、独山 (jS な t員百~t; f~ (Jr-j!{J';. (士、 J長点己古f賞に隠する

言，;0、みはくすごとを役訂と!ているわけではないl 損害陪償訴権は

また、市羽を肱討する特注i廷の出II)Íjでの子絞に、ぷl;~/L;的に刀、かわっていく

こともありうるしこのようにして、諸宗的指胃胎償亦縫のイ了在を保全ヲ

ゐことがm安になる。

B 補完的損害賠償訴権の存在の保全

まず第 に、乙 u)ょっな場む;こtTi害防{賞品権を保全する自主一件をl喚起

Fることは、驚くべ矢ここと Ill!われるかも[れな '.;l--，それは、競争生:A，ふ

力以前の ik疋によ円て討，~);1ヒ芦れていたれではなかったろうか山つ

しかしながら、説争闘係絞悶の，"ιnIJでの日町止の共存;こよノて、1"Ft-;=年目主

I古前十需O〕j丁i史浩三、 によ3して同訟になるとい弓場令もあるので

ある p

実際、競争法に1'111のいくつかの午ケーツクが、 I"I，tて反競争均行

為とええるiJ為が司寸ら jl公いtいう帰王をもたりしている一当該iJ為

が取るにたらなν、ものである場台、対市場効果の 11で 去の νベ)>をお

え企い場介、ミl:i試行為が行i理性の原員|ずの作用にょっと?ffi{:ぶれると語、

コ;殺す1 芽i ぷ会がi11(こ .JflM ヲるようにも時';}~干J となコた決定に f 丸公ヰ?J民の

ほ'tI!:':l'iJllto…I [L'山、l:oscc:(<:idt'c) 判けと;っし この l判ノト事互の経威

(1λょl叶 i":'dc d)(J:;c jUP:(CJ =克明IJ}Jt 干準じた効}J--~~?十)を認めるこ}

いよコ亡、)メiLT今1J:;誌の証拠いおい亡、裁斗官ム同科ょに原告の任務:J大い k~l

減さ .(Lること}こなろう (a、is;mC"c . p'~s 7s ei 80)- 主と、手'1;立の j引とによる

訴訟割問山長刻化こ埼びつ u 、た小 -fif~{H~宇は、長介氏く、;紛争関係機巧によう

とすで hャ寸賓の半1;18;:やそ iト亡いる，1'件についとは、後先(ljに抜与といずjj官慌の

によって、なくな，ふとまではえなく rも、少なくども緩ねされ。こ J

がごきl::J (pt 82)，競守r評議会のよなが乃決定は 最も右指なものと、場合に

よっ ι凶1!:r!.(.j {"y、の社宅として利用するとがでえる;，pts出 CL56)。

ポ;詰S8(仁 34:>)2にTI ~BI 



l背 滞

または終夜発展に寄 ~f" しぐいるといっJ1j1 1: 1ごそれが免除の対容とにな〆ぐ

l、る場台、などーごある口 lJ二コ〉シ 帝ij(主的安弘:もまた、ここに影響を

及ぼしてくるここがありうる代ごのような行為にふコてI立Jチ:浄作えった経

itf -t体l土、その賠償をf与ることを一円二することが守きないのであろう

法丈に fij-l'J~O)解決がない以上、これらの問鋲に\(す之>lQ 持:土、これ ι

殺々の事例の手実関係行よび民事貞l1JじT)認定却のけ析から導くべきであ

刈1;埼効果が一定の水準を超え ζいな」汁←いう口に悶して(土、それが

埠l味ずるのは、出に、↑-71，)に有者な効果があ Jてもそれが1主少であゐが

ゆえ:競争巧係機関の介入が王当とき引ないといつことに逃ぎないこと

に叫意 Jる必安がある n 反対に、 プオートが有モt:-jる3f?に:土、 3f?に

よζj被主JZは、 7 牛 ρ を担 J し亡、当該行為に~;:: .r)て被コたJ百害に

~~るまでの Hiiィ賠償の持禾1; を認め 4 れるつ合間のìf:i:引が作動するときは、

立別である J 、可戸支行為は追irtであ円、その行為王体の民事責任が、競

争特日Ji)、のう之?ぞをj却Jl: (1-:して追及きれるこ J はな~，'" ff-;拡に、当訪1i為

が免|l主的対象になこしるときは、主主1J-0))y---Jレ:刈:~:~'されていなしの

であって、その結束;、責任を追及守る訴はが斗じるということはな¥---.-

しかし、競争に閃するいかなる特別法も佼古;されな誌、った場合であ勺て

も、アォ トの存在を↓開催lこかすことを条付として、被7存者が照合を》

えと 1科、:こ)..1Lて氏市立がを追及することは、なお可能であるコ

， )ニ工ンシー制j肢の結婚Jjがある場行lは a 明らかに a 説 !"flのルールの

-f}:'古:がfc存する J したがって、問題は容易;一解決されるよう仁見えιコ

しかし、相芹賠償訴維の発反の帰結;-1 ---;，. 1 i .-コ〉ン ・ブログフムの

~")J7ト減iH してしまろの\いはなし寸ヘといろ j経企:が\，'1<FfFJされた。

ごの懸念をとりわけ強くぷ時1:たのは、抗予言|議会ごあったお J 主正:六見¥

rd:訴経において続争法の目標を与怠すべきかと L う問題が提起され主的

は、まさにこのよへな場においてである J この問題への凶作:土、シ、なく

とも駁出な埠 l味で心リさ偵の制h~:，二おいて U: ， :!Jj(l!こ合だ刊であるべきで

ある このよろ:して探知されたカ n-~) ルの被害者;止、退以ざがとのよ

!(心Oll::>. t:()ll~'.，品目 prl-;~. ， Ills. GS :"L討
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競争決I--H:1.竹需(寄手引を

うな立1誌の詣であれ、語以有から H'~i7，: (?) ~:~1'Þ{ を得ることができ主ければ

ならないじき茸'tr評斗義会が1~ねするように、 lj ご J ン L ぃ可iljl立を)ijいて?丁

政的制j主えのm主減ヰ(;止める 17が、宍 11-:>.rした行為の給法と L仁F いた訟判

(1)賠償を合されるという i土排除される、之さである U ここで重要な

のは、再u、記が、他人に加えた相芹を賠償する Y い~;日却に fよ需~)-J~11山

知があると l、うことを、この原引を院是正札iしたある辺、作を;三官とすゐこ

とトよ勺てノ{可否した:とであるZ 反対 l、制裁の同市においては、!設

計 û~損害賠償のえカ ズムを排除するこ幻士、懲罰的指害賠松山l皮がつ

ランス位、におしもで制限fじされたという 1fi;;との下においてである詩人

に値ずる。平:当のとこ λ、:"1.;1思l土、 mの治1"において円燃すゐのである。

すなわち、 jJE~定;へのアクセスが問題であ。ハ交際、投手 &f説会は、「ソ

斗ンシ -iilj度の適)11 i:上るili'j裁怪減を求める企煮について、そのJW慌

の秘密を保障し1 、世の問、Eには f-H~- 、なしようにするこ r が必要である

と γ'1Jl)iしている 1 しかし、二の I-m~:さについてさらに論じることは、仙

の王辺に認し、不 I)弔意!~た梓討の砕がみを起えるものとなろう、

ιon、COllSl.22 ocL 198:':. D， 1983. fl. 189. llOLl' 1". UIじIl:¥lk巳 (j辻z.;)，-'.1 

1三部 1，ヲ削).()b ドじHAB ，'\S 刀、のように宇IJtJ、し、~_ lる I ，ゐカなる(:'も'I'I:一人

会主 Tる体利子 H さないので、原則どして他人にjfi よかを担，~~tt る人の行為;二

tてて、ブ r ト:こよ勺ぐ や j一るすヂ;対依乃義拾を~'l: '9 ;~) j， 

"iて手前さえんl工、タ:ωようなものである。リニエン〆 iiJUJす円安全長者 L士、 最

，、|浪 氏宇裁川1言。ノ凶前?、カルヮルおよび強訊f為の/了イL'乙fTf発しなかった

台芸と比較して不利な;IKi日仁静かれな v斗ぶろに(なければならなし斗J (A口ごう

pr( c 川 73)

二日社S8(仁 341)2仁三i 151)j 




